
平成１７年度 第３回千葉県政策評価委員会 

 

日時：平成１８年２月２１日（火） 

午後２時３０分から 

場所：文書館６階多目的ホール   

 

１．開会 

○司会 委員会に先立ちまして申し上げます。 

 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

認めていることをご報告申し上げます。 

 ただいまから、平成１７年度第３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。 

 

２．あいさつ 

○石渡総合企画部長 本日はお忙しい中、委員の皆様にはご出席いただきましてありがとうござ

います。平成１７年度第３回政策評価委員会の開催に当たり、一言、ごあいさつを申し上げます。 

 年が改まりまして、最初の政策評価委員会の開催となりますが、皆様方のアドバイスをいただ

きながら、これまでの経験の積み重ねを基礎として、さらに積極的に政策評価に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、今年もよろしくお願い申し上げます。 

本日は、平成１８年度施策の事前評価についてご審議をいただきたいと考えています。ちば2006

年アクションプラン案及び平成１８年度当初予算案の概要の公表を受け、平成１８年度施策の事

前評価についても対外的にお示しできるようになりました。 

このようなことから、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前評価内容

につきまして、ご意見をいただきたいと考えております。 

この制度発足後、これまで委員の皆様のご意見・ご指導をいただきながら試行錯誤を繰り返し、

できるだけ良い政策評価制度の確立を目指して取組んでまいりました。 

本日、ご審議いただきます平成１８年度施策の事前評価は、事後評価を踏まえて実施する初め

ての事前評価となります。評価サイクルとしては１サイクルが終了し、２巡目に入っていくわけ

ですが、昨年６月にお示しいただいた提言でもご指摘のとおり、これからは予算との連携など評

価の実効性を確保していくことが重要な課題であると認識しています。 

マネジメントサイクルを十分機能させ、施策の改善や資源配分への反映に積極的に活用してい

けるよう、更なる改善に向けて取組んでまいりたいと考えております。これからもお力添えをい

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

○司会 議事に入ります前に、本日は４名の委員のご出席をいただいており、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２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 それでは、平成１７年度第３回千葉県政策評価委員会を開催いたします。最近、

経済情勢は少し上向きになってきたようですが、まだ財政状況は大変厳しく、先日、千葉県の予

算ついて発表した報道でも相当厳しいということが言われておりました。そうした中で、すべき

政策を精選していく、また、実施した政策を適切に評価していくことがますます重要性を高めて

いくことになります。そうした中で、よりよい評価制度をつくるために、私どもも頑張っていき

たいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

それでは、議事に入りたいと思います。まず、前回の委員会において、１６年度事後評価結果

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を議題とします。事務

局からご報告をお願いします。 

 

＜事務局：資料１により説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま、ご報告がありましたけれども、これにつき

まして、ご質問等はいかがでしょうか。 

（特に発言なし） 

よろしいでしょうか。それでは、次にまいります。 

 

（２）平成１８年度事前評価について 

 ア．アクションプラン施策について 

 ① ２００６年アクションプラン（案）について  

 

○森田委員長 それでは、今日の本題であります、平成１８年度施策の事前評価について議論し

ていきたいと思います。 

本日の議論の対象とする個別施策は、アクションプラン施策については、これまでどおり、私

と坂野先生で事務局と相談しながらサンプリングいたしました。 

 課所掌の基本施策については、今回は、各部から推薦された優良事例を審議対象とし、当委員

会としてベストプラクティスを判断していきたいと思います。昨年６月の提言でも提案しました

ように、優良事例を把握して、それを周知していくことが、評価制度全体のレベルアップにつな

がると考えられます。本日は、審議対象施策が７施策となり、若干ハードな審議となりますが、

効率的に薦めていただければと思います。 

 まず、アクションプラン施策の議論に入りたいと思います。はじめに「2006 アクションプラン

（案）について」事務局から説明をお願いします。 

 



＜事務局：資料２－１から２－４により、 

「２００６年アクションプラン（案）について」を説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま、2006 アクションプラン（案）について説明

