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平成１８年度 第３回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日 時：平成１９年２月９日（金） 

午前１０時００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３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 おはようございます。委員の先生方、大変お忙しいところご出席をいただきまして

ありがとうございます。昨年１２月には地方分権改革推進法が成立するという動きがありました。

特に地方公共団体自らの判断と責任に基づく真の地方自治の実現を推進する流れが加速してきて

いると思っています。 

その中で、本県も、自らの判断と責任による効果的・効率的な県政運営を行い、併せて県民へ

の説明責任を果たすため、政策評価への積極的な取組みをしていこうということで、全庁を挙げ

て目下とりくんでいるところです。 

おかげさまで、評価の意義が徐々に庁内に浸透しつつあるのではないかと思っております。職

員からは「評価を行なうことによって、施策の実施による成果や残された課題が明らかになり、

その後の施策や事業の展開の方向性を検討するのに役立っている」という声が聞こえてくるよう

になりました。少しずつ成長してきたのではないかという感じを持っております。これも、委員

の皆様の御指導によるものと深く感謝申し上げるところです。 

本日は、今年度 後の委員会となります。この４月からスタートするちば２００７年アクショ

ンプラン案及び平成１９年度課所掌の基本施策、それぞれの事前評価について御審議をいただき

たいと考えております。 

アクションプラン案につきましては、昨年１１月に公表しました。パブリックコメントに付し

たところであり、本日の政策評価委員会からの御意見も踏まえて、２月定例県議会後に成案化す

る予定でございます。 

また、課所掌の基本施策につきましては、去る１月３１日の平成１９年度当初予算案の概要の

発表に合わせて、全ての評価帳票を公表しております。 

なお、今回の事前評価の実施に当たりましては、特に当初予算案策定との十分な連携に留意し

ながら取り組んでまいりました。完全ではありませんが、かなりの部分の連携が取れつつありま

す。また、評価の実効性を高めるとともに、簡潔でわかりやすいものとするため、前回の委員会

で見直しを行った新しい評価帳票様式を今回は使用しております。 



  - 2 -

本県の政策評価も、制度が導入されてから４年目を迎えることとなりました。評価手法等につ

きましては、まだまだ改善すべき点も多々あろうかと考えております。逆の言い方をすればもう

四年も経ったのかということにもなりますし、もう少し芽が出てきてもいいのではないかという

考え方も我々としては持っております。 

そのような意味でこれからの展開をしていくためにも、委員の皆様の忌憚のない御意見とお知

恵をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 それでは、本日の議題に入らせていただきます。本日は４名の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。なお、北大路委員におかれましては、所用のために欠席との連絡をいただいており

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。 

 

○森田委員長 みなさん、おはようございます。ただいま部長からもお話がありましたが、この

評価制度も４年目に入るということでございまして、だんだん定着をしてきたと思っております。

世の中におきましては地方分権の新たな動きも始まりましたし、他方では大変厳しかった財政状

況も少し好転の兆しが見えてきたと思っております。しかしながら、まだまだ厳しいことに変わ

りはないのでございまして、その意味でもこの評価制度の持っている意義というのは全く失われ

ていないと思っております。むしろこの評価を活用することによって、限られた資源を上手に使

っていくという必要性は一向に変わっていないと思っています。この評価委員会でもそうした方

向で県の政策運営がうまくいくようにお役に立てればと思っております。 

 

３．議題 

（１）平成１８年度第１・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 それでは早速、議事に入りたいと思います。まず、今年度第１回及び第２回の委

員会におきまして平成１７年度事後評価の結果に対しまして委員会の方から意見をいくつか述べ

たわけでございますが、その意見に対する県の対応状況について、まず議題としたいと思います。

それではこの件に関して事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料１により、「第１・２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、前回までの委員会における意見に対する対

応状況について説明がありましたが、この件に関してご質問等がありましたらお願いいたします。

いかがでしょうか。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。 
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（２）平成１９年度「事前評価」について 

○森田委員長 それでは次の議題に移りたいと思います。本日の本題であります平成１９年度施

策の事前評価についてご議論いただきたいと思います。本日議論の対象といたします個別施策で

すが、第１回委員会におきまして、木村委員から同じ課が担当するアクションプラン評価と課所

掌の基本施策評価の記載内容を比較してはどうかという提案がございました。そこで今回は二つ

の課の担当するアクションプランと課所掌の基本施策、合計４つの施策を抽出いたしまして、こ

れを審議の対象としたいと思います。なお、抽出にあたりましてはこれまでと同様、私と坂野先

生の間でこれまでの抽出状況等を勘案しながら事務局とも相談の上、サンプリングをいたしまし

た。 

 

①事前評価結果の概要について 

○森田委員長 それでは個別施策の審議に入る前に、まず事前評価結果の全体概要について事務

局から説明をお願いします。よろしくお願いします。 

 

＜事務局：資料２－１、２－２、３によりアクションプランの事前評価結果の概要について説明＞ 

 

＜事務局：資料４により、課所掌の基本施策の事前評価結果の概要について説明＞ 

 

○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事前評価を総括するものとして事

前評価結果の全体概要の説明がございましたが、これにつきましてご質問等ございましたら発言

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○森田委員長 初歩的なことかもしれませんが、確認させていただきたいと思います。アクショ

ンプランの重点施策、戦略プロジェクトの順位は、優先順位などの意味があるのでしょうか。中

小企業の戦略プロジェクトが４番目に入ったということを含めてですけれども。 

 

