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平成１８年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成１８年６月２０日（火） 

午後２時３０分から 

場所：本庁舎１Ｆ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１８年度第１回千葉県政策評価委員会を開催いたします。初めに、堂本知

事よりご挨拶申し上げます。 

 

２．あいさつ 

○堂本知事 今日は本当にお忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。また、この

２年間、大変評価のことでいろいろご尽力いただき、制度を確立していただいたり、そして適切

なご意見をたくさんいただいてきたことを厚く御礼申し上げます。 

今年の３月に千葉県は「１０のちから」という、「あすのちばを拓く１０のちから」という名前

で実はこれ計画ではないのですけれども、これから３年、５年という県の方向性というようなも

のを示させていただきました。一番のポイントはやはり情報の公開でありますし、そして県民が

参加し、参画し、そしていろいろな政策を実現していくということ、そしてさらにそこでとても

大事になってくるのは評価だと思います。みなさん県民一人ひとりがどれだけそれが実行され実

践されていったかということに関心を持っておりますけれど専門家ではないということで、評価

委員会の役割に期待するところが大でございます。 

今日は、ちば２００５年アクションプランの個別政策について県の行った事後評価等のご意見

をいただきたいと思っているところです。今後、みなさまからいただいたこうしたご意見を踏ま

えて評価の結果を確定し、公表し、県民への説明責任、アカウンタビリティを果たしていきたい

と考えております。また、政策評価を通じて明らかになった各施策における課題についても、こ

れから作業が始まる２００７年のアクションプラン策定の中でも対応を図っていきたいと考えて

おります。 

時代の変化の非常に迅速な中で実効性の高いマネジメントサイクルの確立は欠かせないと考え

ておりますので、今後とも再任をお受けいただいたことを感謝すると同時に、またいろいろお世

話になることをお願いしながら、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○司会 申し訳ございませんが、知事は所要がございますのでここで退席させていただきます。 
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○堂本知事 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 次に委員の先生方の再任について申し上げます。皆様に委員の再任をお願いしましたと

ころご多忙にも関わらず全員の皆様にご快諾をいただきましたことに改めて厚く御礼申し上げま

す。引き続き本県の政策評価制度の円滑な運用のために忌憚のないご意見をいただきますようお

願い申し上げます。なお、委嘱状を交付させていただきますが時間の都合もございますのでお席

に配布させていただきました。よろしくお願いいたします。 

続きまして、委員長及び委員長代理についてでございますが、各委員のみなさまにあらかじめ

内諾をいただいているところでございますけれども、森田委員に委員長、坂野委員に委員長代理

をお願いするということでよろしいでございましょうか。それでは森田委員長、坂野委員におか

れましては引き続き当委員会の運営につきましてよろしくお願いいたします。 

続きまして職員の紹介をさせていただきます。４月１日付けの定期人事異動によりまして、高

橋総合企画部次長、森企画調整課長が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

介いたします。それでは本日の議題に入らせていただきます。議事に入るにあたりまして、本日

は委員全員の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条の規定を満た

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）平成１７年度第３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 委員に再任されまして、また委員長を仰せつかりましたがよろしくお願い申し上

げます。今、知事の話にもございましたように地方の財政状況は少しよくなってきたのかもしれ

ませんがまだまだ厳しい状態が続いておりますし、また大きな時代の変化の中でどのような形で

施策を見直していくかという時に、この評価の役割は大きいものがあると思っております。この

評価もかなり続けてまいりまして、それなりに方式、問題点、やり方についていろいろと新しい

アイディアも出てきたところだと思っております。できるだけ効率的にしかも適切な評価ができ

るようにこの委員会も頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

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きまして、１８年度事前評価結

果に対して、委員会からの意見を述べたところでございますが、その意見に対する県の対応状況

につきまして、まずこれを議題としたいと思います。これにつきまして事務局の方から説明をお

願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局：資料１により、 

平成１７年度第３回委員会における意見に対する対応状況について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま、前回委員会の意見に対する対応状況につき

まして説明がございましたが、委員の方、ご質問等、ございますでしょうか。ありましたらお願

いいたします。 



 - 3 -

（特に発言なし） 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

（２）２００５年アクションプラン施策の「事後評価」について 

○森田委員長 それでは、今日の本題でございます、アクションプラン施策の事後評価について、

審議をお願いしたいと思います。本日の議論の対象とする個別施策につきましては、これまでと

同様、私と坂野先生、事務局の方と相談しながらサンプリングをいたしました。２００５年アク

ションプランから４施策を抽出しております。そこでまず事後評価結果の全体概要について事務

局の方からご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局：資料２により、 

アクションプラン評価の事後評価結果の概要について説明＞ 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。ただいま、事務局からアクションプラン評価の

事後評価を総括するものとして事後評価結果の全体概要についてのご説明がありましたが、これ

についてご質問等お願いいたします。 

 

○北大路委員 最終成果に関して、判定になじまないものが２８あります。意外と多いという感

覚があるのですが、これについては、次年度以降データがだんだん整理されていくと理解してよ

ろしいでしょうか。データがいつまで経っても整備できないのであるとアウトカム指標として使

うことに問題が出るかと思うのですが。 

 

○森田委員長 関連して今のところは県警本部もこの中に入っているということでしょうか。 

 

○企画調整課（事務局）県警本部も入っております。後ほど判明するものもございます。 

 

○森田委員長 よろしいですか。 

 