がありましたが、ご質問・ご意見はいかがでしょうか。 

（特に発言なし） 

ご了解いただいたということでよろしいでしょうか。 

 

 ② 個別施策について 

  ・ 戦略プロジェクト２ 観光立県千葉の実現 

  ・ 施策１６ 活力ある県土の基盤づくり 

 

○森田委員長 次に「個別施策について」ということで、施策の担当課からご説明いただきたい

と思います。なお、個別施策の説明、議論につきましては、施策毎に行うこととします。まず、

「観光立県千葉の実現」についてお願いします。 

 

＜施策担当課：資料２－５により施策「観光立県千葉の実現」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、ただいまの「観光立県千葉の実現」につい

て、ご意見・ご質問をお願いします。 

 

○北大路委員 上位の目的として観光客の入込数・消費額がありますが、中間成果指標としては、

例えば、デスティネーションキャンペーン、ターゲットを絞った観光、旧来からの脱却などのレ

ベルが該当すると考えてよいのでしょうか。 

 

○観光課 そういう理解でいいと思います。18 年度の具体的な目標設定ということです。 

 

○北大路委員 必ずしも対応関係があるとは言えません。デスティネーションキャンペーンは短

期的な施策ですが、進行管理票では、脚注や施策展開の説明には出てきますが、指標としては設

定されていません。何か目標はあるのでしょうか。 

 

○観光課 進行管理票では、施策展開の説明の４「戦略的なプロモーション活動の展開」でデス

ティネーションキャンペーンという表現をさせていただいています。１８年度の取り組みとして、

戦略性をもったプロモーション活動ということで具体的に記述をさせていただいています。 

 

○北大路委員 「21 世紀型の観光地域づくり」という言葉を使っていますが、「21 世紀型」にな

るための施策・目標はどのようなものでしょうか。 



 

○観光課 一番大きな動機付けとして、これからの観光地づくりは、個々の観光地の事業者の取

り組みだけでなく、定住という視点を新たに加えていきたい。千葉県の観光特性としては、首都

圏という大きな市場があることです。3200 万人、その 10 パーセント近くが団塊の世代と言われ

ている市場がございます。その中には、まずは観光の交流ということで、これは従来型の交流と

いう形で来ていただき、地域との交流がある。それが週末滞在という形で半定住につながり、そ

のある割合が定住につながる。そのためには、観光の観点だけでなく、総合的な地域施策の観点

が必要です。「21 世紀型」という言葉遣いをしたのは、そのような意味合いでございます。 

 

○北大路委員 そのことはご説明で理解できたのですが、その考え方がうまくいっているかを評

価する側面はどうなっているのでしょうか。 

 

○観光課 評価指標はこれからですが、具体的な施策としては、個票に記載していますが、来年

度の新規事業である「定住･交流による地域活性化モデル形成促進事業」です。これは研究会を設

置し、可能性調査を実施するということでございます。このため、中長期的な検討が必要になる

ので、すぐに具体的な指標化というのはこれからの課題であろうかと思います。 

 

○坂野委員 施策の体系はわかりやすくなっていると思います。中間成果指標については、どの

レベルで書くかということは、私も判断は難しいのですが、デスティネーションキャンペーンで

あれば、これによりどれだけの集客を見込んでいるのか、また、先ほどの定住･交流を促進するモ

デル事業であれば、どういう成果を期待しているのか、成功、失敗を具体的な指標で考えること

ができるのではないかと思います。これだけの大きな政策の体系であると、どの辺まで細かい指

標を載せるかというのは判断できないのですけれども、その辺はどのように考えて帳票を作成し

ているのでしょうか。 

 