○事務局 特に順位ということはないのですが、アクションプランの基本的な考え方としまして

は、戦略プロジェクトはより横断的にいろいろな課が関係をして進めていかなければいけない要

素が強いものという形で出しているものでございます。いうなれば戦略プロジェクトという名前

のとおり、ある意味格上げといいましょうか、気合が入っている、そういうプロジェクトという

ことになります。ですから戦略プロジェクトと重点施策の違いは今申し上げたようなことでござ

いますが、それ以上の順位付けという考えはございません。 

 

○森田委員長 わかりました。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 
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②個別施策について 

それでは次に個別施策について議論をしていきたいと思います。先ほど申し上げましたとおり、

同一の課が所管するアクションプラン施策と課所掌の基本施策を一括して審議をいただきたいと

思います。まず事務局から審議対象とする施策の対照状況についてご説明をしていただきたいと

思います。よろしくおねがいいたします。 

 

＜事務局：資料５－１、５－２により、アクションプラン施策、課所掌の基本施策の事業対照状

況について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。それでははじめに企業庁幕張新都心整備課が所管する

施策について議題として取り上げたいと思いますので担当課の方からご説明願います。よろしく

お願いいたします。 

 

＜施策担当課：資料６－１によりアクションプラン施策「複合機能都市「幕張新都心」の形成」に

ついて、６－２により課所掌の基本施策「国際業務都市「幕張新都心」の形成」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、幕張新都心整備課が所管する２つの施策に

つきましてご説明いただきました。ご質問、ご意見等よろしくお願いします。 

 

○坂野委員 ご説明ありがとうございました。いくつか細かいことと大きなことがあります。大

きく分けると指標の書き方とアクションプランと課所掌の二つの形式で書かれていることへの実

感と二つあります。従来どおり指標の話をさせていただきますと、まずアクションプランの 終

目的ですとか上位目的のところで波及効果ということと国際戦略拠点ということがメインでうた

われているのですけれども、波及効果については、私がご説明を伺った限りでは指標の中にほと

んど出ていないということがあります。国際的拠点ということに関しても国際性ということを表

現している指標がないのかなということがお話をお伺いしていて感じたことの第一点です。それ

からもう一つは少子高齢化の対応ですとか、次の１９年度の展開というところで少子高齢化への

対応ですとかあるいは新たな時代のニーズに対応したという表現なのですが、これも少子高齢化

への対応というのがどういう観点から出されたのかということが今のお話では見えにくいという

のと、新たな時代へのニーズへというところが具体的に何を表現しているのかということがお話

をお伺いしていて分かりにくかったということが指標に関する印象です。もう一つは指標の書き

方の関連なのですが、もともと幕張新都心自体はある程度計画の事業年度なり幕張新都心の開発

の計画があって 終目標年次で目標達成をねらっていてそれに対して１８年度、１９年度にどこ

まで進捗させようとしているのかというような指標が書かれていた方がプロジェクト開発的なも

のについては分かりやすいのかなという気がします。例えば住宅供給の戸数ですとかあるいは開

発されている面積の話などがそうなのですが、 終的にどれくらいの住宅供給戸数を目指してい

て 終的にどれくらいの開発を何年度までに目指していて今どこまでやっているのかという指標

があった方がこのプランを進行管理するのに分かりやすい指標になっているのかなという気がい

たしました。あともう一つ 後の点は実感として、改めて拝見させていただいてかなりというか
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ほとんど重なっているのかなというのが実感なのですが、実際に課で仕事をされていて進行管理

から考えたときに、どちら側で発想されているのかと。課の仕事である以上は、例えば資料５－

１のブルーの部分は内部管理的な仕事が多いという話だったのですが、内部管理的なものは実は、

アクションプランの仕事をやっていこうと思うと実際は必要なわけだと思うわけです。だとする

と実感としてはむしろアクションプランでやっているというよりは課の所掌の方の仕事の方でや

っていらして、アクションプランはどちらかというとその中で特に重点をつけてやっている事業

をピックアップして見せているという感じかなという印象をなんとなく今、お話をお伺いしてい

てしたのですが、そこら辺は実際どのように担当されている方として感じられているのでしょう

か。差し障りなければお聞かせいただければありがたいと思いました。 

 

○森田委員長 他に委員の方、関連して何かありますか。それではお答え願います。 

 