○北大路委員 冒頭にあります戦略１の「事業所開業比率」とかその次にあります「農業の出荷

産出額」など、どちらかというとデータがあってもいいと思うようなものについて横バーが記入

されているものですから質問させていただきました。 

 

○企画調整課（事務局）まだ公表されていないということで出せないということでございます。 

 

○森田委員長 まだ、データがないということですね。 
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○北大路委員 わかりました。 

 

○森田委員長 他にいかがでしょうか。全体についてよろしいでしょうか。それでは次に個別政

策について議論を進めていきたいと思います。なお、個別施策の説明、議論につきましては、施

策ごとに行うことにしたいと思いますので、初めに戦略プロジェクト５の「安心・安全な生活空

間づくり」について担当課の方からご説明をお願いします。 

 

＜施策担当課：資料３－１により施策「安全・安心な生活空間づくり」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま戦略プロジェクト５の「安全・安心な生活空

間づくり」について説明がございましたが、これについてご質問、ご意見等お願いいたします。 

 

○坂野委員 ご説明どうもありがとうございました。中身については資料が多いので消化しきれ

ていないところがあるのですけれども、細かい話と大きな話があるのですが、細かい話ですと施

策展開Ⅲとそれを調べる中間指標の関係なのですけれども、実際、施策展開Ⅲで言われているこ

とはいろいろなハードの整備の話があると思うのですけど、それがここで出ているⅢの指標だけ

だとちょっと対応がつかないのかなということ、工夫の余地があるのかなと感じました。細かい

話なのですが。大きな話は、いろいろなところに関わってくるのですが、特に例示的にちょっと

話させていただくと、安全・安心なまちづくりの啓発活動の推進ということでいろいろパンフレ

ットを配られたり、１０００団体近くいろいろな自主的な防犯団体ができたりということ自体は

わかるのですけれども、それが実際に犯罪にどのように効果につながったかということに関して

も、関連がどういう想定があって、たとえば犯罪にもいろいろな種類のものがあると思うのです

けれども、こういう自主防犯の組織が１０００団体できた時にどういう種類の犯罪であれば抑制

することができて、どういうものができないのかということがあって、トータルとしては犯罪件

数が少なくなってきているということなのですけれども、それらの関連は細かく言えば多分、分

析しきれないことは十分承知しているつもりでいるのですが、大まかな関係みたいなものがどう

なっているかという想定の上で、本当はこの施策が意味があったかなかったかという総括なり評

価ができるのではないかと思うのですね。それについてお書きいただいたことだと、スペースの

問題もあったかと思いますが、読み取りにくいところがあるので、もし大まかな考え、見通し、

分析、そのようなことがあれば何かお話を聞きたいと思うのですが。 

 

○森田委員長 いかがでしょうか。 

 

○県民生活課 そうですね。非常に難しい。実際に防犯パトロール活動が犯罪の抑制にどういう

ふうに効果が上がるのかということは、いろいろな専門家の方々のお話によると、当然それはあ

るエリアの中に犯罪者を入れないというガードになるという話を聞くのですが、では防犯団体が

あるから犯罪が、本当に団体が出来たときと出来なかったときを比べてどれだけ減ったのだとい
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うデータは実際は私の方も捕らえていないということでございます。大きく分けて犯罪に公共空

間の犯罪、道路とか住宅などの身近な場で起こる犯罪の中でも、ひったくりとか自転車を盗まれ

たとか、お金を取られたという犯罪と、殺人とか強盗とかそういう大きく分けてその二種類には

分けられると思います。そういった犯罪の発生件数のデータはあるのですが、それと防犯活動な

り、そういう犯罪がどういうふうに関連しているかということにまでは今のところ私もそのよう

な知見を聞いたことがございません。今後そういったことに着目してそういう関連性みたいなも

のが探れるのかという意識は持っていきたいと思っています。 

 

○森田委員長 よろしいですか。それでは他にいかがでしょうか。 

 

○松宮委員 Ⅲのところなのですけれども、中間成果指標は非常に分かりやすく、スーパー防犯

灯の設置箇所を増やしましょう、拡大しましょうということをおっしゃっているのですけど、最

後のところ課題への対応策のところに来るとそのことではなくて場所の点検ですとか指針の趣旨

を考慮した開発となるよう事業者を指導していくとかいう形になってきて、ここのところが指標

との関連性が少し薄れてくるような感じがしますので、逆に例えばどういうところに増やしてい

こうだとか、そのようなことを明確に書かれた方が今後の対応策としてはわかりやすく関連性が

見出せるのかな、というふうな気がいたしましたけれども。非常にいろいろなことをきめ細かく

対応しておられるので多分この辺のところはきっとここで書ききれない範囲になっていると思い

ましたけど、ちょっとそのように感じました。 

 

○県民生活課 そういったことを参考にして、今後、もうちょっと考えてまいります。 

 

○森田委員長 他にありますか。 

 

○北大路委員 感想と質問があるのですが、まず感想として、上位の目的が大変明快でいいなと

思いました。 中間成果指標のところがもう少し充実されるともっと素晴らしいなという気がし

ます、例えば上位目的に対しての貢献度のロジックが明快でないのではないかというご指摘が坂

野委員からありましたけれど、それは今後の課題としても、巡視員の方たちの防犯活動がこんな

に伸びているんだということは指標になるでしょうし、スクールガードリーダーの数や活動の量

のようなものもおそらく工夫して数値化できるのではないかと思います。あるいはこれからなさ

るとおっしゃっていた防犯上の問題のある箇所についても、それがどれくらいあって、減ってき

ているのかということも、おそらく中間アウトカムとして今あるものに加えてもいいのかなと思

いました。次は質問なのですが、最終成果指標にある犯罪の認知件数については目標の達成状況

総括の欄に記述があるのですが、もう一方の「防犯」について「良いほうと」と感じる県民の割

合についてはわざと記述がないのかなあと。ちょっと数値が下がったことは微々たることと考え

ていらっしゃるのか、長期的に見たらあまり気にするようなことではないと思っているのか、あ

るいはうがった見方をするとこれはあまり安心感が増えると防犯の市民活動はどちらかというと
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減退する心配がある、というような意味で、市民の不安感はそれほど下がらないでもいいという

