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平成１８年度 第２回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成１８年７月１１日（火） 

午後２時３０分から 

場所：中庁舎３Ｆ第一会議室   

 

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２回千葉県政策評価委員会を開催いたします。まず、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 

○石渡部長 本日は、大変お忙しい中、また大分暑くなってきまして大変な時期になってきまし

たけれども、委員の皆様にはご出席をいただきありがとうございます。平成１８年度第２回政策

評価委員会の開催にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日は、前回の委員会に引き続き、平成１７年度施策の「事後評価」を議題とさせていただき、

課所掌の基本施策の事後評価を中心に、ご審議をいただきたいと考えております。 

今後具体的な検討が始まります、平成１９年度施策の企画立案に当たりましては、この事後評

価を厳密に行い、その結果を十分に踏まえて施策の事前評価に取り組んでいくことが、マネジメ

ントサイクルの確立のためにも、大変重要な意味があると考えております。 

また、本日は、これまで委員会からいただいたご提言を踏まえまして、政策評価制度をより有

効に機能させ、政策評価導入の所期の目的をさらに明確にしていくために、平成１９年度施策の

評価に向けた評価帳票の見直しにつきましても、ご意見をいただきたいと考えております。 

庁内からは、帳票の見直しのたびに大変だという声も聞こえてまいりますが、 終的にはその

趣旨を理解して、何とかついて来てくれているものと理解しています。 

これまでも制度の運用にあたり、委員の皆様からのご指導をいただきながら、我々としても試

行錯誤を繰り返してまいりましたが、本県制度の本格的な確立をしていこうとするためには、ま

だまだ改善していくべき事項が多く残されていると考えております。 

今後とも引き続き、皆様の忌憚のないご意見とお知恵をいただきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 本日は全委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

の規定を充たしております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。 
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○森田委員長 みなさま、こんにちは。この第２回政策評価委員会では平成１７年度の課所掌の

施策につきましての事後評価を行うとともに、次年度以降に向けての評価法の見直しにとりくん

でいきたいと思っておりまして、少しサイクルが回ってきたというところでございますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。帳票の話もございましたけれども制度を良くしていくためにいろ

いろ改善を加えていくことは必要なことだと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）平成１７年度課所掌の基本施策の「事後評価」について 

○森田委員長 それでは、議事に入ります。まず、平成１７年度課所掌の基本施策の事後評価に

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については、「水道局管理

部業務振興課」、「健康福祉部薬務課」、「県土整備部建設・不動産業課」が所管する３施策を抽出

しております。 

 

①事後評価結果の全体概要について  

○森田委員長 まず、「事後評価結果の全体概要について」、事務局から説明願います。よろしく

お願いいたします。 

 

＜事務局：資料１により、「事後評価結果の全体概要」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、事務局から課所掌の基本施策の事後評価を

総括するものとして「事後評価結果の全体概要」の説明がありましたが、ご質問等がありました

らお願いいたします。 

 

（特に発言なし） 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。ちょっと印象といいますか、余計なことですけれども２ペ

ージ目に政策評価制度の達成状況が「Ｃ」となっておりますが、これは厳しい自己評価をされた

ということでしょうか。 

 

○事務局 それにつきましては、職員のアンケートを実施いたしまして、そのアンケートの結果、

政策評価制度が非常に役立っているとした人の割合が当初設定した目標に達しなかったというこ

とで、「Ｃ」という評価をいたしました。 

 

○森田委員長 評価全体ですと「Ａ」が多いと思いますけれども。わかりました。ありがとうご

ざいました。 
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②個別施策について 

○森田委員長 それでは、次に、個別施策について議論し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、施策毎に行うこととします。 

はじめに、「計画的な業務改善の推進とお客様サービスの向上並びに受付・収納業務の充実」に

ついて、施策の担当課から説明願います。 

 

＜施策担当課：資料２－１により、「計画的な業務改善の推進とお客様サービスの向上並びに受

付・収納業務の充実」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいまのご報告につきましてご質問等ございました

らお願いいたします。 

 

○北大路委員 ３点ほど伺いたいのですが、まず１点目は、１ページ目に上位の指標が３つあり

まして、 初に「お客様ニーズの把握とサービスの向上」があります。かなり定性的な文言で書

いてありますので、「Ａ」という判断をどういう形でされたのか、何らかの根拠となる情報がある

と思いますが、それをお教え頂きたい。数字で出てくるものではありませんので感覚的なもので

結構だと思うのですが。２つ目は２番目の上位指標の改善の累計数という数字が現状で５７項目、

平成１７年度で１０２項目とあるのですが、今ご説明いただいた５ページの中に出てくる数字、

７８改善項目の内の３３項目というのと数字がどのように関連するのかがよく分からなかったの

で教えていただきたい。３点目はインターネットによるアンケートモニターをなさっているとい

うことですが、その結果を評価のところに反映できないか、お客様の何割ぐらいが満足している

とか、何らかの形で評価の情報として織り込むということはできないのかなと感じましたので、

この点についてお聞かせ下さい。 

 

○森田委員長 はい、それではお答え願います。 

 

○水道局業務振興課 平成１７年度からは私どものお客様センターサービスというものを平成１

６年８月に開設しましてお客様からのいろいろなご意見が集約化された中でいろいろな課題の全

体把握ができるようになりました。それに基づきましていろいろなお客様のニーズに対しまして

それに対応するいろいろな施策展開、それをお返しできる体制ができたということで、この中で

はお客様のニーズに対するサービス向上が図られたと考えてございます。改善済み項目列挙数に

つきましては、目標１０２項目ということでございましたけれどもこれにつきましては毎年、毎

年累積という中での改善項目数の累積ということでございますけれども、平成１７年度は当初の

計画で平成１７年度に実施すべき項目は７８項目ございました。そのうち年度のいわゆる上期と

下期の中で確認するという形の中でのシステムを構築してございまして、上期、下期を併せた中

で７８項目のうち３３項目が改善できたというふうに踏まえてございます。 
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○北大路委員 こちらの数字とどういう関係があるのでしょうか。直接関係はないのですか。 

 

○水道局業務振興課 これにつきましては、平成１５年度から実施しておりまして各年各年積み

上げ方式で改善数につきましてはカウントさせていただいております。そういう中で先ほど申し

上げた７８項目というのは平成１７年度に着手すべき項目でございましてその内３３項目とい数

字を申し上げたわけでございます。 

 

○森田委員長 よろしいですか。 

 