○幕張新都心整備課 幕張新都心整備の目標、例えば国際性や波及効果がどのように指標に現れ

ているかという質問でございますが、確かに波及効果や国際性についての指標が設定できれば非

常に良いと思います。例えば、波及効果につきましては経済効果ということが考えられると思い

ますが、指標としての数値は作りにくいというのが正直なところでございます。税収も一つの指

標として考えられるかもしれませんが、それも一側面だけになってしまいますので難しいかなと

考えています。ただ活動人口を一つの指標としてあげさせていただいておりますのは、それだけ

人が集まれば、経済波及効果があるであろうということが前提ですので、定量的な指標として一

番わかりやすいということで指標にあげさせていただいているところでございます。国際性等に

つきましても、例えば指標として外国人の方がどれくらい来訪するかとか、国際交流のイベント

がいくつあるかということもあるかと思いますが、それをもって国際的成熟といえるかというこ

とがありますので、それにつきましては今後の課題と理解しております。少子高齢化や新たな時

代のニーズに対応ということについてでございますが、これにつきましては、例えば、少子高齢

化や時代のニーズというのは住宅供給の中で、住宅の造り等の中に高齢者用の施設を設置すると

いう形で行っているという側面がございます。それが指標という形では現れにくいかもしれませ

んが、そのようなところで対応していると思っております。 終的な目標年次や 終的にどこま

でやるのかという 終的な計画目標が掲げてあったほうが良いのではないかというご指摘でござ

いますが、例えば住宅につきましては住宅供給戸数８９００戸の供給というのが現時点での目標

でございます。そういった 終的な供給目標を掲げることは私も適当であると思いますので今後

対応させていただきたいと思います。内部管理的なものがアクションプランとの関係でどうなの

かというご指摘でございますが、アクションプランで掲げさせていただいておりますのが、基本

的な施策でございます。ハード面、ソフト面、内部管理ということで、位置づけさせていただい

ております。施策的に各部局横断的なものや全庁的に重点的な施策に位置づけられているものを

引き続き力を入れて行っているということで意識的に掲げさせていただいているということが多

分にございます。そこが正直なところでございます。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。 
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○坂野委員 確かに波及効果や国際的なものについて指標にすることが大変だということはその

とおりだと思いますが、やはり目標で掲げられているので何らかの形で評価しないといけなくな

ってくるのだと思うのですが、具体的にどうするのか。指標で書くということではないというこ

とですけど、何か関連性が評価されるときに、事後評価をされる時に目標で書かれている以上は

評価しないといけなくなってくるので、そのためにどのように考慮したらいいのか問題になると

思ったもので。 

 

○森田委員長 他に委員の方ありますか。 

 

○木村委員 今の坂野委員の質問との関係で、一点申し上げたいのはやはりこのアクションプラ

ンの帳票と課所掌の帳票の関係です。今ご担当の方からご説明がありましたけれど、私の印象は

むしろアクションプランの方で力を込めて書かれていて、課所掌の方はどうも手薄な感じが見受

けられなくはないという感じがいたしまして、坂野先生のお話とはむしろ逆転してアクションプ

ランの記述が先にあってそれから漏れたものが課所掌の方に書かれているという感じがあります。

これはまったくの印象論なのですが、資料６－２の１ページ目、 終目的、課の使命・役割のと

ころがかなりぶっきらぼうな書き方をされています。これはそもそも幕張新都心という限定が

職・住・学・遊とかこういうキャッチフレーズの前に書かれるはずです。それはもう当然わかっ

ていると、アクションプランで書いてあるのだからもう繰り返すのは面倒くさいというような、

何かそのようなイメージが伝わらないでもないという感じがいたしまして、その辺、課所掌の方

ですね、書きぶりを是非ご検討いただいた方がいいのではないかという感じがいたします。それ

は印象論なのですが。指標のあり方としては坂野先生がおっしゃったように、内部管理的なもの

をもう少し充実させてもいいのではないかというのが私の感想でございまして、アクションプラ

ンと重複していない指標としては資料６－２の２ページ目の公共施設の引継ぎの面積累計、これ

だけです。おそらくこの数値もかなり苦労してお書きになったんだろうと思いますけれども、課

所掌の方ではむしろ内部管理的なものを積極的に取り入れていただいた方がよろしいのではない

かいう感じがいたします。その具体的な書き方はおそらくいろいろ悩ましいところだと思います

けれども、例えばこれも坂野先生がおっしゃった少子化対策ということを資料６－１の冒頭で掲

げておられるのであれば、高齢者対策がどこまで進んだのかというのはやはり指標として書かれ

た方がよろしいと思いますし、思いつきで申しますと資料６－２の平成１８年度からの変更点の

記述の②あたりを見てみますと駐車場のあり方とか書かれているので、その駐車場がどれだけ整

備され、それが少子高齢化の政策にどれだけ貢献しているのか、そういうことを書いていただい

て、要するにアクションプランの指標との住み分けがなされた上で、課所掌の方ではそういう細

かな内部管理的なことを含めて、細かな気配りがどれだけ反映されているのかということを表現

したほうがいいのではないかというのが私の意見でございます。 

 

○森田委員長 今の発言にコメントがありますか。 
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○幕張新都心整備課 木村先生がおっしゃるとおりです。例えば駐車場等につきましては、私も

もっともだと思いますし、駐車場の整備状況等を指標に加えることは前向きに検討させていただ

きたいと思います。ただ、少子高齢化という話は、社会情勢の中で、施策を推進するに当たって

当然考慮すべき事項として掲げさせていただいておりますので、それに特化した形での指標はな

かなか難しいというのが正直なところでございます。 

 

○松宮委員 一件だけ教えていただきたいのですが、平成１７年度でも職・住・学・遊の機能を

備えた複合都市という言い方をされていますが、これまでを振り返り、今年は課題の中で何を一

番強化することがこの複合都市機能を強めることができるのかという点が少しわかりにくいと思

います。何を課題として重点をおいてやっていけば一番効果があがるのかというといところをも

う少し明確にした方がわかりやすいと思われますが、そのあたりの考えをお教えいただけますで

しょうか。 

 