意味なのか、その辺もしコメントがあれば教えていただきたい。 

 

○県民生活課 私もこの所を評価するときに悩んだのですけれど、確かに今、ニュース等で非常

に衝撃的な事件が多いです。特に子どもが被害者になったり、加害者になるなど非常にショック

な事件が多い。そういったことが一つの不安をあおる要因になっていて、どうしても体感治安み

たいなものは悪くなるだろうと、それはわかります。それは刑法犯の犯罪が減っているのだけれ

ど体感治安は悪くなる原因は多分そういった一つずつのニュースの衝撃性みたいなものが影響を

及ぼしているんだろうと思うのですね。だからといってみんなが不安を持って生きていくという

ことは決していいことではないので、やはり目標としては安心だと言って暮らしていただきたい

わけです。但し、今、先生もおっしゃられたように、あまり安心でありすぎては日本の旅行者が

外国に行くとスリにあってきてしまうというように、最終的には自分の身は自分で守るという状

況があるわけですから、自分でちゃんと自分の身を守るということを考えながらも安心して暮ら

せるというなかなか難しいところなので、何かいい評価になる指標がこれ以外の調査等でとれな

いかなということは私の方でも考えています。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

 

○木村委員 指標のとり方で基本的には今ご指摘のあったことで尽きるのだと思いますけれども、

敢えて難癖をつけるのであれば、中間成果指標の一番最後のところ、Ⅴのところで犯罪被害者の

対応ですね、これは敢えて言えば上位の成果指標にはどこにも対応しないわけですね。学説に言

われているところの法体系上、中間成果指標Ⅴは独立しているものなので、この扱いおそらく苦

労されたことだとは思いますけれども一応説明がなしうるようにうまく工夫していただければと

思います。おそらくそのためには最初の最終目的、１ページ目の枠の書き方ですけど一番最初の

施策の基本的な考え方、ここに犯罪被害者対策をどう盛り込むのか、その辺も併せて検討いただ

ければよろしいかと思います。それから２点目は細かいことなのですが、先ほど資料１でお配り

いただいた２００６年アクションプランの追加項目ですね。これと比較しながら気がついたこと

なのですけど２００６年アクションプランで戦略５としてⅢ、Ⅳは１７年度の指標の項目とほぼ

対応するわけですね。それでこのつながりがどうなのか、もう少しわかった方がいいのではない

かという感じはいたします。つまり資料１の戦略５にあります最初の追加項目、合同防犯現地診

断の実施数、これは今後の対策（資料３－１）６ページのところにちゃんと書いているわけなの

ですけど、資料１のマンション管理基礎セミナーにおける防犯に配慮した住宅指針の説明回数、

こういったことについては資料３－１でいうと５ページの一番最初のところのⅢで防犯に関する

指針を県のホームページに掲載云々で指針の周知が図られましたと断定しているのに資料１の方

では０の数字が入っていると、この辺全く対策がとられていないのに１７年度の評価では周知が

図られていると。それで新しい指標をあげるというのはそれはそれで正直よろしいかと思います

けれど、その辺の連続性を考慮していたければなおよろしいのではないでしょうか。 



 - 7 -

 

○県民生活課 その辺なかなか急に入ったものですから連続性が欠けていたと思います。記載に

考慮させていただきます。 

 

○森田委員長 私もちょっと一言だけですけれども、方向性として拡大をするということで、こ

の施策が有効であるということだと思いますけれども、拡大する以上は一定の、有効なのだけれ

ども一定の必要性に対してまだ十分でない、したがってさらにこれを充実させていくことが必要

性を満たすためには必要だという論理になるという気がしまして。先ほど口頭でのご説明は省略

されましたけれども、残された課題というところがどういうことなのかというと、それがあるか

ら拡大をすることなのかという気がします。これは書き方の問題かもしれませんが、十分今のま

まで必要量をみたされているとすれば現状維持でもいいのではないかという気もするものですか

ら、その辺これからの課題かもしれませんが、どういう形で記述していくか、拡大の場合はやは

り相当な理由というのがきちっと明記されるべきではないかという気がいたします。これは実際

問題としましては最終成果と中間成果の結びつきをどうするかも、因果関係の問題も複雑と思い

ますのでその辺ご検討いただければということでございます。他に、よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、次に行きたいと思います。施策１の分権型社会を支える市町村への総合的

支援につきましてこれも担当課の方から説明をお願いします。 

 

＜施策担当課：資料３－２により 

施策「分権型社会を支える市町村への総合的支援」について説明＞ 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。ただいま施策１の分権型社会を支える市町村へ

の総合的支援についてでございましたが、これにつきまして質問、ご意見等お願いいたします。 

 