○観光課 観光施策は、定量的な把握ができるものと、定性的な把握になるものが、個々の施策

ごとに異なるところがありますので、指標について各方面からご指摘いただいているところです。

部分の答えになるかもしれませんが、デスティネーションキャンペーンについての目標値はまだ

示しておりませんが、このデスティネーションキャンペーンは、３か月ごとに全国持ち回りで実

施していまして、他の例をみると、５～20 パーセントの間で増加しております。今ここで、具体

的な目標値を示す状況ではありませんがが、その中間値を目指したいとは思っております。その

ことは、進行管理票の「観光客入込数」に反映されるということです。 

 

○木村委員 参考資料は施策進行管理票に比べてわかりやすいのですが、施策進行管理票のほう

はわかりにくいという感じがします。文字だけで表現しているので当たり前のことですが、キャ

ッチフレーズを盛り込むことにより、施策進行管理票も分かりやすくなるのではないかと思って

おります。例えば、2006 年アクションプランでは施策展開の柱の組み替えがなされたとのことで



すが、私は、2005 年アクションプランのほうがわかりやすい感じがします。なぜかといいますと、

「受皿」・「発信」・「主体」という言葉が明快にそれぞれの特徴を表しているわけですね。それを

2006 年では分解してしまったので、見えにくいところがでてきているのですが、施策進行管理票

でもこのようなキャッチフレーズになる用語を使っていったほうがよいと思います。 

 施策の最終目標ですが、観光客の入込数については、県外からの観光客を増やすということで

すが、先ほどの説明にあったように定住型・半定住型の促進ということで、東京の人を呼んでく

れば県外からの観光客は減らざるを得ないわけで、定住型の促進と県外から観光客の増加という

のは対立する要素になる場合があると思います。統計の取り方をよく知らないのですが、定住型

についても最終成果指標に何らかの指標を取り込まないと、一方にだけ片寄ってしまう可能性が

あると思います。それは今後の課題ということで結構だと思います。 

 最後に基本的な質問をしたいのですか、旅行総消費額とはどのような数字なのでしょうか。 

 

○観光課 ここの観光客入込数は述べ人数です。延べ人数とは、観光客が２か所、３か所と観光

地を周るとダブルカウント、トリプルカウントされてしまいます。先程説明させていただきまし

たが、観光統計の強化をしてまいりました。全国で８県しか導入していないのですが、全国観光

統計基準に移行いたしました。従来のデータは、市町村から出てきましたデータをそのまま積み

上げるのですが、統計精度を高めるために１６年度から見直しを行い、従来は入込みしかみてい

なかったのですが、実人数、実際に観光客が来ている数を出しました。なおかつ、県内・県外か

らの宿泊・日帰りの実人数を出しまして、さらに、県内・県外客の宿泊・日帰りの単価のパラメ

ータを設定しました。これは、アンケート調査を実施します。 

目標の設定につきましては、平成 20 年の実人数の推計にそれぞれの単価をかけて 5400 億円と

いう旅行総消費額を出しました。産業連関表などを活用して波及効果も考えて算出しております。 

ご質問は、4090 億円をどのように出したかということだと思いますが、これはアンケート調査

で基礎数値を確認しまして、産業連関表等を活かしながら波及効果等を把握して出した数字でご

ざいます。 

 

○森田委員長 それでは、続きまして、「活力ある県土の基盤づくり」の説明をお願いします。 

 

＜施策担当課：資料２－６により施策「活力ある県土の基盤づくり」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいまのご説明については、いかがでしょうか。 

 

○北大路委員 最終成果指標の最初の指標「首都圏中心部との所要時間」と、中間成果指標の「県

都へのアクセス改善」という指標は関係があるでしょうか。 

また、最終成果指標の次の指標「高規格幹線道路の整備率」と、「県都へのアクセス改善」は関

係があるのでしょうか。 

 同様に、「つくばエクスプレス沿線地域の整備状況」と、中間成果指標の「土地区画整理事業進



捗率」との関係を教えてください。 

 