○幕張新都心整備課 何を課題としていくかということですが、企業庁としては土地を整備して

いくことが目標でございまして、そのために企業に来ていただいてその土地をお売りすることで

ございます。しかしながら経済情勢などもありますのでそれだけ単独というわけにはいかないと

思います。ひとつ考えられるのは幕張新都心の中でもやらなければならないという課題として認

識しているのが、少し抽象的ではございますが、まだまだ賑わいが足りないのではないかという

ご指摘が多々ございまして、そういったところにどう応えていくのかというのが課題であると認

識しております。それがどういうものかといいますと例えば住んでいる人が増えれば賑わいも生

まれてくると思いますし、商業施設が立地すれば賑わいも出てくると思います。どれをというこ

とではなく複合的な対応をしていくのが大切なのかなと考えているところでございます。  

 

○森田委員長 よろしいでしょうか。私から一言コメントさせていただきます。全般的な問題で

すけれどもアクションプランと課所掌との関係が、やはりかなり重なっているのではないかとい

う印象を持ちました。これは担当された課の問題というよりもやはり政策評価の仕組みのイメー

ジがはっきりしていないということが明らかになったという気がいたします。これはこれまでも

議論してきたところですし、私自身のイメージで申し上げますとアクションプランの施策という

のはある意味で施策そのものが適切であるかどうかというところの評価が重要なのではないかと

思っておりまして、そのためには今の話ですと幕張副都心を形成していくと、発展させていくた

めにはどういう手段があるか、その手段が他の手段と比べて適切であるかどうか、あったかどう

かというのが事後的評価になるのでしょうし、それを踏まえて将来的にどれが有効であるかとい

うことをチェックするのが事前評価になるのかなという気がしております。そしてむしろ課所掌

の評価というのはそうした施策が選択された時に、それを効率的に実施できたかどうか、実施し

ていくうえでどういう障害があるのかというのがむしろそこでの評価の対象になると思っていま

す。その意味で言いますと、同じようなことをやりますけれども、視点といいましょうか、評価

そのものの対象がずれていると、特に施策そのものを評価する場合には代替案との比較とかそう

した視点というのが重要になってくるのではないかなと思っております。その意味で言いますと

また帳票の作り方をいろいろといじるということになると大変なことになりますけれども、少し
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そうした視点で記述いただくというのが、これからもう少し全般的なことですけどもあってもい

いのではないかと思いました。二番目、少し具体的なことで伺いますと、先ほど国際化について

なかなか指標を作るのが難しいというお話がございましたけれども、例えば課所掌の資料６－２

の３ページを見ますとインターナショナルスクールの設立と書かれているわけでございまして、

私はこれは国際化の一番の目玉なのではないかという気もしたわけですし、予算措置としても１

８年度が１４００万円だったのが４億１２００万円も予算措置がされているわけなので、この辺

については国際化推進のための施策の選択として重要なポイントとして私は受け止めたのですが。

それとそのことを考えますと次に幕張新都心の中間指標のその下にあります就学者数がずっと平

成１７、１９年、２０年と変わっていないのですけれども学校をお作りになったら増えるのでは

ないかなと素朴な疑問なのですが。松宮委員の言うこととも重なるのですが、あることをした場

合にはこういういろと関連して、イメージといいましょうか、変わってくるという連関性という

ものが少し見えにくかったという気がするのですけれども。 初の点はともかくとしまして二番

目の点についてお答えいただけますでしょうか。インターナショナルスクールというのが私の誤

解かもしれませんが、名前からして国際化にかなり結びつくのではないかという気がしたもので

すから。 

 

○幕張新都心整備課 インターナショナルスクールについてはどんどん整備するのではなくて一

校と理解しています。ただ国際化の流れの中でどういうことをやったかという風にとらえればこ

れもひとつの国際化であると思いますし、国際関係のイベント等があればそれも一つの国際化で

あると思います。ただ共通の国際化の指標となると難しいのではないかと考えております。 

 

○森田委員長 それはおっしゃるとおりです。ただある程度重なるところもあるのかなという気

がしますし、学校を作るのはここの位置付けですと産学連携の施策のひとつになっていますけれ

どもその施策が同じように国際化にも結びつくのではないか。二重にカウントしてまた混乱が生

じることもあろうかとおもいますけれども、実際の施策というのはひとつの目的だけではなくて

いろいろなところにも関わってきているという気がしますので。これはひとつの例であります。

それについて書き方の問題についてはこれから学ぶところがあるのかなということを申し上げた

かったものですから。 

それではよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 

○森田委員長 続きまして文化振興課が所管する施策を議題としてそちらの方に移っていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

＜施策担当課：資料７－１によりアクションプラン施策「ちば文化の創造に向けて」の形成」に

ついて、７－２により課所掌の基本施策「ちば文化の創造」について説明＞ 

 

 

 

 



  - 9 -

○森田委員長 どうもありがとうございました。ただいま文化振興課が所管する二つの施策につ

いてのご説明がありましたが、ご質問、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。これも先ほどと同じで、アクションプランと課所