○坂野委員 ご説明ありがとうございました。一番最初にお話をお伺いして感じたことの一つは

上位目標、ミッションといいますか基本的な考え方で書かれていることと、実際にご説明いただ

いた中身でほとんどの施策でやられた中身、中心は市町村合併の話が多かったなという印象なの

ですけれども。私もそれがいいことかどうかわからないのですけれども、ミッションの書き方か

ら言うと自立した、自立性の高い市町村をつくっていくということが目的なので、そうだとする

とどのくらい実質的に、多分自立性の中身というのはどれくらい権限が移譲されて自立的にでき

るかということと、財政的にどれくらい自立できたかということなのだと思うので、そうすると

今の厳しい状況では赤字団体を出さないということが目的なのかもしれませんが、なにかもうち

ょっと財政的にどのくらい自立なり状況が改善しているかというネガティブな部分ともう少し違

う指標のとり方もあるのではないかという気がするのと、もうひとつは確かに当面の目的として

は市町村合併を円滑に進めていくのが重要なのかなと思うのですが、むしろどのくらい権限移譲

が進むかということが上位に来るのかなという気がするのですが、私の知見が全然間違っている

のかもしれませんけれども、そのような気がしまして主な印象です。 
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○森田委員長 答えられる範囲でどうでしょうか。 

 

○市町村課 指標のとり方というのは正直難しいものがあります。例えば先生もご存知のとおり

経常収支比率とかあるいは起債制限比率とか将来債務はどうなっているかとか様々指標はあろう

かと思いますが、全体的に健全かどうかということになりますと、どうしても赤字が出るか出な

いかという形で整理させていだだきました。ここは私ども課内でもいろいろ議論したところなの

ですけれどもこういう形で目標を設定したということです。いろんな指標のとり方は多分あるの

だろうと思います。一方で経常収支比率だけでその団体がどういう状況かということは言えない

し、今年あたりは実質公債比率という言葉もでてきておりまして、将来債務を含めて様々いろい

ろな指標があるのですけれども、トータルで考えたときに実質収支の黒字化ということで整理を

させていただいたところです。それから権限移譲のところはやはり合併をある程度進めて基礎自

治体の力を強くしてもらう、そういう体制の中で権限移譲を進めていくということではないかと。

現実に中核市など、これまでも船橋市が中核市になり、それから柏市が中核市に平成２０年４月

までになりますが、そこら辺でも住民の方にとって基礎自治体で完結できるような形での権限移

譲、パッケージ化して付随するものも受けていただくという形で少し幅広くやっていきたいと、

あまり押し付けるわけにもいかないものですから、そういう形で考えています。お答えになるか

どうか。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 今のご説明だとやはり権限移譲の方が目標で市町村合併はその手段ということにな

ると理解してよろしいでしょうか。 

 

○市町村課 ええ、そういうことです。 

 

○坂野委員 ぱっと見たときに、こちらの方がわかりやすいのではないかということはあるかも

しれませんのでどちらにした方がいいかちょっとわからないのですが、論理的には変なのかなと

いう気がしましたので。 

 

○森田委員長 他にいかがでしょうか。 

 

○北大路委員 質問ではなく感想だけなのですが、評価票を書くのが難しい業務だろうと思いま

すね。ルールとして１７年度の単年度目標でないといけないのですよね。今、私は山梨県と静岡

県の両方で合併推進委員をやっているのですが、ある程度の経済成長率を想定しても小規模自治

体の財政破綻が心配されるのは平成２０年から２１年あたりが多いのではないかとおもうのです

が、単年度であればまだすぐに破綻ということにはならないでしょうね。人口１万人以下の団体

はどれくらいあるのですか。 
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○市町村課 現在８町村ございます。 

 

○北大路委員 小規模団体はかなりありますね。 

 

○市町村課 私どもとすれば今回の合併の第２ステージでは１０万人くらいの規模に、おそらく

１０万人を下回る場合もでてきますが、基本的には町村はある程度合併していきたいと。 

 

○北大路委員 坂野先生がおっしゃった最終的な目的は権限委譲とかサービス水準の向上でしょ

うけども、その前段にまず経営規模を確保するという目的があって、現時点での単年度目標とい

うことであればそのまださらに前段の議論ですね、せめてもう少し現状に近い目標として、例え

ば人口１万人未満はなくしたいとかそういうのがあってもいいのかなという気がしました。現在

審議会が議論なさっている中ではなかなか書けるものではないとは思いますが。 

 

○森田委員長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。実は私自身が千葉県の合併推進審

議会をやっているものですからやや利益が相反して言いにくいのですけれども。何らかの形で数

値目標を掲げなければならない、それを目安にしてやられるということはそのとおりだと思いま

すけれども、数値目標と実際の因果関係は相当複雑ですし、外在的な要因がたくさん入っている

ということですので、私がこういうのもやや問題があるのかもしれませんが、達成できなかった

としてもそれがどういう要因によるのかということがきちっと説明でき、分析できればそれはそ

れなりに評価をしたということになるのではないかという気もしています。合併にしましても県

が予定の活動をすればそれによって成果がでるというものではありますけれども、逆に当事者の

市町村がどんな行動をとられるかによっても変わってくることだと思いますのでそういう意味で

言いますといわゆるティピカルな、典型的な形での評価には少し馴染みにくいようなケースだと

思います。そこのところはもう少し実際にどういうことが起こったかということを分析の評価の

場合に配慮する必要があるのではないかと思います。余計なことを言ったかもしれませんがよろ

しいでしょうか。 

 

○森田委員長 それでは続きまして、施策１１の「個性が輝く教育の推進」につきまして、次の

担当課の方からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜施策担当課：資料３－３により施策「個性が輝く教育の推進」について説明＞ 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの施策１１のご説明につき

