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平成１９年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成１９年７月１０日（火） 

午後２時３０分から 

場所：中庁舎３Ｆ第１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１９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 皆さま大変暑い中、森田先生をはじめ委員の皆さま方、ご出席いただきまして本

当にありがとうございます。それだけではなくて、この評価のシステムを実際に作り、そして運

用していただくために大変にお力を注いでいただいたことにも厚く御礼を申し上げたいと思いま

す。 

専門的なことについては、先生方の方が私より詳しいのであえて申し上げようとは思いません

けれども、評価ということを最近の年金の問題その他を見ますたびに実は、「ああ、やっぱり評価

というのはとても大事なのだ。」とつくづく思っております。私は７年間だけ IUCN という、ユネ

スコのような組織なのですが、自然の保護をやっている組織の理事をやって３年くらい副会長ま

でやらせてもらったのですが、ヨーロッパの人たちのいわゆる evaluation のすごさというもの

に、ほとんど辟易していました。もう何か新しいことをやるよりも、今までにやったことについ

ての evaluation、evaluation、evaluation。もう理事会でも evaluation の成果、むしろ何をや

ったかというよりも、それが正しかったのか、このお金の使われ方がよかったのか、方法論とし

てどうだったのかという evaluation の厚い冊子がでてきて、evaluation に対してまた意見を言

うというようなことを見て、これはやりすぎではないかというのが正直な印象だったのですね。

それで、これでは前向きに大胆にスタッフの創意工夫でもってそれぞれの出先の、スイスに本部

はありますけれども、世界中にそれぞれの出先がありますから、そこで思う存分仕事ができない

のではないかというのがまず印象でございました。しかし最近の国の年金がらみのいろいろなも

のを見ていますと、あのヨーロッパの人たちのしつこさ、ヨーロッパだけはないのですが、アメ

リカを含めての国際的な機関でのお金の使われ方、それは国がメンバーですからそれぞれの国の

税金、あるいは donation ももちろんあるのですけれども、それに対してあそこまで厳密に

evaluate していくということのすごさというのは、やはり必要だったのかなと最近思うようにな

りました。技術的な問題も随分あるとは思いますけれども、私ども地方自治体として、県でいろ
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いろな計画を立て、そしてそれを事業化して実行させていただいておりますけれども、きちっと