掌がほとんど重なっている例なのですけど、また先ほどと同じで指標の話と関係の話をさせてい

ただきたいと思います。ひとつはもともとの上位目的といいますか、基本的な考え方の中に文化

の伝承ということともう一つは新しい文化の創造ということを掲げられているのですけれども、

なかなか難しいのかもしれませんが、文化団体の加入者数ですとか利用者数というものだけの量

的なものではなくて、何か文化が本当に伝承されて創造されていることがイメージがわくような

指標がないのかなと。難しいのかもしれませんが。例えばホームページの中で千葉の文化資源の

リストが作られているということですが、そのような新しく発掘された文化資源が認定されてい

るかどうかわからないのですが、そのようなものの数だとか、どういうものが新たに文化として

見つかってきたのかということを指標として出してみたりあるいはボランティアということも単

に文化団体の加入者が増えているということなのですけど、ボランティア的なことが増えてきて

いることによって、少し文化活動と市民とのかかわり方が質的に変わってきているということが

表現できるような指標になりうるのかと。何かそのような工夫が、大変かもしれませんがもう少

しできそうな気がするのですが。もうひとつは、定義の問題なのですけれども、文化団体加入者

数というのは文化団体というものの定義によってずいぶん変わってしまうのではないかと思うの

ですが、どういう定義となっているのかお聞かせ願いたい。もうひとつ細かい話なのですが、一

番 初に出ている指標が特にそうなのですけれども、文化施設等の利用者が数字としてあがって

いて、次の年に利用者の向上に努めますということが書かれていて、なかなか数値として出すの

は難しいのかもしれませんが、ちょっと気になったのが、長期的な傾向として過去どのように利

用者が増えたりあるいは減ったりしているなかでこういう記述がなされているということがわか

るとここのもって意味づけももう少しわかるので何かそこら辺の長期的な傾向の中での数値の意

味が表せると読み手としてはいいと思いました。三番目なのですが、文化活動に関しては部門と

地域ごとでそれぞれいろいろな活動があるという説明が冒頭にあったのですが、どういう部門で

あるいはどういう地域でどういう問題を抱えていて政策としてどこら辺に重点を置いていくかと

いうことの分析とこのプランの書かれ方が対応していると、何か千葉なりの掲げている問題なり

特徴のウエイトがはっきりすることとの関連で見えるようになると思う気がしました。 後です

が、アクションプランの関連なのですが先ほどもお伺いしたのですが、実感として課のミッショ

ンを考えて柱立てを考えるとこういうものがあってその中でこれはアクションプランとしてうま

く打ち出せそうだからというのでアクションプランの方に載せたのか、あるいは逆にアクション

プランがあったのでむしろ課のミッションの柱立てというのをそちらにあわせて対応がされて編

成されているのがいいとお考えになって柱立てを考えられたのか、どちらだったのかということ

をお聞かせ願えると関連を考える上で参考になるかと思いますのでもしわかれば教えていただき

たい。 

 

○森田委員長 それではお願いいたします。 

 



  - 10 -

○文化振興課 お答えしたいと思います。私どもも、文化の進み具合というか広がりを数値とし

て表すということが、正直言って非常に難しいと考えております。そもそも文化というのは、そ

のように数値で測れるものではないのではないか、ということが基本的にはございますので、私

どもとしては、これが必ずしも適切であるとは思っていないところでございます。 

初にご提言がございました、いわゆる質をあらわす指標が何かないのかということでござい

ますが、今までのところなかなか質をこういう形の数値で、定性的なものを定量的なものに転換

するというのは、非常に難しいという要素がございます。ただ、新しい事業展開、先ほど申し上

げましたボランティア事業ですとか、ご指摘のアクセス件数の中をさらに分析するとか、そうい

うような形で質の面を何らかの形で取り入れる工夫を検討してみたいと思います。 

次に、芸術文化団体の定義はどういうものかということですが、芸術文化団体には、実はいろ

いろなものがございます。例えば、昔からある俳句の同好会的なものがだんだん発展し、大きく

なっていき、各地区ごとにある団体がいくつか集まってお互いに交流しようとか。また、例えば、

近では映像が非常に人気でございまして、８ミリビデオがございますが、そのビデオを使った

映画だとか簡単な記録映画を作る方が増えています。こういう方々がお互いに作品を見せ合った

りしているうちに、これをひとつの団体として作っていこうと。このように発展してきたものが

今までにいろいろございます。それから各地区ごとに、例えば館山市でいろいろな文化活動をし

ておられる方々が集まって団体を作るというようなものがございます。それでは、それですべて

かといいますと実はそうではございません。それ以外にかなりの数の文化団体があろうかと思い

ますが、これらは必ずしも組織化されたものばかりではありませんし、流動的でございまして、

把握自体が非常に難しい。今、私どもが直接把握しておりますのは、県域で活動している芸術文

化団体やＮＰＯ団体でございます。 

それから「利用者の向上に努めます。」という表現についてですが、文化施設等の利用者数は、

毎年かなり変動があるのが実態です。文化会館や美術館で行われます事業というのは、自ら行う

自主事業と同時に貸館的な事業がございます。例えば文化会館では、一般ではなかなか行われな

いような、採算的に合わないような事業を自主事業として行っておりますが、それ以外に貸館事

業として、人気歌手によるコンサートや、クラシックなどもいろいろ話題になっている方々を呼

んで演奏会を行うというようなものがございます。そのために、人気のある貸館事業があります

と利用者数が増えたりと、かなり変動がございます。また、博物館では房総のむらにつきしては、

天候によって非常に入場者が左右されるという要素がございまして、なかなか明確な目標を立て

にくいということがございますのと、年度によってかなり変動があるというのが実態でございま

す。 

文化団体の傾向とその分析評価ということでございますが、私どもは文化団体の協議会と共同

事業も行っておりますし、お互いに共同して文化振興に努めているという非常に良好な関係にご

ざいます。ただ全体の問題としては、若い人たちがこういう団体にあまり加入しないという傾向

がございまして、どちらかというと高齢者が多くなってきているという問題点を持っております。

ですから、今後若い方々の文化参加が大きな課題ではないかと分析しているところでございます。 

後に、アクションプランと課の事業との位置づけということでございますが、実は文化とい

うのは非常に重要な役割を担っていると考えておりまして、知事も経済の発展と文化というのは

車の両輪であるという表現を常にされております。ですから私どもはこのアクションプランの中
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で文化振興というものを、やはり大きく位置づけていくべきであり、文化振興課というのはあく