まして、ご質問、ご意見等お願いします。 
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○北大路委員 上位成果の目標二つが本来のあるべき目標として大変いいと思いました。目標に

対する総括の言葉については、本来目標の達成状況のことについて述べる欄であると思っており

ますので、そこはもう少し検討できるかなと思いました。もう一つは達成状況が８月にならない

とわからないとなっていますが、これは今年だけということであればいいのですが、毎年８月に

ならないとわからないということになると構造的に毎回この実行時期については評価ができなく

なってしまう。１年ずらすなどして評価ができるようにしておかないと、これはずごく重要なデ

ータだと思いますので、いつもきちっと書ける仕組みが必要と思います。もしかするとこの問題

との関連で目標の総括にも記述が出てこないのかなとも思いました。全体に目標の総括のところ

に教育委員会と学校の側でいろんなことが出来たという、アウトプット成果が示されていて、そ

のような努力の結果として保護者から本当に信頼されるようになってきているとか、学力が本当

に向上してきたとかが示される必要があると思います。もしそれをわからないままにいろんなた

くさんのことをなさってきたということになると、本当に成果に貢献したのかなということにな

りかねないと思いましたので、できればその辺の考えをお聞かせ願えればなと思います。 

 

○森田委員長 はい。お願いいたします。 

 

○教育政策課 ありがとうございます。まさしくおっしゃられたところだと思います。多分事務

的な関係で、時間的な制約で出せないということだと思いますので、これらについてはできる限

りこの時点でお出しできるように事務作業的なところについて改善をしてまいりたいと思います。 

 

○森田委員長 続いてどうでしょう。 

 

○坂野委員 目標の書かれている中身と成果指標のところなのですが、一つは一番最後のパラグ

ラフで生涯教育の話がでているんですけども、これに対応する最終成果指標というのが作ってお

られるのかなというのが一つですね。それともう一つは、すごく細かい話なのですけども例えば

６ページ（資料３－３）のところに施策の実施結果というのがあって大きな１で「確かな学力」

の向上というところがありまして、その中に一人一人の個性を重視する教育や個性や能力を重視

しつつ、ニーズに対応した進路指導を行うことができましたと書いてあるんですけども、これは

一番大元の施策のミッションを考えると非常に重要なことなんだと思うのですが、これの証拠と

いうか、それは何に基づいて判断されたんだというようなことがわかりにくいというか、ちょっ

と気になりました。それとこれもすごく細かい話なのですが、１０ページ（資料３－３）２の事

業実施結果というところでして、学力向上パイオニアハイスクールという事業があるのですけれ

ども、具体的な成果のところはニーズに対応した進路指導を行うことができましたと書いてある

のですけれどもその上の事業量のところだと、小中学校への趣旨の周知が不十分であって、実施

希望の申請があまりありませんでしたと書いてあるのですが、できなかったのに成果があるとい

うのは何かの間違いかなということが気になりました。ここら辺は整合性が取れていてそれはや

はりプログラムの評価をするときにどのようなところにもっていくかということをある程度体系
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的に考えられているとこういうことがなくなってくるのかなと思いますが。ちょっと今回、気に

なったところです。 

 

○森田委員長 いかがでしょうか。 

 

○教育政策課 最初の指摘ですけれども本当に学校教育の基本的な評価のところだと思います。

まさにそれは各クラス単位でまず学校の先生が経験則に基づいた試験等をやって評価し、それを

学校全体で内部評価、外部評価を実施し、さらに市町村教育委員会、県教育委員会が具体的に数

値的にどう評価するかという体制、仕組みというものは正直言ってできていないと思っています。

しかし、先ほども申し上げましたとおり、千葉県の場合には学校評価が、外部評価や公表も含め

て順調に進展しているということがございますので、そういったものに基づいた新たな検証のシ

ステム作りが課題となってくると思います。２番目のご指摘の学力向上パイオニアハイスクール

におきましてもおそらく同様に各学校の教員の経験則に基づいた評価というものが主なものにな

っていると思いますので、しっかりとした評価の仕組み作りの必要があるのではないかと思いま

す。教育委員会は、どちらかというと研究指定校等、パイオニア的なところで研究をして、その

評価に基づいて全校に実施していくという手法が主体的な部分でございますので、研究した学校

がきちんとした評価を出してくるかどうかということが事業全体を進める上で重要になってくる

と思います。そのあたりにつきましても今後検討させていただきたいと思います。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 最初の点につきましてはいろいろな事業の効果の調査をやられるとかいう話もわか

りましたのでなんかうまく、ほんとにこのミッションで掲げたことを達成しているのかどうかを

はかりたいのであれば、なにかうまく取り入れた研究調査のプログラムを是非されていったらい

いのかなと思います。２つ目の話はよくわからないのですが、下を見ると、とりあえずパイロッ

トスクールは今年度で廃止して、次の事業に新たな展開を図るというような記述も見られますの

で、だからこれを見ると失敗しているのではないかと。必ずしも失敗することが悪いことだとは

思わないのです。どこが悪くてなぜうまくいかなかったということを正確に理解するということ

をベースにして次に改善していくというプロセスが成り立つことが大切なので、そういう評価の

プロセスに是非していただけるといいかなと思います。 

 

○森田委員長 他にありますか。 

 

○松宮委員 いろいろな取組みをされていて、私ども会社の社会貢献活動でも教育の支援という

ことでやっていますので非常に興味深く聞かさせていただきましたのですけれど、個性が輝く教

育の推進、特に千葉県ならではの特色のある教育の推進というところと実際は具体的なものをや

っていかれるときの展開の仕方で、形だけではなくてそれを実際に動かされるのは先生になって
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まいりますよね。その先生方に対していろいろな新しい取組みを理解してもらうとか、そこのと