○水道局業務振興課 １０２項目というのは、１５年度改善したものがいくつ、１６年度改善し

たものがいくつ、１７年度改善したものがいくつと積み上げていったものですので、１５年度と

１６年度を積み上げたものが１０２項目ということでございます。１７年度に積み上げたものが

１２３項目ということでございます。１０２項目というのは目標ですから。１５年度は５７項目、

１６年度はいくつかできて１７年度に３３項目やった結果全体で１２３項目になりましたという

ことです。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。そういう指標のとり方もあるということだと思います。他

にいかがでしょうか。 

 

○水道局業務振興課 もう一点ございまして指標の中でインターネットアンケートが「Ｃ」とい

うことでございますけれども、インターネットアンケートモニターにつきましては、私どものホ

ームページの中に掲げて、その中でお客様がいわゆるアンケートに対して回答するという形にな

りますとなかなか求めた指標があがってこないということで、２ページの中にもう一つインター

ネットモニターアンケートという形のものがございます。これにつきましては先ほどの平成１７

年度につきまして２００名のインターネットモニターを委嘱しました。その中で計画的に委嘱さ

れた方にこちらの方から意見を求めたいものをアンケートの中でやれば確実にそのものについて

の意見等がいただけるということで、当初の不特定多数に対しますアンケートはなかなか集まら

なかったのですが、モニターを委嘱した中でより効率的にこちらから求める意見を得やすいとい

うことで置き換えたということでございます。こちらの方の活用に代えたということでございま

す。 

 

○北大路委員 お伺いしたかったのはアンケートがうまくいったかどうかではなくて、アンケー

トの結果、情報が入ってきたと思うのですね。その情報を評価に使うということはできないので

すか。例えば、モニターから情報が入ったとおっしゃったのですが、その中で皆さん大変好評だ

ったのか、それともいろいろな注文がついたのか、そういうことです。 
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○水道局業務振興課 これにつきましてはいろいろこちらの方からアンケートに当たりまして課

題を設定してございます。水はどのようにお使いになっていますかとか水はおいしいですかとか。

そういうものにつきましては、ちなみに平成１８年度からおいしい水づくりに向けた施策の中に

それらの求めたアンケート結果については反映させていくという形の中でのアンケート実施でご

ざいました。 

 

○森田委員長 評価のアンケートではなくていろいろな意見を聞くアンケートであるということ

ですね。 

 

○水道局業務振興課 そうでございます。 

 

○坂野委員 少し整理させていただきますと、課の使命は 終的にはお客様の向上と効率化とい

うことと料金の徴収ということになるのだと思うのですけれども、それを達成する手段として書

かれているのがニーズの把握と情報化という柱になっているのですけれども、この 終指標に書

かれているものとしてはどちらかというと手段が達成されているかどうかということに対応して

いるものがきていて、もともと大元のミッションのサービスの向上と業務の改善ということと料

金の話はすこし違うのかもしれませんが、その２つにはもうちょっと違った指標の立て方ができ

るのかなという気がします。例えば、サービスの向上ということであればニーズ把握だとか苦情

とかいろいろ来ているのだと思うのですが、そういうところから例えば苦情件数がどのように変

化しているとか、あるいはニーズ把握する中でどのようなサービスに満足度が高まっているかと

いうことを分析された上で、顧客満足がどれくらい高まっているかということを評価することが

できるのではないでしょうか。それと業務改善の話も項目の改善数が書かれているのですけれど

も例えば後ろの方の成果のところでは結局１０億円くらいの削減ができたと書かれているのです

が、項目が増えていること自体は中間段階としては非常にわかるのですが、結局のところ効率が

上がったのか上がらなかったのか、直接評価する数字が１０億円と出ているのですから、その数

字が使えるのであれば使えればわかりやすいというのが指標に関してのコメントです。あと２番

目は柱と 終ミッションとの関係なのですが、例えば情報化の推進というのは業務改善に役立っ

ているのか、顧客満足に役立っているのかということを考えると両方役立っているという可能性

があるのではないかという気がします。自動化、オンライン化するとスピードが速くなったりし

て。それでわかりにくかったのは、一例ですけれどもこちらで立てている柱の立て方と先ほど言

われたミッションとの関係というのが必ずしも一対一に対応していないのだと思うのです、本来

は。そこらへんが見ているとわかりにくいので、うまく整理できないというのが２番目です。３

番目は、課題とこれからの展開というところなのですけれども、北大路先生のコメントとも近い

のですが、マニュアルを作成してさらにまた施策展開で今後展開していく時に、例えばどこでも

いいのですが、お客様の声を業務改善につなげさらに向上に努めますとあるのですが、これは今

でもやってらっしゃることですね。そうすると現状維持ということをおっしゃりたいのかもしれ

ませんが、あるいはマニュアルを作ってさらに接客態度を向上させるということですけれども、
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いいたいことはわかるのですが、マニュアルを作ったことで接客態度が現状としてどのように問

題があって、であるが故に今後どのように展開したいのかということが読んでいるとわかりにく

いところがあるので、そういう記述のされ方をされると読んでいる方とすれば非常に現状の課題

でどのようにするか、取り組もうとされているかということがわかりやすくなるという気がいた

します。あともう一つ「目標の達成状況に影響を及ぼす施策以外の要因と程度」の欄が空欄なの

ですけれども、これも例えば収納率が９９.９１パーセントという現状があるのですが、収納率が

これに影響を与える要因って一体なんだろうかとか絶対にいくつかあるはずでそれについては意

識されていると思うんですね。全く書かれていないのはちょっと寂しいと思いますので、いろい

ろな要因で収納率は変わると思うのですが、それが維持されているということは相当ご努力され

ていると思うのですね。それも状況の変化に応じて努力のされ方を代えながら維持されているの

だと思うのですがそこのところをご説明、ご記入していただくといいと思いました。 

 

○森田委員長 はい。以上お答え願います。 

 