までその中の一部を担うものでございまして、当然、教育委員会も大きな役割を担っているわけ

でございます。文化といいますと狭くとらえる場合と広く捉える場合があると思います。私ども

はどちらかというと文化芸術を中心とした文化を所掌しておりますけれども、文化の中には食文

化もございますし、伝統工芸というようなものもございますし、その捉え方もさまざまございま

す。このように、文化は幅広い課が所掌しているものであり、私どもはその一部を担い、またそ

の全体の調整をとりながら、県全体の文化振興を図っていく役割を担うものと思っております。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 はい、ありがとうございます。 

 

○木村委員 今までの話と重なり合うことなので簡単なコメントさせていただきます。まず第一

の文化の質的な要素というのは、私も非常に大事だと思うのですがなかなか難しいというご認識

ももっともだと思っておりまして、そもそも大学も文化の担い手でございまして、この辺を突っ

込まれると私の仕事あるいは大学の仕事にもかかわるような気がしてちょっと恐れ多いところも

ございますけれども、量的なものだけではなくて質的な要素、例えば住民の満足度とかですね、

そういうものも検討される余地はあるのだろうという風に思います。そうは言ってもこのアクシ

ョンプランはそもそもある意味、時代に抵抗するような側面もあるわけですね。若者の文化とい

うかボーダレス文化に抵抗して伝統的なものを育て上げようという苦しい要素もあると思います

のでちょっとその辺をご検討いただければと思います。それからアクションプランの帳票と課所

掌の帳票、この関係も、今議論があったところですが、先程の話と同じなのですが資料７－２の

冒頭の課の使命・役割のあたりもう少し丁寧に書いていただいた方がいいのではないかという感

じがいたします。アクションプランの帳票との比較でこの資料７－２の冒頭の課の使命・役割の

中で意味のある言葉を拾うとすれば一番 後の環境整備という言葉だけですね。これは重要だと

は思いますけれども、だとすれば環境整備という言葉がその下の施策展開の柱にうまくつながる

ように、つまり施策展開のⅠだけではなくてⅡ、Ⅲにもつながるような記述をご検討いただけれ

ばと思います。それから同じくアクションプランとの関係ですが、委員長がおっしゃるように課

所掌の方では施策実現のための効率性だとか有効性というものを考える必要があると思いますし、

坂野委員のお言葉で言えば内部管理的な要素をもう少し重視した方がいいと一般論としては言え

ると思います。ここでも、例えば施策展開のⅡのところで資料７－２の３ページあたりでござい

ますが、柱のⅡの概要の一番 後のところで公共施設の活用ということを掲げているわけですか

ら、もちろん利用者数というところもひとつの切り口ではございましょうけれども、例えば公共

施設の利用率とかですね、あとコスト分析とかそういった効率性の観点から別に指標を掲げる余

地もあるのではないかということでご検討いただければと思います。 

 

○森田委員長 ではコメントを簡潔にお願いします。 
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○文化振興課 質的な面につきましては、先ほど申しましたように今後の課題として検討してま

いりたいと思います。 

次に、特に若者文化との関係、これは非常に重要だと考えておりまして、いろいろな場で若者

を活用していきたいと考えております。 

それから資料７－２の記述等につきましては、今後の課題とさせていただきたいと思います。 

 

○松宮委員 ほとんど重なっておりますのでひとつだけ感想なのですが、千葉県独自のちば文化

を創るというのはなかなか時間もかかるし難しい問題だと思います。どういう方向に向かって作

っていくのか、例えば県民が全員参加していくような文化をつくりたいのか、あるいは千葉県が

これまでいろいろな地域でやってきたものをうまく外に発信する形での文化づくりということな

のか、また、そのために今年は何をし、来年はさらにどうしていこうというような形で、もう少

し長期的なプランを含めてはっきりすれば県民にわかりやすいのではないかなという気がいたし

ました。 

 

○文化振興課 文化振興において行政がどのような役割を果たすべきかというというのは、とて

も難しい問題だと思います。もともと、行政が先導・誘導するものではないだろうと思っていま

して、私どもは県民がより文化のうねりを作りやすいように、そのような活動が行われやすいよ

うな環境をできるだけ整備していくということに全力を尽くすべきではないかと思っておりまし

て、兼ね合いといいますか、そこのところをいつも考えながらやっているというのが正直なとこ

ろです。 

 

○森田委員長 はい。どうもありがとうございました。それではどうぞ。 

 

○坂野委員 アクションプランの担当課として、他の課が担当している事業なり評価というのを、

課をまたがってどの程度できるのかと思っているかお聞かせ願いたいのですが。 

 

○文化振興課 この中に記載のある教育委員会の所掌しております事業ですとか商工労働部の事

業のことだと思いますが、教育委員会の事業につきましては、教育委員会の方から房総のむらの

あり方について説明を受けるとか、伝統的工芸品につきましても、商工労働部の方からその説明

を受ける等のことはございますけれども、実際その評価まで踏み込んできたのかというと、必ず

しもそれについては不十分ではあったかと思います。今後それも考えていかないといけないと思

います。 

 