した評価ができることがむしろ次の事業化へのひとつのばねになるのだと最近は思うようになり

ました。きちっと評価されることが大変大事でございまして、それはむしろネガティブな問題で

はなくて、前向きに評価の効果が示されていくというのが一番良い評価なのではないかというの

が最近の印象で、最近、ＮＰＯの評価をちょっと見せていただいたりしたのですが、そこに書か

れていたことは、これは評価する、そしてここのところはもう少し改善するべきである、次には

こういうことをやるべきだ、というようなことが書かれていて、あれは実際に実行した人たちか

ら見ますと「ああ、そうか。」と自分がやってきたことのどこが前向きに評価され、そして改善点

がどういうところにあって、そしてどういう効果が実際に出たかというようなことが認識できる

という意味でも県庁の職員にとって大変有効だろうと。それから外に発注しているような事業も

ございますけれども、いろいろな評価の技術というのは、それによって評価がどのような効果を

実際にいたしていくのかというのが決まってくるのではないかというふうに思っております。 

これからも私どもアクションプランというやり方でやらしてもらっているのですが、その他に

いろいろな計画を今、作っています。環境基本計画は今、策定作業の真最中です。それからもう

一つ、環境のことではあまり今まで計画づくりをしてきませんでしたけれども、生物多様性、こ

れは国家戦略を作っている真最中ですが、初めて日本の中でその県バージョンを作っていこうと

いうようなこともやっておりますし、それから農業が２位から４位に落ちたので今度はまた２位

奪還ということを目指して農業・農村づくり計画、そしてこれは国の方の法定計画で県土利用計

画というものがありますが、県のグランドデザインということで非常に大きな計画づくりに取り

かかっております。また、健康、医療、福祉の分野を横断的に見直していこうということを今、

政策化していますけれども、これも国で縦割りとなっている法定計画が３つあるのですが、市町

村レベルにいくともう縦割りでは本当はこれだけお金のない状況の中で運用しきれません。本当

に人口の小さいところで高齢者の介護と障害者の介護をばらばらでやっているのではあまりにも

無駄が多い。それを一緒にやらせてほしいといっても絶対だめで、いまだに厚生労働省ではだめ

なのですが、今度それを特区でできるようになりました。そういうようなことで横断的総合的な

仕事に初めての挑戦をやっていくときに、やはりその evaluation、評価をきちっとやっていただ

くという形がとてもよろしいのではないかと思っておりますので、これから本当の意味での真の

地方自治、分権の時代を確立していくためには、これからの計画、どのような形で予算を執行し

ているかということの情報公開もございますが、その評価をしていただいた結果をさらにまた情

報公開することによって県民に対しての説明責任を果たすことにもなるのではないかと考えます

ので、委員長をはじめ委員の先生方に期待するところ大でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

○司会 大変申し訳ございませんが、堂本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。 

 

○堂本知事 どうぞよろしくお願いいたします。 
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○司会 続きまして４月１日付の定期人事異動により着任いたしました職員の紹介をさせていた

だきます。総合企画部長は前商工労働部長の飯田が着任しておりますが、本日所要により欠席さ

せていただいております。次に着席順に、永妻総合企画部次長、小林企画調整課長、半田企画調

整課副課長兼政策評価室長をご紹介いたします。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５名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１８年度「事後評価」について 

○森田委員長 みなさんこんにちは、お久しぶりでございます。最初に少しご挨拶をさせていた

だきます。いま知事の話にもございましたように、評価には方法的に難しいですが、何年か繰り

返しましてようやく定着してきたと思っております。これからは、試行の段階を過ぎまして次の、

どう施策の改善に活かしていくのかという段階に入ってきたと思っております。そのためには、

評価に伴う負担を出来るだけ減らして、なおかつ効果的な方法をさらに追求していかなければな

りませんし、今の知事のお言葉にもございましたけれども評価をされるといいますといやな気分

になるところもありますが、そうではなくて評価を活かして自分の見えなかったところを鏡に照

らしてわが身を見るというように、プラスに転換していくという発想でさらに充実させていく必

要があると思います。また、今、知事のお話の最後の方にもございましたように色々な計画を千

葉県のほうで立てているということです。それは、計画を立て、実施しそれを評価し改善すると

いう Plan-Do-Check-Action というサイクルに結びつくと思いますので、そうした形で進めて行き

たいと思っております。それでは、議事に入りたいと思います。まず、平成１８年度施策の「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ですが、平成

１８年度第１回委員会において木村委員から「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」というご提案がありました。そこで平成１８年

度第３回委員会では、２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施策を

抽出し、「事前評価」として審議対象といたしました。今回は、前回委員会と対をなすかたちで、

「事後評価」を審議対象とし、同じように、２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施策を審議対象にしたいと思います。それでは、審議を進めてまいりたいと思い

ますが、個別施策の審議に入る前に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・ご

報告お願いいたしたいと思います。 

 

 

＜事務局：資料１－１、１－２により、 

事後評価結果の全体概要について説明＞ 
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○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、これについて、ご質問等がありましたらお願い

いたします。はいどうぞ 

 

○坂野委員 とてもよくまとめていただいたと思うのですが、一つ気になりましたのは、課所掌

の方の６の所で、現状維持と拡大だけで縮小がないというのは、税収が多少良くなっている状況

とはいえ、長期的には税収が厳しい状況にあるなかで、スクラップアンドビルドが一つのキーワ

ードになっている時に、もうぎりぎりのところでやっているのでしょうがないということなので

しょうか。この数字だけ見ると、どのように理解すれば良いのでしょうか。最後の表に対してど

のように考えているのかというコメントを全体の講評としてつけていただけると、読み方がわか

ってよいと思います。 

 