○水道局業務振興課 お客様ニーズの把握という中で私どもが先ほど申し上げましたとおり、お

客様の声が一元化できるようにお客様サービスセンターを作りました。その中でお客様からの意

見や要望は年間１２万件くらいございます。その内１０００件くらいがいわゆる苦情とか要望と

かいうようなボリュームになります。それをいかにお客様に返すかということで、例えば苦情を

改善するためには一つとしてはお客様のためには接客サービスを向上させていこうというのが一

つの１８年度からマニュアルを作りまして、これは窓口に特化しただけではなくて職員全員、水

道局が委託している検針員とか建設を行う工事関係の業者とか全てがお客様から見れば水道局と

見えるわけですから、全てがお客様に対してサービスを向上していこうというのが取組みの狙い

でございます。それと先ほどの改善済みの項目ですけれども水道事業改善項目については２本柱

がございまして、一つは経営に関連した経営改善事項の柱というものがございます。それと日常

業務を行っていく中でより事務改善を図れば改善を図れるねというような部分の業務改善２本柱

の中でいろいろな各事業所の職員の提案とか、いろいろな施策の中から、あとお客様の声に基づ

く事業改善していこうという中で位置づけしたものでございます。ちなみに経営改善１０億円の

場合ですと経営改善事項に関連しましては２億円ほどの数字が出せたという形で、後は事務の効

率化とかで、業務改善事項ですと７億８千万円の削減が図れたということでトータル１０億円相

当の削減が図れたと先ほど申し上げましたわけでございます。 

 

○森田委員長 後の点、もうひとつについてはどうですか。 

 

○水道局業務振興課 それから収納率でございますけれども口座振替の関係を含めまして、口座

振替につきましては１２年１月からコンビニエンスストアで収納が手軽にできるということで

年々コンビニでの収納が増えているのでございますけれども一番収納率のいい口座がちょっと低

下しているところでございます。それから未収の取組みなのですが特に過年度分の未収納のうち
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無断転居によるものが全体の８５パーセントくらいを占めておりまして無断転居につきましては

市役所等に住居照会を行ってやっておるのでございますけれども住民登録のないもの、また全然

登録の変更がないものが多くて実際判明するのが全体の２４パーセントくらいでございます。こ

の２４パーセントにつきまして１０箇所の水道事務所、支所これらの収納担当を集めまして情報

交換等をしまして取り組んでいっているところでございます。以上でございます。 

 

○森田委員長 はい。よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 仕事についての今の話を聞いて多分書く材料がすごく一杯おありだなということが

まず第一の印象で１０万件なり１万件の顧客からのデータを持っていらして分析して業務を改善

されているということはすごく素晴らしいことだと思うのですけれども、そういう情報がおあり

にあるが故に顧客ニーズや満足度が「Ａ」と書かれていると思うのですけれども、もうちょっと

だけブレークダウンしていただいて、なぜこういう判断に至ったかということを証拠になるよう

なものをうまく作り出していただけると非常に客観性が出るしいいのではないかというのが今お

話をお伺いした第一印象です。それともう一つ手段のところでいいますと手段としては広聴に関

することをニーズ分析だとかインターネットを通じた広聴ということと、もう一つは経営業務改

善でいろいろな努力をされたということと、情報システムをつくられているということと、徴収

をしているというどうも４本立てで、それぞれ業務改善のところは実は顧客の満足度に直接つな

がっているところもあるし内部効率が高まっているところもあるしというような関係があるのか

なというお話をお伺いしたのですけれども、そういう関係が少し見えなくなってしまったのかな

と。この書き方だと。そういう気がいたしました。でもやっていらっしゃることはきっと素晴ら

しいという印象を持ちました。 

 

○森田委員長 時間も大分経ってきましたがいかがでしょうか。他に。 

 

○松宮委員 今のお話で、お客様サービスセンターを平成１５年度から作られてそれが非常に効

果をあげてこられたことが「Ａ」の評価につながったと思うのですけれども、もしそうであれば

指標の立て方のところでお客様ニーズを的確に把握ということではなくて、逆にサービスセンタ

ーでの回答を例えば何日以内では必ず返すなどの返答効率を上げるとか、あるいはどのように回

答したかその内容を蓄積するデータベースを作って共有し効率化を図っていくなど、具体的な形

に見えるような指標のほうがわかりやすいと思います。それによってセンターの機能がどんどん

発揮されていることが見えやすくなるのではないかと思いました。それから３つ目の受付収納業

務の充実について、昨年との違いのところが一層の業務の集約化・収納率の維持という形で書か

れていますが、より効率的な回収方法を検討し取り組んでいくということを、具体的に今年は何

を一番重点的にやろうとしているのか、コンビニでの収納が も効果的ならコンビニ収納率の向

上など、何をするかを明確に打ち立て一番効果的な施策をどのようにやりますといわれた方がわ

かりやすいと思いました。 
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○森田委員長 今のは特にお答えはよろしいでしょうか。 

 

○松宮委員 はい。 

 

○森田委員長 他によろしいでしょうか。 

 

○木村委員 一言だけ申したいのですけれども 終成果指標、これは坂野先生がおっしゃるよう

にやはり再構成の必要があるわけでございまして、おそらく 初に挙がっているのは中間成果指

標に極力落とした方が適当なのではないかということが私の印象でもございます。その内、水道

料金の収納率、もちろんこれは重要な項目だと思うのですが、コンマ以下のレベルで達成できた

のかどうかということを調べるのではなくてむしろ絶対値をあげた方がわかりやすいのではない

かと思います。つまり未納件数がどれだけあってどれだけ解消されたのかとそういう指標のとり

方の方がよろしいのではないかと思いますし、２番目の改善済みの項目の数にしても全体の数と

の関係、全体の必要な改善項目の中のどれだけが改善されたのかという割合を示した方がよろし

いのではないかという感じがいたしました。 

 

○森田委員長 今のもコメントと理解してよろしいですね。それではよろしいでしょうか。では、

そういうことを反映してご検討いただければと思います。それでは続きまして次の施策の方に移

りたいと思いますので。どうもありがとうございました。 

続きまして、「薬事衛生の向上」について、施策の担当課から説明願います。 

 

＜施策担当課：資料２－２により施策「薬事衛生の向上」について説明＞ 

 

○森田委員長 ご丁寧な説明、ありがとうございました。ただいま、「薬事衛生の向上」について

説明がありましたが、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 

○北大路委員 毒物劇物の事故が何件かあったとおっしゃったような気がするのですが、１ペー

ジ目の指標に事故件数を使うほうがはるかにわかりやすいような気がします。上位の指標にはも

うちょっと上のレベルのものを使えるのではないかと思うのです。安全で有効な薬を供給する一

方、それの事故とか乱用がないことということが使命ですから、安全でないものが供給されてし

まって服用してしまったとか、事故が起こったとかそういうことがない、あるかないかというこ

とが 終的な指標だと思うのですけれども、そういう形でお書きいただくわけにはいかないのか

と思ったのですが。 

 

○森田委員長 いかがでしょうか。 
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○薬務課 例えば医薬品等にしましては無承認、無許可医薬品の流通発見というものの件数は掲

