
平成１７年度 第２回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成１７年７月２０日（水） 

午前１０時から 

場所：千葉県庁中庁舎３階第１会議室 

 

１．開会 

○司会 委員会に先立って申し上げます。 

 当委員会は、「政策評価実施要綱」第５条に基づき開催いたしますが、「千葉県政策評価委員会

の公開に関する取扱要領」第２条の規定により原則公開とし、同第３条の規定により一般傍聴を

認めていることを御報告申し上げます。 

 最初に、お手元の資料確認をさせていただきたいと思います。 

 

＜次第、資料１～７、参考資料１～３確認＞ 

 

２．あいさつ 

○司会 ただいまから、平成１７年度第２回千葉県政策評価委員会を開催いたします。初めに、

石渡総合企画部長よりご挨拶申し上げます。 

 

○石渡総合企画部長 おはようございます。本日は、たいへんお忙しいところ、皆様にご出席い

ただきまして、ありがとうございます。本日は、現行制度導入後、初めてということになります

が、平成１６年度施策の事後評価についてご審議いただきたいと考えております。 

 平成１６年度の事後評価を実施して、その結果を踏まえて、平成１８年度施策の事前評価に取

り組んでいくことでマネジメントサイクルが一巡することになります。 

 この事後評価を厳密に行うことが、次のマネジメントサイクルにつなげていくためにも大変重

要な意味があると考えております。 

 従いまして、本日は、アクションプラン・課所掌の基本施策の具体的な事後評価内容について、

皆様からご意見をいただきたいと考えています。 

 また、先の委員会では、平成１６年度の政策評価委員会の活動を踏まえました、本県政策評価

制度に対するご提言について、坂野委員を中心にまとめていただきました。今後の制度運用にあ

たりましては、現状分析を踏まえた当面の取り組むべき課題につきまして、具体策を含めて分か

りやすくまとめていただいたことは、たいへんありがたく、意義あるものと考えております。い

ただきましたご提言につきましては、その内容を真摯に受け止め、よりよい政策評価制度の確立

に向けて努力してまいりたいと考えております。 

 本日の事後評価結果に対するご審議も含めまして、今後の制度運用の中で改善すべき点が、ま

だまだ出てくるだろうと思っております。これらの改善に向けましては、皆様のお力を是非とも

お借りして、よりよきものにしてまいりたいと考えておりますので、これからもよろしくお願い



申し上げます。 

 

○司会 議事に入ります前に、人事異動がありましたので、ご紹介申し上げます。７月１５日付

けで、経済産業省から本県に参りました中澤総合企画部理事兼政策調整監でございます。中澤理

事は、政策評価を担当させていただくことになりましたので、ご紹介申し上げます。 

 

○中澤理事 中澤でございます。どうぞよろしくご審議いただき、お知恵をいただきますようお

願いいたします。 

 

○司会 議事に入ります前に、本日は全委員のご出席をいただいておりまして、千葉県政策評価

委員会組織運営要領第５条の要件を満たしていることをご報告申し上げます。それでは、以降の

進行を森田委員長にお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）第１回委員会における意見に対する対応状況について 

○森田委員長 先ほど部長からお話ございましたように、本日から事後評価の方に入ります。そ

れでは、早速ですが議事に入らせていただきます。 

 まず、前回の委員会におきまして、平成１７年度事前評価結果に対して委員会から意見を述べ

ましたが、その意見に対する県の対応状況について、まず議題にしたいと思います。これにつき

まして、事務局の方から説明をよろしくお願いします。 

 

＜事務局：資料１により説明＞ 

 

○森田委員長 ただいま第１回委員会における意見に対する対応状況についてご説明いただきま

したけれども、これに関しまして委員の方からご質問等ございますでしょうか。 

（特に発言なし） 

よろしいでしょうか。新たな対応が加えられていますけれども、難しいものは１８年度以降と

いうことでございますので、これもよろしくお願いいたします。 

 