○森田委員長 はい。どうもありがとうございました。大分時間も押しておりますので一応以上

で個別施策についての議論は終わら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。以上で抽出施策を中心とした議論が一通り終わりということにさせていただきたいと思いま

すけれども、本日の審議結果を踏まえて平成１９年度の施策の事前評価結果全体について何かご

議論いただくところ、これは評価方法の改善に関わることだと思いますけれども、それにつきま

して何かございましたらお願いします。大体出たという気がしないでもないのですが。 
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○坂野委員 他のアクションプランとどの程度違うのかわからないのですけれども、かなりの部

分が課の施策の中心の部分がアクションプランになっていたものということもあるとおもうので

すけれども、こういうものについてはひょっとすると各施策の柱の立て方も同じなので、そこの

部分はかなり二度書くのは確かにどうかなと思いますけれども、課のミッションがあってその中

でこういうアクションプランを課として柱立てのうちの主要な部分は同じ体系でアクションプラ

ンとしてやっているというのを明示してしまえば、あとはアクションプラン側で完全に同じもの

でもかまわない。プラスアクションプラン以外のことでどのようなことをやっているかというこ

とを少し課の施策の方はメインで書いていただくというような、帳票を変えたらということは、

委員長の話にあったようにどうかと思いますが、そのような方法もあるのかと思います。後は逆

にアクションプランの評価を考えると必ずしもせっかく課をまたがってやっているという性格が

あるにも関わらず、なかなかトータルの評価がどこまでできているのかということが難しい問題

をかなり含んでいるのだなという印象を持ちました。そこら辺どのように総合的に課をまたいで

評価していくということについて課題として残っているのかなという気がいたしました。 

 

○森田委員長 大きな制度のあり方について改革するようなことが出ましたのでまた事務局の方

でご検討いただきたいのですが、ここでは思いついたことを少し、特に建設的なご意見を言って

いただければと思いますが。今もそうですけれども。木村委員どうぞ。 

 

○木村委員 思いつきで申し上げますと、今の坂野委員のご指摘とほぼ同感でございまして重複

するところは効率よくと考えるべきだと思います。ただこの事前評価に関してはこのアクション

プランの帳票は形式的に作ったという理解ですよね。特に帳票を作る必要はないけれどもこの審

議のためにということでしたのでそういう意味でここで見るほど重複はないのでしょうが、ただ

書き方としてはやはり課の所掌事務の帳票、もうこれはアクションプランのこれに関わっている

という書き方をした方がいいのではないかと思います。例えば文化の資料７－２で言えば資料７

－１のアクションプランを受けて具体的な施策をやるのだという書き方をした方が読みやすいと

も思うし、そのアクションプランとの関係も分かりやすいと思うので、むしろアクションプラン

を受けて具体的にどうやるのだというやり方あるいは内部管理のやり方についてもう少し記述を

変えた方がいいのではないかという感じがいたします。それから課の帳票に際してはアクション

プランで漏れたものを繰り返して言えば内部管理的なものについてきめ細かな指標をもう少し独

自に掲げる余地があるのではないかと思います。 

 

○松宮委員 私も同感で、重複作業はできるだけ少なくした方がよいと思います。また、課をま

たがって一緒に担当するアクションプランの指標の立て方について、どちらが主に所管する指標

かを分けて掲げておかないと、評価のときに非常に難しくなる可能性もでてくるのではないかと

思います。指標については、どちらの課が中心にやるかわかるような指標をきちんと作っていく

ことが重要なのではないかと思いました。 
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○森田委員長 ありがとうございます。私もいわせていただきますと以前に比べまして、今回木