げることはできると思います。 

 

○森田委員長 そういうところを工夫していただければということですね。それでは他にいかが

でしょうか。 

 

○松宮委員 麻薬立ち入り検査実施率が中間成果指標のところにあるのですが、実施率は頑張れ

ばできるのではないかなという気がして、つまり全員総力戦でやれば１００パーセント達成とい

うことがありうると思われてしまう可能性もあるので、逆に何をしたら麻薬の使用を減らせられ

るか、例えば指導員の数を増やすとか、今年何をするのかということをもう少し指標の方に持っ

てこられた方が具体的な動きにつながってくるのではないかと思いました。それから薬物乱用防

止モデル事業というのが柏や君津など３つの地域で行われたとあるのですが、これは内容的にど

ういったものなのでしょうか。今後もずっと行なわれるのであれば、どういった事業内容だった

のかが一般の方にもわかるようにし、何をすることがモデル事業なのかということを分かるよう

にして必要性を明確にするほうがわかりやすいと思います。 

 

○森田委員長 お答えいただきますでしょうか。 

 

○薬務課 県のアクションプラン重点事業で薬物防止社会環境づくりを推進するため平成１５年

度から３ヵ年事業として薬物乱用防止対策推進モデル事業を実施しました。事業内容としまして

は千葉県薬物乱用防止指導員地区協議会が主体となり県、市町村、警察その他ライオンズクラブ

等の関係団体及び地域住民で構成する薬物乱用防止コミュニティ会議を開催し、青少年を含む一

般市民を対象に薬物乱用防止教室、講演会、街頭啓発活動を実施しました。平成１５年度は市川、

印旛、夷隅地区、平成１６年度は習志野市、香取、安房地区、平成１７年度は柏、山武、君津地

区で行いました。 

 

○森田委員長 はい。よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 私はこれまで聞いてきた中ではすごくバランスの取れた説明をいただけたかなと。

ちょっとご説明が長かったような気もするのですが、そういう気がいたしました。特に目標の達

成状況に影響を及ぼす要因に関して今まで書いてらっしゃるところほとんどなかったのですけれ

ども今回は比較的よく書いていただいているということがあって、ただ口頭でご説明していただ

いた内容の方が数倍ここに記載されている内容よりも詳しくご説明いただいておりましてうまく

その部分もコンパクトにまとめていただけるとよかったなというのがあるといえば希望なのです

が。あとちょっとわからなかったのは１ページ目のところで献血率とかドナー目標登録者数に対

する達成率という数字なのですが、これは国内と書いてあるのですが、県での達成率と国内全体

での達成率の関係というのがどうなっているのかわからなかったのでお聞かせ願いたいのですが。
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それとコメントなのですが、指導監督系の事業と啓発事業系のものとモデル事業があると思うの

ですが、前者二つについては比較的手段と目的がどういう関係にあったかということを説明して

いただけたと思うのですが、モデル事業系のものをどう評価するかというのが多分もう少し明確

になっていると話しがさらにすっきりしたのかなと、先ほど松宮先生からの話とも関連するので

すが、コメントです。 

 

○薬務課 献血率ですが、これは千葉県の献血率で献血者を献血可能人口で割っています。５．

２パーセントの方が献血していただいたと。輸血用血液製剤は献血でまかなっています。ただ血

漿分画製剤といいまして免疫グロブリン製剤とかそういうものはまだ輸入に頼っているところが

あるということなのです。全ての血液製剤について自給しようという考えで進めております。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。 

 

○木村委員 基本的なことを確認させていただきたいのですが、 終成果のところで、一番上の

終成果指標ですが薬事法違反の発見率、この分母がなんなのか確認させていただきたいのが第

１点です。それから、第２点として、中間成果指標で例えば２番目の医薬品製造等の監視指導実

施率、それから次のところでも同じ実施率、３番目の指標でも実施率があがっていますが、これ

の達成率はあまり芳しくないような気がするのですが、そのあたりの評価が残された課題に全く

触れられていないというのは何か理由があるのか、その２点を確認させてください。 

 

○薬務課 まず初めの薬事法違反の発見率の分母は立ち入り検査施設数、分子が違反発見施設数

になります。それで中間成果指標の達成状況で悪い点があるというご指摘で医薬品製造等の監視

指導実施率ですが、３年間で全施設を監視指導するという計画を立てております。それと今後の

施策展開としましては新たな業態である医薬品製造販売業者というのが平成１７年度にできまし

たので、その業態に対する立ち入りをはじめていかないといけないということで達成率が少し悪

いということになると思うのですが。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。他にどうでしょうか。それではどうもありがとうございま

した。続きまして、「建設工事の適正な施工の確保及び入札･契約制度の適正な運用と改善並びに

宅地建物取引の公正確保」について、施策の担当課から説明願います。申し訳ありませんが時間

がおしておりますので簡潔に願います。 

 

＜施策担当課：資料２－３により「建設工事の適正な施工の確保及び入札･契約制度の適正な運用

と改善並びに宅地建物取引の公正確保」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。ただいまのご説明について、ご質問等がありま

したらお願いいたします。 
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○北大路委員 ２点お願いしたいのですが、一つはデータなのですけれども、建設業と宅地建物

取引業、２つについてそれぞれ業者に対して厳正な指導や処分をしてきているとおっしゃってい

るのですがこれを過去の何年間かで傾向がどうなっているか、つまり処分件数が増えているのか

減っているのか、現状維持なのか大体の感触で結構なのですけれどもお教え頂きたい。これは２

つの業態がありますのでデータセットは２つになると思います。もう一つはトラブルが一部ある

のだとおっしゃっていますが、これについても過去数年間で増加傾向なのか、少なくなっている

のか、維持なのかということも教えて頂ければと思います。２点目は中間成果指標のⅢ、につい

て宅地建物取引に係る相談に占める宅建業法関係紛争相談の割合が減っているとご説明がござい

ました。４０パーセントから３２パーセント。減った部分はわかるのですが、そのほかの部分４

割の残りの６割は一体どういう中身なのか知りたいと思います。単純にある種のトラブルに関す

る相談は減ったのだけれども、他のトラブルは増えたのかなとも思ったものですからその中身を

教えていただければと思います。 

 