（２）平成１６年度事後評価について 

① 事後評価結果の全体概要について 

○森田委員長 本日の本題でありますアクションプラン及び課所掌の基本施策の事後評価結果に

ついて議論をしていきたいと思います。本日の議論の対象といたします個別施策につきましては、

事前評価の際と同様に私と坂野先生で、事務局と相談しながらサンプルを選びました。アクショ

ンプランの施策から２施策、課所掌の基本施策から２施策を抽出しております。 

 なお、個別施策の抽出理由につきましては、お手元に配布の資料２「委員会において審議対象

とする個別施策の抽出結果」のとおりでございますので、ご了承いただきたいと思います。 



 ではまず、事後評価結果の概要につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料３・４により、「アクションプラン評価の実施状況」 

及び「課所掌の基本施策評価の実施状況」について説明＞ 

 

○森田委員長 事務局から説明がございましたけれども、これにつきまして、総括などの取りま

とめ方も含めまして、ご意見をいただきたいと思います。 

 

○坂野委員 膨大な資料をコンパクトにまとめていただいてご苦労されたことと思いますが、い

くつかコメントと質問があります。 

一つは、アクションプランと課所掌の基本施策で目標の達成率が異なる理由として、「課所掌

の基本施策評価」の方が、アウトプット指標の設定割合が高いためであるとご説明いただきまし

た。そうだとすれば、達成率の横に、アウトカム指標とアウトプット指標の設定率を入れていた

だくと、もう少し明確に関係がわかるのではないかと思います。 

 もう一つは、一次評価と二次評価がほとんど同じ結果になっていますが、集計した結果として

一致しているのか、それとも個別で見てもほとんど一致しているのかを、恐らく後者だと思いま

すが、事実として確認したい。二番目に、もしそうだとすると、二次評価の意味を少し検討し直

した方がよいと思います。まったく同じものになってしまうとすると、どこに問題があるのかを

少し検討した方がよいのではないかと感じました。 

三番目として、複雑なことをさらに要求するのは気が引けるのですが、目標達成を表す「Ａ」

や「Ｂ」という区分と、施策の方向性を表す「拡大」や「縮小」という区分をクロスで集計して

いただくと、うまく目標が達成されていて拡大したい事業や、目標が達成されているが縮小して

いきたい、あるいはその逆という関係が見えると思います。どの事業に問題があるのかというこ

とや、注目する事業がどれかということについて、もう少し見えやすくなると思いますので、も

し大変でなければ、そのような工夫をしていただくこともご検討いただきたいと思います。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。他の委員の方も何か質問あれば。 

 

○北大路委員 「Ａ 拡大」や「Ｃ 改善」などの区分がありますが、ＰＤＣＡサイクルの原則

でいいますと、check‐action の「action」のところが改善にあたるという説明が一般的です。

ここでいう「改善」というのは少し違うと考えた方がよいのでしょうか。check‐actionの「action」

のところで何もない場合が「改善」以外の区分であり、何か手を打たなければいけない場合が「改

善」と理解してよろしいのでしょうか。 

 

○企画調整課長 まさに action とは改善で、「現状維持」という区分もあるのですが、「現状維持」

は１６年度に行ったことと同じで、何もしなくていいということではありません。「改善」という

区分は、より積極的に意図して改善しなければならないものと考えております。 



「改善」や「現状維持」の明確な基準については、先生方のご意見も伺いたいと思っています。 

 

○森田委員長 「改善」というのは上に書いてあるコストパフォーマンスをあげていくべきだと

いう評価ですよね。 

 