村委員の提案でございますけれども、アクションプランと課所掌のものを重ねて見ることによっ

てかなりいろいろな新しいことも分かってきたかと思います。それなりにそれぞれの担当課がず

いぶんご努力されていて、たぶんやっていらっしゃる方もアクションプランの評価と課所掌の評

価をどういうふうに切り分けるかということに大分ご苦労されているところがあるのではないか

なと思っております。私自身これからさらにどうしていくかということですけれども、一ついろ

いろな資料を拝見していて思いますのは、やっていらっしゃる方はある程度イメージが出ている

のかもしれませんが、ある目的に対してこういう手段があってそしてさらにその手段を達成する

ためにこういう施策とか事業とか仕事があるというところの体系といいましょうか、絵が外から

見ていると見えにくい気がいたします。どうしてもそこの評価を数値的な目標をたててするとい

うことになりますとその中で数値化が可能なものを拾ってこられるわけですけれども、それが施

策全体の体系の中でいったいどういう位置づけ、意味をもつのかということがちょっと見えにく

いというのは評価する方にとっても非常に、外部からですけれども、しにくいという気がします。

一例をあげますと文化行政というのは昔から言われているのですけれども一体なんなのかという

ことがなかなか難しいところがあろうかと思います。伝統的にこういうものだというものがある

のですけれども、本当の政策の中でいいますと財源が厳しい折に社会保障を重視すべきか文化行

政を重視すべきかという議論がまずはじめに一番上のレベルであるかとおもいます。けれども、

これは評価の対象ではなくてむしろ政治的な判断でお決めになることだと思いますけれども、仮

に文化行政というものに対してきちっとそれを推進していくというときにそれがなんなのかとい

うことについてもうちょっと議論の結果が見えるような形にしていただくのがありがたいと思い

ます。例えば、これは全くの思い付きですけれども、文化行政という場合には住民の中からです

ね、自己充実といいますか、自己啓発といいましょうか、内的な教養文化に対するニーズがある

わけです。それにいかに応えていくのかというのも大きな意味での政策になるかと思いますし、

もう一つは文化財その他につきましてですね、それをどういう形で保護していくのか、さらに言

えばそれを観光資源としてどういうふうに活用していくのか、こうなりますと産業政策に近づい

てくるものがあると思いますが、そういう形でいくつかの切り口があるかなと思っておりますし、

その中でも例えば若者に対する芸術の、 近の音楽とかは、先ほどの話ではありませんが、一定

のニーズがありますとマーケットが成り立つ世界ですのでわざわざ行政が出て行ってそこまでし

なければいけないのかという話になるかと思います。他方、文化財、有形、無形がございますけ

れどもそれの発掘とか保存とか言うのはこれはなかなか民間ではしにくい。それを発掘してビジ

ネスに結びつければ観光になるのかなと、そういうストーリーが書けると思うのですけれども、

その辺のストーリーがある程度明確に意識されているかどうか、その中で行政は何をすべきか。

一般の県民の方からそういう文化に触れたいという要望があるけれども、なかなかそこでマーケ

ットが成立しない時に行政がその場合に機会を作る、あるいは施設をつくると。そういう絵が見

えてきて初めて文化的な施策の位置づけになろうかと思います。そこのところの話、お願いです

けれどももう少し体系的に簡潔にお示しいただけると「ああ、なるほどそうなのか」と。そうし

ますと文化財の発掘というのはなかなか量的には示せないのかもしれませんけれども、それなり

の重視をしていると。それはそれなりに蓄積してきますとこう仕事をされているということが見

えてくるのではないかという気がします。敢えて言えばアクションプランのレベルで言いますと
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そういう総合的な文化行政というのは一体どういうものなのかということがあってそれぞれの達

成目標がある。それをブレイクダウンしてそれぞれの課に分担していく。それぞれのところでは

与えられたミッションがどれくらい達成されているのか課所掌の評価の話になるのかなという気

がします。その意味で言いますと大きな政策のレベルと具体的な課所掌の施策のレベルではやは

り切り分けというものがもう少しできないか、そこでの混同があるというのと、もう一つはこれ

はなかなか難しいところですけれどもアクションプランそのものがですね、縦割の構造を超える、

いわば総合化するという形で立てられていますけれども、こういう言い方をしてはいけないのか

もしれませんが、総合的な形でプランを作るのではなくてそれぞれの所掌のところで作られたも

のをいわば合わせる形で総合化がされているものですから、もう一度評価で切り分けてしまって

いる気がしましてね、そこでまた重複が起こってくる。これは根本的に言いますと組織の組み換

えとかいろいろなことをしないとなかなか解決しない問題ですけれども、それは意識されること

によってそれぞれのアクションプランに盛り込まれているのがそれぞれの課のミッションを足し

合わせて体系ができているのであれば、アクションプランと課を二重に評価するということは意

味がないのではないかとか、思いつきでいろいろ申しましたけれども、そういう意味でもう少し

体系の方を、せっかくこれまでいろいろとされてきてだんだん評価の指標の設定の仕方であると

か帳票の記述の仕方であるとか、そういうものについてはかなり当初に比べますとずいぶん良く

なってきたと思いますので、さらにこれを活かしていくためにはそうした意味での考え方の問題

だと思いますが、それについて整理をしていただいて、ひとつはモデルを示すのが一番わかりや

すいのかもしれませんけれども、そうした形で事務局の方も是非これからよりよくしていくため

にご努力をいただければと思います。 

 さて、予定された時間、残り少なくなりましたがだいたいこれくらいでよろしいでしょうか。 

 

（３）今後のスケジュールについて  

○森田委員長 それでは次に移りたいと思います。三番目の議題といたしまして、今後のスケジ

ュールについてご説明願います。 

 

＜事務局：資料８により「今後のスケジュールについて」説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま、今後のスケジュールについて説明がありま

したが、よろしいでございましょうか。第１回、第２回は大体同じ時期に２回やるわけですね。 

 

○事務局 はい 

 

○森田委員長 わかりました。よろしいでしょうか。それ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。 
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（４）その他 

○森田委員長 それではその他事務局の方から何かございますか。 

 

＜事務局：政策評価アンケート、政策評価の研究会方式の研修会について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。アンケートについては結果を是非ご報告いただいて、

それを見ながら何を改善すべきかということについて考えてまいりたいと思います。また、研究

会につきましては今後の政策評価のあり方につながるものでございますし、委員会からもどなた

か参加していただきたい、できるだけ多くという話もございましたが。そして前回の委員会では

坂野先生からモデル評価帳票の作成に関するお話もございましたので、これにつきましては、事

務局の方から聞いているところでは、坂野先生がご協力いただけるということですのでよろしく

お願いいたします。この件はよろしいですね。それでは事務局さらに何かありますか。 

 

○事務局 ございません。 

 

４．閉会 

○森田委員長 それでは予定の時間を少しオーバーしてしまいましたが、本日はこれで終わりに

したいと思います。どうもありがとうございました。 

 