○建設・不動産業課 トラブルの方はですね建設業の方から申しますと処分については平成１７

年度は指示処分、営業停止処分、許可取り消し処分は１１件ありました。近年はほぼ横ばいの状

況です。平成１５年が９件です。１６年が８件、平成１７年が１１件とこれで見ますと増えたり

減ったりですがほぼ横ばいと考えております。宅建業法の方でございますが、平成１５年度が１

７件、平成１６年度が２４件、平成１７年度が２５件とこちらの方は微増傾向にある状況でござ

います。それから宅地建物取引業の相談の関係で宅建業法以外に何があるのかということですが、

借地法ですとか借家法関係の相談ですとかあるいはここに家が建てられるのかというような都市

計画法上の相談これがかなりのものを占めておりまして宅建業法の周辺の相談ということでそう

いう事例があるということでございます。 

 

○北大路委員 初の方ですけれども横ばいあるいは微増とおっしゃいましたが、これをどう評

価なさっているか、要するにこれくらいは出るものなのだと思っているのか、あるいは本来はこ

ういうことはあってはいけないのに減っていかないのだと思っているのかということが１点。そ

れともう一つの占める割合で指標を使っていますが、占める割合ではなくて絶対数にしておけば

残りがどうのこうのという心配がないような気がしたのですがそれは難しいのかなと思ったので

すが。 

 

○建設・不動産業課 評価につきましては、悪質なものが処分になるわけですからさらにもっと

もっと減らしていかなければいけないなというふうには考えております。宅建業法だけの指標と

いうのもあるのかもしれませんが、全体に占める相談の件数は非常に多くございまして平成１７

年度で申しますと約５０００件くらいあるのです。その内宅建業法関係が１５００件くらいです。

そのような状況でありまして、その辺はまたちょっと検討してみたいと思っています。 
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○森田委員長 はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

○坂野委員 今の北大路先生の話と少し関係しているのですが、もしそういうトラブルの件数だ

とかそういうことが把握されているのだとすると 終成果の指標のところでむしろそういう数値

をあげられた方がその数値自体を抑えていくとか現状で適正であればそれを維持していくとかを

あげられた方が 終成果としては適切なのかなと。そしてそれをそういうことを維持していくた

めに監督指導だとか啓発だとかいうことをやっていくということでその監督指導だということが

どの程度うまく行われているかということの指標を中間でうまく立てていかれるという方がすっ

きり話が聞けるようにお伺いしていました。これはコメントに近いものだと思うのですけれども。

それとその 終成果の話と関係しているのですが、入札の話はちょっと性格が違うのだと思うの

ですが、入札の話の方が 終成果の方に全然書かれていないのでそれはやはり書かれた方がいい

だろうなという気がしました。そのくらいです。 

 

○建設・不動産業課 分かりました。参考にさせていただきます。 

 

○木村委員 今の話との関係なのですけれども、課の使命役割のところでですね、私自身個人的

な意見としては一般論としてはできるだけ法令に即して書いた方がいいと思っておりまして、例

えば宅建業法あたりだと確か目的規定の中で、建設不動産業あるいは建設業、不動産業等の健全

な発展を推進するということは確かに目的には書いてあるわけですね。そのあと宅建業法の目的

規定は続けて確か、もって消費者の利益を図るとかそういう書き方をしていたと思うのですね。

つまり法令上の体裁としても 終的な目標は消費者の保護なんだという書き方をしていたのだと

思います。ですからそのあたりをうまく指標の中に取り込んで一般消費者、一般の市民に対する

評価を何らかの形で盛り込むのがおそらく適当であろうというふうに思います。そうはいっても

おそらく苦労されたのはまさに坂野委員がおっしゃったようにですね、県の入札等を含んでいる

から課の使命を書きにくいということになるのだと思うので、そうだとするとそれを分けて指標

を設定するということも一つの方法ですし、もう一つ敢えていえば納税者の利益がどういう形で

表現されるのかそれも工夫の余地があるのではないかという感じがいたしました。 

 

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

施策を中心とした議論が一通り終了しましたが、本日の審議結果を踏まえて、平成１７年度課所

掌の基本施策の事後評価結果全体について、ご意見、講評があればお聞かせ願いたいと思います。

いかがでしょうか。今日の３つのケースについても共通したご指摘もあったかと思いますけれど

もここでの講評というのは一つは実際に評価をして向上しているかどうかということもあろうか

と思うのですけれども承っておりますとご意見の中には評価の方法、評価書の書き方についての

ご意見が大分あったかと思います。その辺も含めて簡単に講評をお願いいたします。 
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○北大路委員 今のケースでも 初のケースでも定性的な目的、目標をお書きになっている。場

合によっては定性的であるほうがいいこともありますが、その時にＡ評価をするということであ

ればそれなりの何か根拠となったロジックを成果のところに説明しておく必要があるのかなとい

う気がしました。そうでないとただ言い放しになってしまう。２つ目は指標に率を使った時に何

が分母で何が分子か意外と分からなくなってしまうので説明があればいいなというところが散見

されました。 

 

○松宮委員 多分、課になると指標の数値化は割としやすくなるのではないかと思っていたので

すが、 終成果指標が具体的な数値などのアウトカムがつめない形になっていると思います。先

ほどからの議論にもありますとおり、何を目標にするかはある程度分かりやすい数値化にしてお

かないと外に出したときに、なかなか成果を分かってもらえないことも出てくると思いますので、

せっかく把握しておられるものがあるのであれば、それらをうまく数値の形にして持ってこられ

るようにした方がいいのではないかと感じます。 

 

○坂野委員 毎回同じことの繰り返しになるのですが、一つはやはり成果とそれを達成する手段

の関係をもう少し整理された方がいいということと、もう一つはそれと関連するのですが課題と

その次の取組みがほとんど同じようなことが書かれているということ。これも前の今までと同じ

ような指摘だと思います。３番目も同じ指摘なのですが、環境条件のところがほとんど書かれて

いないということは多少問題があるのではないかなという気がします。４番目は今回初めて気が

ついたのですが、たまたま今回出てきたものがそうだったのかもしれませんが、業務の手段のレ

ベルでいうと指導業務系とか啓発だとかモデル事業だとか、大きな類型化ができてそれぞれごと

に評価の仕方というのは似たようなやり方といいますか、似たような性格の指標が採れるのでは

ないかなという気がしましたので、もう少し業務分類を評価するという視点からできるような気

がしましてので、それができると指導監督系はこういうような指標でやっていった方がいいので

はないかということが具体的に評価書を作るときの指導としてできるのではないかという気がし

ました。 

 

○森田委員長 モデル評価書を作ると。 

 

○坂野委員 そうですね、はい。 

 