○企画調整課長 そうです。 

 坂野先生からのご質問ですが、一点目のアウトカム・アウトプットの設定率は前回示しており

ますので、資料に加えることによって、ご説明した内容の根拠を補足させていただきたいと思い

ます。 

次に、二次評価の結果についてですが、部ごとに見ますと、全体を集計した結果がたまたま同

じではなくて、各部レベルでも一次評価と二次評価がほぼ同じです。総合企画部と教育庁で若干、

一次評価・二次評価に差がありますけれど、その他はまったく同じになっています。 

 それから、「目標の達成状況」と「次年度以降の対応」の相関関係を見えるようにしてはどうか

ということでございますが、こちらの方も検討させていただきたいと思います。先ほど事務局か

らご説明申し上げましたけれども、１６年度の帳票では施策の上位指標と中間指標が混在して、

複数の指標が設定されています。また、１７年度は指標が変わっておりますので､たとえば１７年

度の上位指標と１７年度以降の方向性をクロスでとるのか、どのようなとり方がいいのかという

問題もあります。１６年度と１７年度では指標の設定方法が違いますし、アクションプランと課

所掌の基本施策でも違いますので、事務局と坂野先生で相談させていただきたいと思います。 

 

○森田委員長 ありがとうございます。坂野先生よろしいですか。 

 

○坂野委員 一次評価と二次評価が同じというのは、事情は何となく理解できます。部長と十分

相談して一次評価を行っているので、二次評価をする時にはそれは折込済みとなっているのが実

態だと思います。そうだとすると、二次評価を実施することの意味を、それをどう評価制度の中

に位置付けるのか、考え直したほうがいいという気がしました。 

 

○総合企画部長 各部局とも予算を組む段階から、今で言えば事前評価の段階から、部長室と議

論していますので、逆にあまりにも二次評価と一次評価が違うと県の組織として成り立たないよ

うな感じがします。 

ただ、特に事後評価の場合、結果の取り方によって部長レベルから見た判断と、課長レベルか

ら見た判断が違ってくることも多少はあろうかと思いますが、これが逆に大幅にあることの方が、

私は問題だと思います。 

二次評価が必要かどうかは、ご議論いただくことかと思いますが、行政を執行する側からしま

すとそのような状況もあるということです。 

 

○森田委員長 ありがとうございます。一次評価と二次評価が過度にずれていると問題があるけ



れども、一緒だったらなぜ二つやるのかということですので、ご検討いただきたいと思います。 

 時間もありますので、次に進めさせていただきたいと思います。 

 

② アクションプラン施策について 

・地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援 

  ・中小企業等の活性化 

 

○森田委員長 次は、個別施策の議論に入りたいと思います。まず、アクションプラン施策の議

論でございますが、個別施策の説明・議論につきましては、施策ごとに行っていきたいと思いま

す。初めに、「地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援」について、施策の担当課から説明い

ただきたいと思います。 

 

＜施策担当課：資料５－１により 

施策「地域・家庭に重点を置いた生活（自立）支援」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただ今、「地域・家庭に重点をおいた生活支援」の施策

について説明がございましたけれども、これについて質問等がありましたら、どうぞご発言いた

だきたいと思います。 

 

○坂野委員 最初の指標がうまく設定できないと、実施結果の総括とその対応がうまく書けない

と思いますので、最初に指標の話をさせていただきます。 

 一つは、挙げられている指標を見ますと、成果指標ではなくアウトプット指標が中心になって

いるという印象で、典型的には、「若手福祉従事者の待遇改善」であれば、彼らの平均賃金がどの

位になっているのかを挙げれば、それではっきりすると思います。 

 もう一つは、施策のねらいが、対象横断的に施策を実施することだとすると、対象横断的に施

策を実施したことの効果がどのように表れたのかを指標として本来は設定するべきでないかと思

いました。 

 後半の方につきましては、施策の柱ⅠとⅡについては特にないのですが、Ⅲの「起業支援」に

ついて、「Ｃ」をつけること自体は悪いことではないのですが、「残された課題」欄を見ますと、

なぜうまくいかなかったのかという原因が書かれていないように思います。原因として「資金調

達が支援の結果うまくいきませんでした」と書かれているのですが、なぜかという具体的な理由

も書いていただけると、それが次の対応にどのようにつながるのかという関係が見えるようにな

ると思います。 

 Ⅳについては、「若手福祉従事者所得倍増作戦」と書いてあるのですが、どういう内容の研修を

行えば所得が上がるのかということも書かれていると、所得の倍増をどのように達成しようとし

ているのかという因果関係や、対応との関連がはっきり理解できるという気がしました。 

 