○県土整備政策課 「首都圏中心部との所要時間」、「高規格幹線道路の整備率」と「県都へのア

クセス改善」はいずれも関係があります。高規格幹線道路はいくつかの路線が予定されています

が、この整備が進むと「首都圏中心部との所要時間」が達成されると同時に、これらに国県道も

含めました道路整備の目標として、県内のどこからでも千葉に１時間で到達できるようにしてい

くことを目標にしています。この１時間構想の達成率が県内の面積で申しますと、概ね 65 パーセ

ントということでございます。それから、高規格幹線道路の整備率は、例えば圏央道や北千葉道

路などの道路があるわけですが、その整備率が 64 パーセントということでございます。 

 つくばエクスプレスについては、中間成果指標は事業費ベースで示して、事業の進捗状況が地

域住民にわかりやすいようにしております。その効果として、最終成果指標の土地使用可能面積

につながるということでございます。例えば、柏北部中央地区 273 ヘクタールということがござ

いますが、これは区画整理の対象となっている面積でして、そのうち土地使用可能面積として掛

け合わせると、47 ヘクタールが基準年ということでございます。 

 

○坂野委員 最終成果指標と中間成果指標も含めて施策 17 の方に対応する指標がない印象を受

けました。「暮らし」、「生活」、「環境」というスピードではなく質的な部分について、どのような

表現ができるのか聞いてみたいと思いました。 

 細かい点ですが、重点事業管理票の「幕張海浜公園の整備促進」ですが、事業量が照明灯の設

置と歩道整備になっていますが、この年度はこれだけしかやらないということなのでしょうが、

全体像が見えにくいと感じます。 

 

○県土整備政策課 施策 17 については、事故の危険箇所というのがありまして、その指定箇所で

の事故の抑止率、河川の整備、環境の観点から印旛沼の水質改善、下水道処理人口普及率などを

指標として掲げています。 

 幕張海浜公園は、すでに共用しているところはかなり整備が進んでいるので、管理部分が中心

になっています。そのため管理への住民の参加などはありますが、ハードの整備面では全体像が

見えにくい部分はあるので、今後工夫をしていきたいと考えています。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご審議いただいた施策以外のアクションプラン評価について、指標の設定

状況・評価内容等についてご意見・ご講評があればお願いします。 

 

○北大路委員 アクションプランも課所掌の基本施策も指標の精度がかなりよくなっていると思

います。大変しっかりした指標が使われていて、水準が向上しているという印象を持っています。 

 

 



○森田委員長 アクションプランの評価につきましては、かなり指標が具体化されていまして、

それぞれについて検証し、意味を細かく見る時間はないですが、こういう形で続けていただきた

いと思います。 

 

イ． 課所掌の基本施策について 

① 各部優良施策の推薦理由について 

 

○森田委員長 次に、課所掌の基本施策の議論に入りたいと思います。なお、個別施策の説明、

議論につきましては、一括して行うこととします。まず、「各部優良施策の推薦理由について」、

事務局からご説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料３－１、３－２により「各部優良施策の推薦理由について」を説明＞ 

 

○森田委員長 それでは、施策の担当課から、個別施策についてご説明をお願いします。 

 

② 個別施策について 

 ・「安定した水源の確保と県民への安全な水の供給」（総合企画部水政課） 

 ・「防災・危機管理体制の充実強化」（総務部消防地震防災課） 

・「障害者福祉の充実」（健康福祉部障害福祉課） 

・「環境保全施策の総合的推進」（環境生活部環境政策課） 

・「産業クラスター戦略の推進による千葉県経済の活性化」（商工労働部産業振興課） 

・「水産物の安定供給と水産業の健全な発展」（農林水産部水産課） 

・「公共工事等を適正に執行するための指導・管理検査体制づくり」（県土整備部技術管理課） 

 

＜各施策担当課：資料３－３から３－９により各施策について説明＞ 

  