ころをどのようにされているのかというところを非常に興味を持ちまして、ちょっとその辺のと

ころを割合いろんなことをされていますのでそこの細かな記述までないのだと思いますが、先生

方とどんなふうに今、変えようとされているか、というところが非常に興味がありましたのと、

それからキャリア教育課程のところで産官学の連携というところで、非常にどこも今そういう取

組みをされていると思いますので私どもも明後日職場体験にも来ていただくことになっていて、

いろんな形でご協力もさせていただいておりますが、そういうのも含めて、それを実際に先生方

がどう動くか、場所の提供だけではなくて、どういうことをさせたいかを含めても私どもも一緒

にやっていけるといいのかなと非常に思っているところがあるものですから、その辺の教育の構

想とか基本的には先生方がなんとか頑張っていければ子どもたちってどんどん伸びるものかなと

思っているものですから、何かその辺のご意見がございましたらお聞かせいただければと思いま

す。 

 

○教育政策課 これもまた基本的なことでございますけれども、やはり各事業を進めるにあたっ

て、パイロット的な事業を進めるにあたって、ある学校だけが非常に理解のある先生たちがいて、

そのためにうまくいったという事業は正直言ってたくさんあるわけですけれども、それが他の学

校でやった時に、理解とか専門性等がある先生がいないとやはり失敗してしまうということがあ

ると思います。そういったことがありますので何か事業をやる場合にはそれを理解していただく

ような教員研修とセットで必ず行うことを考えておりますし、何よりも先ほどから申し上げた学

校評価が、内部評価、外部評価をもとにできているということがございますので、今のご意見の

ようなことが我々にもお聞かせいただけるし、学校の現場にもどんどん入ってきておりますので、

それがまさに新しい研修になっているのではないかと、そのように思っています。 

 

○森田委員長 木村委員。 

 

○木村委員 今、松宮先生から社会貢献の話が出たので、おそらく千葉大学としても何らかのコ

メントをしなければいけないと思いますので一言。千葉大でも高校から呼ばれて授業をやってほ

しいとかそういう話が来るわけですね。その辺あまり積極的でないという評価が下されてここに

書かれても困るなと思ったのですがさすがにそれはないようなので安心いたしました。先ほど千

葉大教育学部との連携ということがありましたけれども、それ以外に私どもの法律系の学部から

もいろんな形で協力しているはずなのですね。ですからおそらくデータとしてはそこまで上がっ

ていないということだと思うのですよね。それはおそらく今ご説明があったように教室から各学

校、教育委員会と各階層になっているのでいろいろなデータが集めにくいということが一つの原

因になっていると思います。ただ、上位の指標としてはあまりにもアンケートの調査が多すぎる

のではないかと感じがいたしまして、むしろ学力調査、学力状況調査などを上にあげた方が説得

力があるのではないかという感じがいたしました。 
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○教育政策課 今、大学等との連携は千葉大にもお願いしていますし、教育委員会として戦略的

に大学と連携しているということもありますが、むしろ各学校で既に地域とあらゆるレベルの連

携をしております。また、大学の方も生徒の勧誘というようなケースで働きかけてくれていると

いうところがありますので我々が戦略的に施策として打ち出すものの他に、現場サイドでは大学

との連携が相当あると思います。それから学力状況調査等についての指標についてですが、実は

この２つの指標は相当幹部と頭をひねりまして作り出した指標でございます。教育の最終的な指

標というのはどこにあるのかということでかなり教育の根本的なところからだいぶ議論したとこ

ろでございます。この辺はここには書いていませんが、アクションプランに出すときに、これ以

上もっといい指標があったら作りかえますということを書いているところでありまして、我々と

してもこれが最高にいいものだと思っていません。とはいえ我々の頭の中ではこういうもので県

民の理解を得ていくということも一つの手法でないかと考えています。 

 

○松宮委員 学校を保護者が評価する指標があるが、肯定的な回答が８０パーセントに全然到達

しない学校が出てきた場合には教育委員会としてはどのような対策をとるのでしょうか。 

 

○教育政策課 肯定的な意見がない学校ということですね。現在のところそこまで進んでおりま

せん。内部評価、外部評価、そして公表ということを位置づけて学校改善のためのツールとして

きちんとやっていこうと推進しているところでございます。そこまで肯定的な意見がない学校を

どうするのかまで考えていません。 

 

○松宮委員 海外ではうまくいかないとすぐ校長が変わることがどんどん出てきている時代にな

っているから、随分進んでいることをしておられるなと思いました。 

 

○森田委員長 もうだいぶ時間が押しておりますのでそろそろ次に参りたいと思いますが、一言

私の印象を述べさせていただきますと、教育というのは大変評価が、最終的な評価が難しいとい

うのは一応私も教育者の端くれなものですからよくわかるのですけれども、こうした事後評価の

場合にはですね、ある目的に対して何を手段としてやるか、そしてそれについてどういう評価が

得られるかという、いうなれば目的手段の因果関係が評価指標の中でもなるべくクリアになるよ

うな形で設定していただくのが望ましいのではないかと思っております。もちろん最終的な教育

成果がどうでるかはわかりませんけれども、先ほどのパイオニアハイスクールのところですと事

業量として周知が不十分で実績があまりなかったと、しかしおそらくされたところでは評価が高

かったとしますと多分次にこの施策だとしたら、これは終わりだということになっていますけれ

ども、考えられることは周知をいかに徹底するかという話とそれによって実施した数を増やして

その質をいかに高めるかというのがまさに施策の中身になってくるのではないかと思いまして、

そうした意味で施策の組み立てと因果関係というのが指標のとり方もそうですし、評価票の表現

もそうでしょうけど、少しわかりにくいような気がしましたのでご検討いただければと思います。

それではよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 
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○森田委員長 それでは続きまして、施策２３の「森林の保全と総合利用」につきまして、担当