○森田委員長 他の委員の方はいかがでしょうか。 

 

○木村委員 １ページ目の指標はアウトプットが中心になっていまして、その発想が２ページ目

の「目的の達成状況総括」欄の最初の文章につながってくると思うのですが、この冒頭の文章を

読むと、「支援は概ね適正に実施されました」ということで、事業が実施されたというだけで、そ

れ以外のことにあまり目配りされていないような表現になっています。この点は、後の「中小企

業の活性化」等々の施策の表現に倣ったほうがいいのではないかと思いました。 

 もう一点ですが、先程のご説明で、できるかどうかわからない事業・提案もどんどん取り上げ

るという趣旨はごもっともだと思いますので、そのようなことをこのペーパーの中に何らかの形

で組み込めないかと考えております。つまり、１ページ目の指標にあるような、結果としてどれ

だけの支援事業が整ったのかということだけではなくて、どれだけの提案があったのかと、提案

のあったことが言ってみれば地域共同体の意識のバロメーターになるわけでございまして、そう

いう意識の向上というものも、指標は無理かもしれないけれども主な成果の中に取り込んでもい

いのではないかと思いました。 

 

○松宮委員 「現状維持」という方向性になっていますが、達成状況が「Ｃ」となっている項目

が３つありまして、例えば、「ＮＰＯ２団体を支援しました」ということを現状維持していくとは、

今度も２団体の支援を維持していきますということなのでしょうか。そうだとしたら、２団体を

支援した結果、その団体が出した成果というものを表しにくいのではないかと思います。例えば、

評価のガイドをきちんと作るとか、どのようなＮＰＯを選択するのか、というような指標を明確

にする方がわかりやすいのではないかと思いました。 

 

○北大路委員 評価のサマリーである「Ａ 拡大」、「Ｂ 改善」、「Ｃ 現状維持」などについて

は、そんなに簡単に分類できるものではないという印象をもちました。担当の方はどちらにする

のか相当迷われたのではないでしょうか。ただし、複雑にすればよいという訳ではないので、ど

こかで割り切ってこのような評価をしなければいけないのかもしれません。しかし、少なくとも

４つの大きな項目の中で少しずつニュアンスが違いますし、また、改善も必要であり、事業規模

そのものも拡大しなければならないという事例もありえますので、もう少し最終評価の方法はき

め細かくしてもよいのではないかと思います。 

 

○森田委員長 それでは事務局あるいは事業担当部局の方、ただ今の意見について何かご発言は

ございますか。 

 

○健康福祉政策課 ありがとうございました。指標の立て方や目標に関する意見をいただきまし

たが、もともと事後評価を前提としないで作っていた計画でありまして、ですから、抽象的な事

業ですとか、最初にご説明しましたが、できるかできないかわからないという事業が相当ござい

ます。17 年度の事前評価であれば、例えば、本当に給与が改善できたのかとか、福祉の環境が良



くなったと思っていらっしゃるのかというような指標も考えられますし、部の政策目標について

も、そのようなアンケートによる結果とか、健康福祉千葉方式のことを知っている人がもっと増

えるとか、そのようなものを載せられればよいと思うのですけれども、この時は、結果として出

せるようなものが、このような事業しかなかったものですから、他から見ますと中途半端な指標

になっていることは否めないと思います。ですから、この辺は考えさせていただければと思って

おります。 

 それから、「Ａ」が２つで、「Ｃ」が３つで、「現状維持」していくのかというお話や、事業を行

った２団体を支援したことが達成状況なのか、それとも、それによってどのような効果があった

のかというお話がありました。実は、このパーソナルアシスタンスというのは、600 箇所やろう

という事業ですが、これは 16 年度で終了して、新しい「あなたに合わせた支援星の数ほど事業」

という事業で県内に 600 箇所程度ということで進めております。また、２団体を支援した成果を

フィードバックしながらやっていこうと考えております。ですから、16 年度と 17 年度の継続性

の関係で、600 という目標があって進めている訳ですので、「拡大」といわず、今と同じように着

実に進めていくということで、「現状維持」としております。その辺の個別の事業と全体的な考え

方が、この帳票だけだと出てこないという感じがしております。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。事後評価を前提にして作られた施策ではないというこ