○森田委員長 ただいま、各部から推薦された７施策についてご説明いただきましたが、ただい

まのご説明について質問等がありましたらお願いします。 

（特に発言なし） 

 質問はないようですので、質疑は終了します。 

 それでは、この中から、平成１８年度課所掌の基本施策に係る事前評価優良事例を決めていき

たいと思います。これについては、いかがでしょうか。 

 ただいまのご説明では、施策そのものについてのご説明が多く、事前評価のあり方に関するも

のは資料も含めて十分されなかったと思いますが、いかがでしょうか。 

 事務局に伺いたいのですが、資料３－２にそれぞれの推薦理由が書いてありますが、評価の仕

方について、どのように審議していけばよいのでしょうか。 

 



○企画調整課（事務局） 資料３－２につきましては、それぞれの主管課が、それぞれの部の判

断に基づいて出させていただいています。あくまで、参考です。各部がそれぞれの課がどういう

点で優れているかということで、各部の優秀事例を示したということでございます。 

 ですから、本日の評価にあたりましては、評価帳票の記載内容とプレゼンテーションでご判断

いただきたいと思います。 

しかし、プレゼンテーションにつきましては、単に施策を紹介しただけで、評価、マネジメン

トを意識した説明がなかったので、事務局側も含め反省すべき点だと思っています。その点は、

率直に先生方に厳しいご意見をいただかなければいけないと思いますので、本日、あえて優良事

例を決定することまでは、事務局として先生方にお願いする訳ではございません。 

 繰り返しになりますが、資料３－２はあくまで各部が判断した説明でございます。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。 

 今、お諮りしていますのは、プレゼンテーションいただきましたことについて、それぞれこう

いう形で事業を評価しており、その中で評価の仕方がいいのではないかという事例があれば選ん

でいただきたいと考えていた訳です。その事例を公表することにより、他の部局、課についても

こういう形で評価を実施して、自らのマネジメントサイクルに踏み込んでいただければ、評価制

度全体のレベルアップにつながると考えていたわけです。 

私からのお願いが不十分なところがあったかもしれませんが、評価そのものに関する情報が必

ずしも出ていなかった印象を持ったのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 その辺についてご議論いただきまして、場合によっては、今日この場で優良であるとかそうで

ないとかの判断が難しいようでしたら、少し時間をとりまして、資料を読んでいただいてご意見

をお寄せいただいた上で、私、坂野先生、事務局で相談して考えていきたいと思います。 

  

○坂野委員 感想になってしまいますが、ミッションの書き方、柱の立て方、そしてそれに従っ

てどういう指標を設定して評価するかということは、今回出ているものについてはかなり整合性

がとれてきていたと思います。 

 差があるとすると、現在の課題の本質がどこにあるかということの捉え方と、具体的に何を実

施するかという点で、非常に具体的に書かれているものと、やや抽象的に、課題があってその課

題の裏返しになっているという側面が残っているものが見られ、少しばらつきがあったと思いま

す。 

 もう一つは、これだけの帳票で、施策の体系の背景から説明していかなければいけないという

ことで、少ない資料の中に書き込まなければいけないことは難しいことだと、改めて印象を持ち

ました。この断面だけで、ミッションがこれだと言われてしまうと、なかなか理解が及びにくい

ところがあるので、改善した方がいいのかと感じました。 

 どれを選ぶかということについては、今のところ大きな差がなかったのではないかというのが

正直な印象ですが、割とよかった事例なのかなと思います。 

 



○木村委員 「残された課題」と「今後の施策展開」の関係で、字数の配分の仕方を含めて書き

方を調整する必要があると感じました。 

また、「昨年度との変更点・改善点」という項目も、かなり書きにくい項目のような印象をもっ

ていまして、そのあたりも全体の方向として調整していく必要があると思います。極端な話をす

れば、ここはできるだけ書かないようにして、「今後の施策展開」に取り込んでしまうのが、一つ

の方向だと思いましたので、できるだけ書きやすい方向で全体の方針を考えていく必要があると

感じました。 

 それから、無理な質問かもしれませんが、施策展開の柱が３つから４つあるわけですが、その

中で今年度の重点はどれかというメリハリのある記述があったほうが、読み手にはインパクトが

与えられると思います。そうなるとどれも重要ということで難しいでしょうが、当該年度ではど

れを重視するというメリハリがあったほうが、なおよろしいのではないかという印象を持ちまし

た。 

 