○木村委員 私も坂野委員と同じようなことを思っておりまして、全体的に見ると今日あげた３

つというのは典型的な行政活動だと思うのですね。一番目の水道事業というのはサービスという

か給付行政ですね。２番目、３番目は規制行政、監督行政でございますのでこのあたりがおそら

くモデル的な評価書になると思いますのでできればこれをもう少し緻密に分析して参考に供する

ようなことは是非やっていただいた方がよろしいと思います。 
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○森田委員長 ありがとうございました。私も一言だけ言わせていただきますと他の先生たちと

大体同じような意見をもっていますけれども、やはり規制行政なら規制行政で大体標準的にこう

いうのを 終成果指標として掲げると、例えば事故の発生率を減らすとかそういう危険な状態を

減らすとかいうのがあろうかと思いますし、サービス行政の場合でいいますとサービスの質を指

標で表す。県はあまりないかもしれませんが市町村で福祉関係ですとそのサービスの回数がどれ

くらいであるとか、あるいは 初の水道関係では消費者、お客様への苦情への対応率とか処理率

とか出ると思いますし、そういった意味である程度標準化したものを示してそれを参考にしてい

ただくというのはありえると思っております。それに関連して言いますと坂野先生もおっしゃい

ましたけれども、後は指導監督行政、啓発行政とまたモデル事業、サービス行政、直接の供給の

ようなものもあるわけですし、それぞれについてある程度それが整理できるのではないかという

気がしました。もう一つは業務そのもの中間成果指標についていいますといわゆるサービスの場

合ですと苦情が出てきてからの対応時間をどれくらい短縮できたのか、外国などでは比較的その

ような指標が使われていることが多いようでありますし、またどれくらいの監督をやってどれく

らい事故や違反を抑制できたかというようなことを少し整理できるのではないかという気がしま

す。その場合の指標のとり方で評価に結びつくところですけれども、特に違反の発見という場合

には分母に何をとるかということで大変難しいところがあるわけでして、その意味でいいますと

少し時間をかけてやるならば時間的な流れのトレンドであるとか同種の業務との横の比較である

とかあるいは他の都道府県との比較であるとか少しそういう相場感を与えるような指標というの

も考え得るのではないかと思います。これから次のこの帳票の改善の話に入るわけでございます

けれども少しそういった面で今回出たいろいろなものについて事務局の方で整理をしていただけ

ればという気がいたしました。よろしいでしょうか。 

 

（２）平成１９年度施策の評価に向けた評価帳票の見直しについて 

○森田委員長 それでは次に移りたいと思います。続いて、「平成１９年度施策の評価に向けた評

価帳票の見直しについて」を議題とします。事務局から説明願います。 

 

＜事務局：資料３・４、３－１、３－２、４－１、４－２、４－３により「１９年度施策の評価

に向けた評価帳票の見直し」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。これまでの帳票の書き方の問題点等を改善する

という形で簡素化もされていると思いますし、明確になっていると思いますけれどもこれにつき

ましていかがでしょうか。さらにこうすべきであるとか、この指標は残すべきであるとかいろい

ろ。 

 

○坂野委員 アクションプランについては特に異議はないのですけれども、異議というほど強い

意見があるわけではないという意味なのですが、課所掌の方で全体の指標をなくしてしまったと

いうことについてはまだやはり抵抗があります。理由は結局現状に合わせるか理想に近づけるか
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という選択の問題だと思うのですが、改善案の方は今ある施策の柱をベースにしてそこからアウ

トカムは何かということを考える余地は残っているのだと思うのですが、もともと課全体でミッ

ションを立ててそこで指標を立てるという発想の仕方というのはどちらかというと現状を上から

見たときに、いいか、悪いかということを評価するための、今までとはちょっと違う頭の使い方

をしてもらおうというのがもともとの意図にあったのですね。そういう意味では逆に言うと現状

に合わないが故にそういうスタイルをわざととっていたという側面があったと思うのですね。そ

れを今の形で書きやすくするために現状に合わせるというやり方をすると現状批判的な、現状を

批判してそれを改善していくという発想そのものが弱くなっちゃうのではないかなというところ

が気になっていて。先ほど現状のことをいろいろ分析するとこういう問題点があるのでこう変え

るというお話があったのですけれども、印象としては非常に理解できるのですが、もうちょっと

緻密にそういうものが何件あってこれについては本当に改善できるのかできないのかということ

をもう一回検討したうえで結論を出した方がいいのではないかという気がします。提案が出てき

て否定的なことをいうのもなんだったのですけれども、ちょっと引っかかっていたものですから。 

 

○森田委員長 ちょっと違う言い方をしますとそれぞれの担当課が究極的に何を目指しているの

かということを意識する場が必要だという趣旨ですね。他にいかがでしょうか。 

 

○松宮委員 私もアクションプランではなくて課所掌の方で気になったのですが、簡素化は非常

にいいと思いますし、柱を上位指標と比較してやっていくというやり方はロジカルでわかりやす

いと思います。しかし課ぐらいの単位になるとやはり年間どういうスケジュールで、具体的にど

ういうふうに実施していくかということは、何らかの形で書き表すべきではないかと思います。

以前のように何月から何月までにどうするというような形にまで書く必要はないかもしれません

が、やはり年間スケジュールの中でどういうアクションを自分たちはやっていくんだというのを

具体的にみんなで確認するという意味で、このスケジュール管理的な部分というのはやはり抜か

ずに、何らかの形で残しておくべきではないかと思います。企業などでプロジェクト管理などを

する場合は、必ず目的に向かっていつまでに何をするかを皆に明確にしていくことが求められて

いるものですからそういう考えになるのかもしれませんが。 

 

○森田委員長 簡素化した部分がだんだん復活するような感じですけど。 

 

○木村委員 敢えて反対のことを申し上げるとまた混乱するかもしれませんが、私自身はこの改

正案に基本的には賛成しておりまして、確かに課全体の見直しという視点が欠けてくるかもしれ

ないけどそれは簡素化で止むを得ないという言い方もできると思いますし、むしろそれはアクシ

ョンプランの評価で充実させるべきだというそういうメッセージだと私は理解しれおりましたの

で重複を避けるという意味では止むを得ないのかなという感じはしております。それから時系列

的な流れというのももちろん必要なんでしょうけれども私が見ている限りでは形式的にスケジュ

ールをただ並べただけということが多いように思いますし、課の中でも実際上では室単位でスケ
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ジュールが独立しているのではないかと私は推測しますので、あまりスケジュールということに