とですけれども、だた、施策そのものはどういう形であれ、何らかの評価の対象にはなりうると

思いますので、さらにご検討いただければと思います。 

 それでは、時間も押しておりますので、次に進めてよろしいでしょうか。 

施策「中小企業の活性化」について、担当課からご説明いただきたいと思います。 

 

＜施策担当課：資料５－２により施策「中小企業等の活性化」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、ただ今の報告につきまして、ご意見をお願

いします。 

 

○北大路委員 この施策に限定したことではなく、他の事例でも感じたことですが、「残された課

題」と「今後の取組方法」という２つの欄が、単なる裏返しで書かれています。これは、フォー

マットの問題かもしれません。ただ、中身の濃いご説明をいただいて、その中に、ここに書いて

いない色々な課題があったのですが、それはこの文章を読んだだけではわかりません。「残された

課題」欄には、実はこのような困難がまだあるのだということが記載されていれば、この２つの

欄は生きるのではないかと思います。 

 

○坂野委員 「施策実施結果」の書き方ですが、他の事例と同じで、事業の中身は書いてあるの

ですけれども、例えば、承認件数が 111 件となったことによって、経営革新が本当にどれ位進ん

だのか、あるいは、経営革新を認証された企業がどの位成長なり、利益を上げていることにつな



がっているのか、ということの評価が抜けているのではないかと思います。 

 もう一つは、そういう意味でうまく書けているのは、地域通貨のところで、これは導入しただ

けではなく、「地域内資源の循環が促進された」という成果が書かれているのですけれども、逆に、

本当にどの程度資源が循環されたのか、どのような証拠を基にして書かれているのかが気になり

ました。 

 商店街のことにつきましても、最初の経営革新と同じで、おもしろい試みを実施されたことは

わかるのですが、これで本当に商店街が活性化するのかしないのかということに関しての評価な

り、総括があって、その上で、このプログラムなり、事業の見直しにつながっていくのではない

かという気がしました。 

 

○森田委員長 他にいかがでしょうか。私から一点お尋ねします。 

方向性が「改善」となっている訳ですが、「改善」という場合にはコストパフォーマンスを上げ

るということだと思いますが、具体的にはどのようなことをすべきだとお考えになっているので

しょうか。この点については、お話がなかったと思います。 

 この点も含めまして、担当部局からご回答いただけますか。 

 