○北大路委員 最初に疑問に思ったことは、なぜ評価シート以外の資料がないと私たちに説明で

きないのかということです。共通の評価シートで県民に、どのような政策を実施し、どのような

結果を出すのかを説明しようとしている訳ですから、それ以外の資料がいるのであれば説明にな

らないと思います。県民に説明責任を果たそうとしている訳ですが、それができないという印象

を持ちました。逆に言うと、評価シートの方に問題があるのかもしれません。 

 また、委員長と同じ感想ですが、どのようなアウトカムを実現するのか、という説明があまり

なかったと思います。ほとんどがこのようなことを実施したいという説明になっていて、どのよ

うな成果を出したいと思っているのか、そして、このようなことを実施すれば成果が出るだろう

という論理性、つまり、目的と手段の論理についての説明がほとんどの場合で聞けなかったと思

います。 

 書いてあることはかなりよいのですが、書いてあることと説明していることがかなり違ってい

て、なぜ今のような説明になるのかと、少し残念に思いました。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。私の方からもコメントさせていだだきます。 

 今日のご報告はコンパクトで、事業をどのように行おうとしていて、何が問題であるかという

ことについては分かったと思います。 

しかし、評価というものは、ある課題や使命に取り組んでいくときに、現実に何が問題で、そ

して、何を行ってきてどこがうまくいかなかったのか、その理由は何なのか、よくするためには

どうすべきなのか。あるいは、これから実施しようという施策の場合は、他の施策と比べてどう

いう点が優れているのかということ、事前評価と事後評価を一緒に話してしまいましたけれども、

そのようなことについて、他と比較できるようなわかりやすい情報を提供していくことが、評価

制度の仕組みではないかと思っています。 

 我々の方もすべての分野の専門家ではございませんので、それぞれの分野ではそうなのだろう

と思いましたが、全体の印象としまして、そもそも施策を改善していくために、どういうふうに



ご自身で認識・評価されているのかというメッセージが見えにくかった気がいたします。 

 本日は、そちらも初めてだと思いますが、私たちもこのようにするのは初めてですので、どれ

がよかった悪かったというのは、先生方のこれまでのご発言を聞きましても、この場では我々も

評価をしがたいところがあろうかと思いますので、今日提出されました資料と、これまでのこと

も含めまして、委員の方でどういうことを期待しているのかということを整理させていただきた

いと思います。それに基づきまして、施策のあり方とか事業の実施を改善していくために、こう

いう形で評価をやっていただくことが望ましいのではないかということについて、考えさせてい

ただければと思います。 

 資料を作るために多大なご負担をかけるということは避けたいと思いますので、そういう意味

でも簡略的な形の自己評価について、検討させていただきたいと思います。 

 冒頭に申し上げましたように、試行錯誤といいますか、定着した方法を見つけるには少し時間

がかかるかと思いますので、今日のところは、これで終了させていただきまして、本日伺ったこ

とと委員の先生のご意見を踏まえた上で、こういうものが望ましい、それを優良事例と呼ぶかど

うかはわかりませんけれども、そういうことを検討させていただければと思います。 

 その扱いについては、私と事務局、坂野先生、北大路先生、木村先生にお手伝いいただくかと

思いますが、そのような形で預からせていただきたいと思います。 

 色々とありがとうございました。施策の説明そのものはたいへんよくわかりましたし、この帳

票そのものは非常に参考になるし、よくできていると思います。 

  

（３）今後のスケジュールについて 

○森田委員長 次に、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４により「今後のスケジュールについて」説明＞ 

 

○森田委員長 ただいまのスケジュールなどにつきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

（特に発言なし） 

来年度はこのようなスケジュールで実施したいと思います。 

 

（４）その他 

○森田委員長 その他に事務局から何かございますでしょうか。 

（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 以上をもちまして、平成１７年第３回千葉県政策評価委員会を終了いたします。 