課の方からご説明をお願いいたします。 

 

＜施策担当課：資料３－４により施策「森林の保全と総合利用」について説明＞ 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、質

問、ご意見等お願いいたします。 

 

○北大路委員 一点だけ、上位指標ですが、この目標値の持っている意味がわからないのですが、

どういう考え方で目標が設定されたのか、またこの目標をかなりクリアしていると思うのですが、

それがどんなに素晴らしいことなのか、ということについて教えてください。 

 

○林務課 ３つございまして森林施業計画の認定面積でございますが、これは森づくりというの

はある程度計画的に面的な広がりをもって進めていただく必要があるのでございますが、これに

ついては千葉県の場合は大半は個人の所有、零細な状況になっています。非常に小さいというこ

とで、それをまとまりのあるような計画性のある計画を立てていっていただくことが千葉県の森

林を守り育てていくには非常に重要なことであるという位置づけであります。 

 

○北大路委員 単純に質問はこの数字の意味です。 

 

○林務課 数字ですが今現在、４５８８ヘクタール、千葉県の森林面積１６万ヘクタールありま

すので微々たるものです。これを２１年度までに全国並みまでいかないのですが、なんとか１万

ヘクタールまでもっていこう、これが今のところ当面の狙いです。 

 

○北大路委員 それは全国並みなのですか。 

 

○林務課 全国並みよりはかなり下回るのではないかと思います。それでも千葉県でとりあえず

１万ヘクタールをクリアしていこう、それに向けて所有者を鼓舞していこうということで１７年

度はだいたいその中間になるのですが、そこで５４００ヘクタールまで何とか持っていきたい、

そういう数字でございまして、全国ベースでいくとかなり千葉の場合、低位の方になるのではな

いかと思いますけれども、今の現状から考えるとかなり森林面積に取りくんでいく所有者の理解

が進んでいるといえるのではないかと思います。 

 

○北大路委員 たとえば全国並みというのを掲載するということはあまり意味がないというか、

かなり誤解を招きますか。 
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○林務課 千葉の場合、森林の偏りもございます。山武林業というものがございますけれども東

北の県になりますと森林も満遍なく県土に分布しているという状況でございまして、そのような

取組みが可能な県が多いのですが、千葉の場合県南の方に中心に位置しているということでなか

なか全国ベースまで持っていけないという、そういう地理的な条件もございます。 

 

○北大路委員 ただ、この数字を理解できる人は一般の県民にはあまりいない。何らかの形で今

おっしゃっていただいたことがわかると、大変素晴らしいことなのだ、とわかるのですが。 

 

○森田委員長 他にありますか。 

 

○坂野委員 私も今の話、気になったのですが大体回答いただいたので。もう一つちょっと気に

なったのは森林整備計画のところで、これは細かい話ですけど、「長期的かつ計画的な」と書いて

あるのですけど、５カ年計画は森林の計画として長期なのかというのが気になったのがひとつ、

それからもう一つはこれも細かい話なんですけど１ヘクタールあたり１万円の支援というのはこ

れは５年間でするということを想定しているのでしょうか。それ以降はまた契約更新があればつ

なげていくという考えの支援策なのでしょうか。 

 

○林務課 まず長期的という話は、施業計画につきましては規模として３０ヘクタール以上のま

とまりのある森林の所有者にまずとりくんでいただく、その中で４０年間、４０年先そこまでの

長期的な計画をまず考えていただく。それにしたがってこの５年間にどんな作業をしていきます

かというのが５年間の施業計画でございます。それから先ほど支援の話がございましたけれども

その森林施業計画で従いまして、１年間、２年間、３年間、５年間はこういう作業をいたします

というようなことを市町村長さんと協定を結んでいただきます。１年間こんな作業をします、２

年間こんな作業をします、３年間次これやりますという計画をつくっていただきまして、その計

画に従って進めていく場合に１ヘクタールあたり１万円の支援をさせていただきます、そういう

計画を推進するための支援策でございます。内容といたしましては施業計画の対象となっている

森林の境界を確認するための周りの草刈ですとか今どんな状況になっているかという現状調査と

かを支援しているということです。 

 

○森田委員長 他によろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは以上で抽出

施策を中心といたしまして、議論が終了いたしましたので本日の審議結果を踏まえて２００５年

アクションプラン施策の事後評価結果全体について講評があればお願いしたいと思います。 

 

○北大路委員 内容的にわかりやすいものが多かったかなと思っていますが、県民の方が見たと

きにも、もう少しわかりやすくした方がいいのかなと思います。大変難しい話だと思いますが。

特に地方分権とか、森林行政のような専門性の高いものとかは難しいでしょうが、それでももう

少しわかりやすく、ＰＲではないのですが、説明ができるといいのかなというふうに思いました。 
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○松宮委員 各施策に対していろんな項目が非常に多いな、もう少し今年はどれに重点を置くと