○経営支援課 地域内通貨に関する証拠というご質問ですけれども、基本的に一定の範囲でしか

地域通貨は使われませんので、その中で資源は循環せざるをえないということで、成果といって

も、当然システムの中に組み込まれているので、逆に言えば当然のことを書いてしまったという

ことでございます。 

 それから、商店街のイベントの評価についてですが、確かに、商店街のイベントはその日だけ

の一過性で商店街が盛り上がるという部分が指摘されると思います。ただ、実際には、商店街が

結束することで、人々が結束し、そこからまた次につながっていく部分がございます。商店街に

は、色々な構成員がございまして、例えば、複数な貸家を持っていて生活はそれだけで成り立っ

ており、商売のほうは趣味でやっているような人も中にはいらっしゃいますし、そういう人達は、

空き店舗が出ても、変な人が入るぐらいだったら貸さないほうがいいと、バブル時代の値段で貸

せるのなら貸すけれども、ということで、商店街全体に向けた協力がなかなか得られにくい場合

もございます。そうした中で、こういうイベントですとか、先程申し上げました未来塾の塾生が、

一人だとなかなか大変ですけれども、商店街に３人位いると三本の矢で引っ張っていくとか、そ

ういった部分がございます。 

 また、経営革新計画の承認件数が 111 件となったことによって、どのような成果をあげている

のかという記載もあったほうがよいとのご指摘がございました。平成 15 年度に承認した企業の１

年後の状況をフォローアップ調査という形で実施しておりまして、調査対象は 75 社でございます

けれども、年平均付加価値額が３％以上向上した企業はその内の 42 社となっており、サンプル数

は多くありませんが、56.8％の企業で付加価値額の３％以上の向上が見られたという成果が上が

っているところでございます。 

 最後になりますが、どのような改善イメージを持っているのかということですが、基本的には、



できるだけ重複するような機能をもっているものを集約してみるとか、金融であればコストパフ

ォーマンスですね、有効に資金が生かされるような、そもそもニーズに合って利用しやすいとい

う方向で実施していくなど、コストや機能面をさらに見直していければということでございます。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、よろしいでしょうか。では、次の「課所掌

の基本施策」に進めたいと思います。 

 

③ 課所掌の基本施策について 

・千葉のもつ優位性や地域の特性を活かした国際化施策の推進（総合企画部企画調整課） 

・ＮＰＯ立県千葉の実現（環境生活部ＮＰＯ活動推進課） 

 

＜施策担当課：資料６－１により 

施策「千葉のもつ優位性や地域の特性を活かした国際化施策の推進」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。今までに出た論点と共通するものもあろうかと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

（特に発言なし） 

特になければ、次に行かせていただきます。 

 

＜施策担当課：資料６－２により施策「ＮＰＯ立県千葉の実現」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでは、質問はございますでしょうか。 

 

○北大路委員 うまくいかなかった点がもう少し詳細に書かれていたらよいと思いました。具体

的に教えていただきたいのですが、３つ目の項目の「協働の推進」というのは、県との協働でし

ょうから、県側から色々とアプローチのできる政策だと思うのですが、申請が 11 件で、成立した

ものは目標の 10 件に到達していないということですが、どのような理由でうまくいかなかったの

でしょうか。 

 

○ＮＰＯ活動推進課 外部委員がたくさん入っている選考委員会を作っておりまして、その中で、

地域課題が的確に把握されているかとか、実行可能性ですとか、県と協働する事業なのか、例え

ば、市町村と協働したほうが効果的ではないかとか、企業と一緒にやったほうがよいのではない

かとか、そのような色々な観点から審査をしまして、決して地域課題の把握は悪くないけれども、

今、県とやるのはどうかというような疑問のあったものがいくつもございました。49 件のうち採

択に至ったのは５件という私たちとしても残念な結果でございました。それがあったので、今年

度につきましては、一度申請された提案内容について、協働促進委員会という別の委員会を作り

まして、そこにはＮＰＯの方など専門の方に入っていただいているのですけれども、その人が個



別の意見交換にコーディネーターとして間に入り、県の担当課とＮＰＯの調整をしまして、実際

に県との協働事業としてやっていくためにどのような点が必要か、また、内容によっては変えた

ほうがよいのではないかとか、そのようなことをしております。 

 

○北大路委員 できない理由が書いてあればよいと思ったのですが、要するに一言、二言では書

けないということですね。 

 

○松宮委員 私自身も企業の社会貢献を担当しておりますので、ＮＰＯさんと一緒に協働してい

くことが求められているところなのですが、事業力といいますか、事業ができる形になっていな

いというのがＮＰＯの状況ではないかと思います。ただ、数を増やすとか、理解を促進するとい

うことで事業力を強化できるのかという疑問がありまして、今後、新しい行動計画を作り直され

る時には、県や市町村との協働だけではなくて、企業ですとか、そのような事業に慣れていると

ころと一緒にするとか、あるいは、色々な地域で同じことをやっているＮＰＯさんもあると思い

ますので、例えば、ＮＰＯ間でうまく連携をとらせてもう少し力をつけるとか、そういうことも

県として何か考えられるのでないかと思いました。 

 