重点を置いて課の全体の見通しというものを無理に立てようとしても限界があるのではないかと

いう感じがしております。むしろこういうことをやればですね、私のイメージだとアクションプ

ランの方では比較的大くくりな分類がなされて、大くくりな柱がなされて、課所掌の方では比較

的細かい分類がなされるのではないかという感じがしますのでそういう色分けができるのであれ

ば好意的に見てもいいのではないかというのが私の印象でございます。それから組織とか人員に

関しての方向性も示すということで一応サジェストするといいうことでは賛成するのでございま

すけれども、私の感じではむしろこういうことはアクションプランの評価の方で書く方がいいの

ではないかという感じもしておりまして、すなわちフランスあたりのこの２、３年の組織の改編

というのは政策別の予算を作ってその政策別の組織を作るために組織の改編が進んでいると認識

しておりますが、そういうふうに考えると政策別の評価をするに当たって既存の組織がこういう

形で問題となる、そういう形の記載が求められると思いますので、組織・人員の方向性について

はアクションプランの方でも書いていいのではないかと、それくらいの柔軟性をもってもいいの

ではないかというふうに考えております。 

 

○北大路委員 できれば実際のコンテンツを入れてみて検討する時間がほしいなという気がして

います。１点だけ例を申し上げますと１８ページですが、衛生指導課のところで施策展開の柱が

３つあるのですが、このうちの食品安全、環境衛生指導、の後に動物愛護がありまして、どう考

えても食品安全と動物愛護は全く違うアウトカムであると思います。これをこの課では実際やっ

ていらっしゃるわけですが、課の使命と役割のところでは安全という言葉を使って上手につなげ

てあるわけです。施策名も生活衛生対策の推進と安全確保ということで何となくわかってしまう

のですね。新しい資料４－１の様式でも、課のミッションはやはり１箇所に書き、施策も１つ書

くことになっていますので、衛生指導課の場合おそらく新しい様式でも同じように書くことにな

ると思います。新しい様式ではアウトカムは書きやすくなったと思います。例えば動物愛護の業

務に関しては人間とペットとの共存などということを書けると思うのですね。そういうアウトカ

ムが違うものが施策の柱に書いてあるときに、 初に書いてあった課のミッションというのは一

体何なのかという話になりかねない。ミッションとは全然違うアウトカムが中に出てきてしまう。

初の欄のところには何か中途半端な課のミッションというものが出てくるわけですよね。この

関係をどうするか。実は課の中には全く違うミッションととらえて、課の中で２枚、複数枚作っ

ているところもあります。例えば市町村課がそうなのですが、そういうやり方をすれば今でもダ

ブルアウトカム、トリプルアウトカムの問題は解決できているわけです。逆に言うと今何が問題

になっているかというと施策の柱というのは一体何なのかということなのです。施策の柱という

のは実はアウトカム別につくるのだということであれば、今のやり方をもっと発展させて、様式

の 初のページをとってしまい、その後複数の課のミッションとアウトカムを書くということも

できると思います。ですから今の案はもう少し工夫が必要と思われますし、検討にい時間が要る

なと思います。 
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○森田委員長 ありがとうございました。根源的な問題にまた少し触れられたような気がします

けれども、今でもそうですけれども一つは行政の仕事というのは施策という柱があるわけですね。

これがどれくらいの規模かということは様々なわけです。組織というものは一定の人数でもって

適正規模というのが決まってきますから、非常に施策が大きくて１つの組織の単位では収まりき

れない場合では複数の組織でやる。何とか第１課、第２課、第３課みたいな形で全体でやるケー

スもあれば、一つの組織のユニットよりも施策の単位が小さい場合には、今、北大路委員がおっ

しゃったように一つの課で複数のミッションをもっているということもありうるわけです。これ

をどちらかにぴったり揃えるというのはちょっと無理な話だと思います。その意味で言えばアク

ションプランの方は施策の単位でやっていて、課所掌の方は組織の方をベースにして何をやって

いるかということを考えている。そこをどう合わせるかというのは組織論と政策論の大変面倒な

話になるので、問題点の指摘は重要だと思いますが、今のところ組織を単位なら組織を単位と割

り切ってしまわないと大変なことになるのではないかという気もするのですが。今のご指摘のあ

りました１８ページを見ますと動物愛護という言い方がミスリーディングな名称なもので、動物

衛生管理の話とすればそれなりにミッションが合うのではないかという気もしたのですけれども。 

 

○石渡部長 よろしいですか。１つだけちょっと盲点になっているのですが、５人や１０人の民

間企業のようなある程度限定した形の課と違いまして、少ないところで２０～３０人、多いとこ

ろで７０～８０人の組織なのですね。そういう中でこの衛生指導課の仕事の動物愛護管理事業の

推進ははっきり言ってほとんどウェイト的には仕事の１パーセントか２パーセントぐらいだと思

うのですね。その他の環境食品衛生だとかにほとんどウェイトがいっていますから、それと同じ

ような同列レベルで評価をするというのが実は各課非常に頭が痛いところだと思います。ある部

門においては例えば１０人、２０人のスタッフでやっている。ところがこういったものは１人か

兼務でやっているとかというような形ですね。しかしこういう評価で施策というようにやってい

った場合に羅列して出すということになると同列になってしまう。まず課の 終的な目的として

何をやっていくかという 大のところはアクションプランで出してきているのです。アクション

プランとあとは定型的な業務、その中の改善という形でしかもウェイト的にいろいろありますか

らおそらく健康福祉部長はこの話はほとんど耳に入っていないはずですから。そういう形で課に

よって私も２０～３０人くらいの課の課長の時と今、森君のように７０人～８０人、１００人近

いところとですね、木村先生がおっしゃったように今は室という形で大きくなっているのですが、

昔は係単位で、県庁は係長行政といいましたから、課長部長というようよりもそこでは大所を決

めていくという形でした。ですから課全体の方針でという形になった場合は大きく向かっていく、

定型的な小さな話というのはある程度任してという傾向があるものですから。全部同列にしてく

というのはウェイトをつけてあげないと課の目標を打ち出すというときに非常に苦労するのかな

という感じがします。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。今おっしゃった点は非常に重要なところだと思います。

もう一つ欄を立てるならば 近大学でやろうというのですけれども、いわゆるエフォート率とい
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いますか、今まさにいいましたウェイトの問題でそれぞれの課においてどれくらいのマンパワー