いう形になってきた方が県民にも伝わりやすいし、わかりやすいのかなという気がしまして、各

施策ごとにいろいろな仕事があることは確かなんですが、ここの中で県民に伝えていきたいのが

何かということはもう少しはっきりした方がいいのかなというのが一つ。もう一つは拡大という

のと現状維持というのがちょっと私自身の認識がよくわかってないのかもしれませんけど、毎年

よくしていかなくてはいけないというのはもちろんこれは当然のことであって、今年よりは来年

の方がさらによくなるということ、これは現状維持をしていくことではないかと思ってまして、

拡大というのは大幅に何か、先ほど森田委員長がおっしゃられたとおり、課題があって、課題を

解決するために何か大幅に何かをしなければいけないというものが拡大ではないかなという気が

しまして、みんな来年もこうやっていきますというのが全部拡大になっているような感じが少し

いたしました。そこのところがちょっと私自身がどちらかな、と思ったところでございました。 

 

○木村委員 先ほどの話との関連でいえば、県民世論調査のようなマーケット的な数字が使われ

ることが多いのですけど、そのバランスを全体的によく考えていただいた方がいいのではないか

ということが一般的に言えることだと思います。それから施策のミッションの書き方にしても、

接続詞があまりうまく使われていないな、それがおそらく読みにくい原因の一つになっているの

ではないかとそんな感じがいたしました。 

 

○坂野委員 少し改善するのを工夫していただくとすると目的とその中間施策との間の体系がう

まく対応していないような感じのところが少し残っているので改善していただく余地があるのか

なと思います。ややもすると事業が先にあってそこから発想して作ってしまって上位のミッショ

ンとの間の整合性が逆にうまくつかなくなったということも、ボトムアップ的なところとトップ

ダウン的なところの整合性の工夫というのをもうひと頑張りしてもらうともっとよくなるという

ところもあるという印象です。 

 

○森田委員長 私も同じような印象を持ちまして、まずある究極の目標があるわけですけど、そ

れを達成するために、それぞれの部局で何ができるのか、何をするのか、そしてそれをどういう

指標で測るのか、その辺をもう少しシンプルな形でわかりやすく表していただくという工夫をお

願いしたいと思っております。もう一つはもう松宮委員がおっしゃりましたので繰り返しません

けれども、やはり拡大というのと現状維持というのをもう少し意味合いをはっきりした方がいい

と思っておりまして、要するに、まだ課題が残っているのを今年と同じやり方で充実させていく

のは現状維持であって新たな課題に対してさらに新たな施策として取組んでいくとかあるいは達

成する目標水準を向上させるとかそういうのが拡大であるとか、その辺は少し定義をきちっとし

たそういう形で自己評価をしていただければいいのではないかという気がいたしました。この件

よろしいでしょうか。 
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（３）今後のスケジュールについて 

○森田委員長 それでは、もう最後になりますけれども次のところに移りたいと思います。今後

のスケジュールでございますけれどもご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 どうもありがとうございました。ただいまのスケジュールについてご説明いただ

きましたけれども、これについてのご質問等あったらお願いしたいと思います。また、先ほど木

村委員から次回の課所掌の基本施策事後評価についてご要望があったと思います。ご説明いただ

きますか。 

 

○木村委員 一つのご提案なのですが、次回、課所掌の政策をするにあたってですね、今回のア

クションプランに関係する課をお選びいただいた方がアクションプランで何が書いてあって、課

所掌で何が書いてあるか比較がしやすいと思いますので、できれば関連する課をお選びいただく

のも一つの方法なのではないかと思います。具体的に言えば、今日の２番目で中心的な存在だっ

たのは市町村課だったと思いますけれども、市町村課の課所掌の帳票を是非拝見したいという気

がいたしまして。全く同じことが書いてあったらこれはなんだということになるのでしょうし、

その反面同じ課の作業になるということでその辺の判断はいろいろあろうかとおもいますが。 

 

○森田委員長 今の点についてそういうご要望ですけれども、それは現時点で可能でしょうか。 

 

○事務局（企画調整課）結局アクションプランというのは各課にまたがっているものでございま

すけれども、内容がほぼ同じになってしまうという危惧がありますが。 

 

○森田委員長 それ自体が、この評価のあり方ですが、アクションプラン、課所掌と別々にやる

意味があるのかということになるかと思いますけれども。実際問題としてアクションプラン全体

としての一つのプランがどのようになっているかということと、それを実施されている個々の事

務が、どのような達成度であるかということは本来ならば少し違う視点からの評価だと思います

けれど。現時点から課所掌の事後評価についてのサンプルをどう選ぶかということはまだ選択の

余地があるということですか。 

 

○事務局（企画調整課）いろいろお考えはあると思うのですけれども我々としましてはまだ評価

制度というものが３年目に入りましたけれどもまだきちんと浸透していないところもございます

ので、まんべんなくある程度の課にこのような場を提供していくのも一つのやり方ではないかと

思われます。そういった段階なので、我々としましては広く当てていった方が浸透させていくに

ためはよろしいのではないかという考えを持っております。 
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○森田委員長 わかりました。それではここでこれ以上議論しても進まないかと思います。木村

委員のご要望を反映する形でサンプルを選んでいただければと思います。それではよろしいでし

ょうか。では、現時点では今後はこのスケジュールに基づいて進めてまいりたいと思います。 

 

（４）その他 

○森田委員長 その他最後でございますけど事務局の方から何かございますか。 

 

○事務局（企画調整課）こちらは特にございません。 

 

４．閉会 

○森田委員長 それでは長い間ありがとうございました。本日はこれで終了させていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

 