○森田委員長 私も関連して申し上げますと、ここのところが「Ｃ」になっているのは、単に数

だけではなくて、質そのものの問題が問われているということです。 

 

○坂野委員 ご説明いただいた内容自体は、書面にかかれていること以上にかなりのことをお話

しいただいたように思います。何が本当の原因かとか、どこに本当に効果があったのかというこ

とを補足していただいた説明は非常にわかりやすかったので、それをうまく書類に表現できれば

よいと思います。少ないスペースなので難しいのかもしれないですが、工夫していただくと、こ

の書類だけ見てかなり本質的な部分がわかるので、もっとよくなるのではないかと思います。 

 

◇ 平成１７年度事前評価全般について 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。以上で抽出施策を中心とした状況を伺って、議

論が終わりましたので、本日の審議結果を踏まえまして、平成 16 年度施策の評価結果全体の講評

を、各委員の方からお願いしたいと思います。 

 

○北大路委員 まずアウトカムについてきちんと記述してからスタートしたというよりも、むし

ろ、できることから始めたというやり方をとられておりますので、事後評価の段階で突然レベル

を上げることは大変難しいと思っております。ですから、これからどんどんアウトカム、成果に

関する記述が増えて、熟度が上がっていくと思います。そういう意味では、今の段階では、かな

り踏み込んだ分析をされていると思いました。ただ、先程も申し上げたとおり、評価を簡潔に表

現する項目があまりにも簡潔すぎるところや、あるいは、書き方の中で、同じことが繰り返し出



てくるところを、問題点や原因の分析を徹底して、なるべく分析的な表現にするということをお

願いしたいと思います。 

 

○松宮委員 非常に細かく分析されていて、これがどんどん積み重なっていくことで、更に中身

的にも洗練されていくのではないかと思います。ただ、例えば、先程のＮＰＯにしても、中小企

業にしても、うまく連携されたものを強化していくなど、何かそのような形でうまく連携してい

けばよいのではないかということと、もう一つは、課題は必ずあると思いますので、何が問題で

出来なかったのかということが、そこが一番重要だと思いますので、うまく見つけていただけれ

ばと思いました。 

 

○木村委員 冒頭から議論のあった問題なのですが、施策の方向性の「改善」という区分につい

ては、二段階の思考過程があるのではないかという感じがしています。すなわち、第一段階とし

て、事業量を増やすのか、減らすのかという判断があって、その後、コストパフォーマンスはど

うするのかという二段階になっているように見受けられましたので、その辺をうまく工夫できる

ような表現に変えたほうがよろしいのではないかという印象を持ちました。 

 それから、共通の問題として、ＮＰＯを含めて申請があった場合の評価の方法なのですが、応

募の総数を見るのか、採択の数を見るのか。これは、判断に迷うところであろうと思いまして、

どこでも苦労されていると思うのですが、応募の数を見ることは悪くもない、例えば、国際交流

の場合であれば、国際交流の意識を高めるという意味では、まさに応募の方を取ったほうがよい

のではないかという感じがいたしますし、それがアウトカムの発想に近づく場合がある訳ですの

で、その辺の場合分けをする必要があると思うのですが、場合によっては、両方併記する方法も

ありえるのではないかと思います。 

 