なり比重をかけているか。例えばある課で、衛生指導課ですと食品衛生上の大きな事件が起こっ

た時でいいますと多分 後の動物愛護はほとんどやらないと、しかし全体としてそちらの方の達

成率が高ければ、やらなくてもその課はよくやったと評価をしないとまずいのではないか。他で

忙しい時にこれもやらなかったからこれはマイナスというのは返って不合理な話になるでしょう。

そういうことまで含めて評価を課の仕事として評価をするか、できるかどうかですね。これは現

段階でいいますとそれぞれまた各課にウェイトをつけていただくと大変なことになりかねないと

おもいますので、これは将来的な課題として、企画調整課の方でご検討いだだければと思います

けれども、そういう面も実際の仕事にはあるという気がしますし、木村委員がおっしゃいました

ようにフランスといいますか外国の場合には施策があって、施策を実施するにふさわしい形で組

織を作るのが普通でありまして、日本の場合はどちらかといいますと先に組織があって施策を割

り当てるのが国レベル各省の場合はそれがもっと硬いのですが、そういうやり方をやっているも

のですからどうしても課があると仕事は後から探すとか、仕事と組織が合わないということが起

こってくるということがあります。その代わり日本の方が組織そのものが伝統がありますし、し

っかりとしたノウハウを蓄積しているというメリットもあるのですけれども。その辺ここで日本

の組織そのものをいじりなおすというのも大変だと思いますので、とりあえずは私の理解ではア

クションプランの方は大きな施策の方でやり、課所掌の方は組織を単位としてそこのパフォーマ

ンスはどうかというのを評価することだと思っております。それでいいかどうかも含めて少しご

検討いただければと思います。もう一つはですね、こうして評価をした結果、先ほど予算とのリ

ンクの話も出ましたけれども、これはある意味で言うと自己評価の自己採点結果なわけですけれ

ども採点結果としてこれがいいか悪いかどうなのかという本当の 終的な評価はもう一段階あっ

てそれが行われて初めて改善に結びつくわけですね。それをどうするかというのはこれまでとも

かく自己評価でやると、大抵現状維持か拡大くらいならば合格という形で、あるいはご自分の判

断でこれは縮小してくださいというやり方をしていたと思いますけれども、これがある意味で客

観的な評価で当事者は現状維持といわれているわけですけれども他のデータから見て縮小でいい

のではないかというようなことをどういう判断でどういうふうにいうのかというのが、サイクル

が本当に回り始めると 後には大変重要なことになってくると思っております。前にも別なとこ

ろでやったことを申し上げますと、まずそれぞれのところが自分でも目標を立てますから、目標

そのものが合理的かどうか、合理的な目標をほぼ達成していて現状維持という場合にはある意味

ではコストを考えますとそれはそのままでいいのではないか。拡大という場合には合理的な理由

が必要でしょうということになるかと思います。さらにそうではなくて目標を達成できなかった

ような場合、その場合に初めて理由をきちんと検討するというのと、達成できなかった理由に基

づいてどうやって改善をしていくのかということを追求していくといいましょうか。ある意味で

言いますと 初の仕分けの段階で評価のコストをなるべく下げるために基本的にきちんとやって

いるだろうと自己評価と客観的評価が一致する場合にはそれでいいと。それ以外の評価指標から

比べてあまり達成できなかったり、目標そのものが問題があるものについてだけ重点的に検討し

ていく。そうしたステップというか作業を次に組み込んでいくというのが課題となってくると思
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います。それがうまくいって予算なり組織管理と連動して初めて評価がマネジメントサイクルで

きちんと反映されるということになるのではないかと思います。今日のところ指標の話が出て大

変いい勉強をさせていただいたと思っておりますけれども、ちょっと気がつきましたので言わせ

ていただきましたけれども。そういうこともご検討いただければと思っております。 

 

○坂野委員 もう一つ気になったのは、アクションプランが施策の体系という言い方なのですけ

れども、いつの間にそうなったのかなという気がしないでもないというところがありまして、一

番大きな理由はアクションプランというのはこれから資源を重点的に配分しようというところの

政策の体系であって、必ずしも資源の配分は増やしていかないけれどもやはり依然として重要な

ルーティン的にこれまでやってきてこれからもやっていかなければならない仕事の部分は必ずし

もアクションプランに入っていないのだと思うのですね。そうするとそれを政策の体系って言っ

てしまっていいのかという、それと組織との関係というのはやはりもう一回整理してみる必要が

あるのではないかなと思います。施策の体系であるからそちらに合わせてやっていけというのは

論理としてはそうなのだと思いますけれども、そうだとしたら課所掌の方はいらなくて、その施

策の体系に乗っかっている仕事の評価を課の単位としてやっていけばいいということで一本化で

きるのではないかと思うのですけれども、やはり一本化できない背景というのは、理由があって

少しそこはよく考えていただいた方がいいのではないかなという気がします。 

 

○森田委員長 おっしゃるとおりだと思いますけれども、若干違う立場から言いますと、日本の

地方公共団体の仕事、特に都道府県の場合にはかなり法令でがっちり決まっているところがあり

まして、アクションプランというのはそれも組み込んでそれ以外に重点的にやるというところで

すので、政策の評価という場合にはそちらを重点的にやるということで、むしろそのルーティン

としているところは課所掌の評価ということでできるのではないかというのが 初の考え方では

なかったかと思います。先ほどからでてきておりますように、それと組織との間にさらにずれが

あるとしますと確かに一つの盲点がそこに存在するといえないことはないと思います。だんだん

だんだん議論は面白くなってきましたけれども時間は大分過ぎておりますので、今日のところは

これに関してこれくらいでよろしいでしょうか。また個別的に事務局もお考えいただきたいと思

いますし、先生方からご意見を聞いて反映させていただきたいと思っております。 

 

（３）今後のスケジュールについて  

○森田委員長 次に移りたいと思います。「今後のスケジュールについて」を議題とします。 

事務局からご説明願います。 

 

＜事務局：資料５により「今後のスケジュールについて」説明＞ 

 

○森田委員長 これは開催時期未定となっておりましてあと二回、こういう内容で開催するとい

うことになってございますので、特にご意見ございませんね。それでは現時点ではこういうスケ



 - 20 -

ジュールといいますか予定であと二回本年度中に開催したいと考えておりますのでよろしくおね

がいいたします。 

 

（４）その他 

○森田委員長 その他事務局の方から何かございますか。 

 

○事務局 特にございません。 

 

４．閉会 

○森田委員長 それではだいぶ時間を超過してしまいましたが、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。 

 