○坂野委員 私も感じたのは、課題と対応の内容が似ていることが大きな問題だと思いました。

それで、対応の仕方ですが、あまり帳票を変更することは良くないと思うのですが、成果と課題

とその対応を柱ごとに記載すれば、課題と対応のところに同じことは絶対書けませんし、しかも、

わかりやすいのではないかと思いました。 

 もう一つは、この評価結果を次の評価、あるいは、予算編成に絡めてどう使っていただくかと

いうことが課題になると思いますが、対応のところに、これはもう前年度のものですから、17 年

度で既に対応しているもの、あるいは、18 年度の次の予算で対応するものに分かれていくと思い

ますので、そこのところがしっかり書けていると、実は 18 年度の事前評価はやらなくてもよいと

いうことにつながり、コスト低減になるのではないかと思います。何かその辺をうまく工夫する

ことで、全体のプロセスのコストを下げることができるのではないかという印象があります。 

 三番目は、先程の「拡大」、「改善」という区分の話なのですけれども、私も同じ意見で、複雑

にすることはよくないとは思うのですが、私の考えでは、「施策」があって「事業体系」があって、

事業が行われているのですけれども、事業体系を変えるのか、変えないのかということが一つあ

って、事業体系を変えずに量を拡大する場合もあるし、事業体系を変えずに量も変えないけれど



も、それぞれの事業を改善していく場合もあるでしょうし、全体的な資源配分は変わらないのだ

けれども、事業体系をちょっとだけ組替えるということもあるのかもしれないので、あまり複雑

にすることは良くないのですけれども、いずれにしても簡単でわかりやすい工夫が必要なのかな

という気がしました。 

 もう一つは、冒頭でも申し上げましたが、「二次評価」をどのように考えたらよいのかというこ

とは私自身も今結論がないのですけれども、あまりに似ているのであれば行う必要はないし、本

当の意味で、部の中での資源配分にリンクすることができるのであれば、二次評価を部長さんレ

ベルで行うことに意味があると思うのですが、そこをどのように結び付けられるのかということ

を課題として検討したらよいのではないかと思います。 

 

○森田委員長 最後に、私も一言だけコメントさせていただきます。この資料を作成するだけで

も大変な仕事だったと思います。その中で、今日お話を伺った限りでは、それぞれ、この指標を

一つの手がかりにしながら事後評価をされているということで、これは大きな意味があったので

はないかと思います。 

 今、何人かの委員の方からお話がありましたけれども、評価のためのこの資料をどうするのか

ということ、多分これはたくさんの資料を見ながら評価をするということですので、そのコスト

をできるだけ下げていくことが必要ではないかと思います。 

 その場合に、今日拝見して、また、ご説明を伺って感じたことは、同じような内容が何度も重

複して書かれているところがある。むしろ、「今後の取組方法」には、残された問題点をそのまま

改善するのではなくて、違う形で取組むところだけを書くなどの工夫が必要だと思います。と申

しますのは、資料ではかなり同じことが書かれている反面、今日のプレゼンテーションでは、そ

れ以外で重要な情報が出ていたと思いますので、あまりリジットなフォームに書くのではなく、

むしろ、単に「Ａ」という評価をつけられないところについては、その理由ないし、あるいは、

さらに発展させていく場合であれば、その辺のことについて特記事項のような形で簡潔に書いて

いただいて、その部分を見ていくという方法が、評価として理解しやすいのではないかという気

がしました。その辺も工夫していただきたいと思います。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

○森田委員長 最後の論点にこれから入ります。今後のスケジュールということですが、事務局

から説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料７により「今後のスケジュールについて」説明＞ 

 

○森田委員長 従来どおりということですが、開催時期未定とのことですので、具体的なスケジ

ュールについては、今後詰めていただきたいと思います。 

 

 



（４）その他 

○森田委員長 最後にその他ということですが、事務局から何かありますか。 

 

○企画調整課長 冒頭の部長のあいさつでも申し上げましたが、前回の委員会で提言書をまとめ

ていただきました。提言書につきましては、先般、庁内各部・各課に対して周知させていただき

ました。また、今日の資料にもありますが、第１回委員会の意見につきましても、周知を図りま

して、政策評価の取り組みの意識・理解を深めるために役立たせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○森田委員長 それ以外に何かありますか。よろしいですか。 

（特に発言なし） 

本日は､これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

 

４．閉会 

○司会 これをもちまして、第２回千葉県政策評価委員会を閉会いたします。 