○森田委員長 このことについて、事務局の方では何かありますか。 

 

○事務局（企画調整課） ご指摘のとおりだと思います。ただ単に数字だけを公表するのではな

くて、担当部局として考え方を添えた上で公表したいと思っております。 

 

○森田委員長 現時点で判定できないとされている項目が多いのですが、これは、ある時期がく

ればかなり判明するものなのでしょうか、それとも技術的な理由で難しいものなのでしょうか。 

 

○事務局（企画調整課） 最終成果指標は色々な統計とか使っている訳ですが今、取りまとめて

いるのは 7 月上旬現在です。実際に公表するのは８月末ないし９月初めになると思うのですが、

７、８月中に結果が出るものがもっとありますので、判定できないとされる項目はもっと減ると

思います。 

 

○森田委員長 いかがでございますか、よろしいですか。それでは、次の議題に入りたいと思い

ます。 

 

（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。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ご審

議したいと思います。まず、事務局からご説明お願いします。 

 

＜事務局：資料２－１、２－２、３－１、３－２により、 

審議対象課のアクションプラン施策と課所掌基本施策の事業内容及び記載内容の対照について説

明＞ 
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○森田委員長 ありがとうございました。先ほども申し上げましたが、今回は、前回委員会と対

をなす形で、「事後評価」におけるアクションプラン施策と課所掌施策の重なり具合も見ていただ

くことになっております。毎回質疑いただいています評価技術等も含め、事務局の説明を踏まえ

ながら、担当課への質疑、御意見等をお願いしたいと思います。それでは、はじめに、健康福祉

部児童家庭課が所管する施策を議題としたいと思います。施策の担当課からご説明をお願いいた

します。 

 

＜施策担当課：資料４－１により施策「次世代育成支援対策の推進」、４－２により重点施策２

「次世代育成支援対策の推進」について説明＞ 

 

○森田委員長 ありがとうございました。ただいま児童家庭課所管の２施策について説明がござ

いましたが、これについてご質問等ありましたらお願いいたします。では、坂野委員からお願い

いたします。 

 

○坂野委員 ご説明ありがとうございました。アクションプランと課の施策の関係もあるのでし

ょうが、まず指標の設定の仕方について、どう評価と結びつけるかとも関係があるのですけれど

も気になりました。基本施策の進行管理票で申し上げますと、施設なり、会議なりが目標どおり

に設置されていないので、それをどうしたらよいのかという評価はなされているのだけれども、

実際に施設なり、会議なりを作ったことによって、児童に関わる問題を抱えていらっしゃる方の

問題が解決している、していないということに対する評価がないというのが気になる点で、それ

が何に関係しているかといえば最終成果指標の所で施設数を上げられているのですけれども、も

ともとの課の使命・役割の所で書かれている「子どもを育てる環境がなかなか出来にくくなって

少子化が進行していること」が問題であるとすれば、生みたい子どもの数と実際に生まれている

子どもの数のギャップがどれほど縮まっているか、といった指標の方が、施策のサービスを受け

る、サービスの受給者の側に立った指標ということで、最終指標として良いのではないかなと思

います。それは、公園の設置についてもそうですけれども、実際に設置したことによって今まで

と違うどのような効果が生じたのか、子どもの遊び方とかそこで遊んだ子どもたちにどのような

変化が生じたのかを見ていかないと、ただ数が足りないと言うだけではだめなのではないかと思

うのですよね。それが無いと、本当の意味での評価とはいえないのではないかなと思います。 

 

○森田委員長 行政側でどれだけサービスを供給したかを表すアウトプットではなく、実際に問

題の解決や社会状況の改善にどう結びついたかというアウトカムの指標が本来の評価のあり方で

はないかというご意見だと思いますけれども、実際には難しいと思いますがどうでしょうか。 

 

○児童家庭課 ご指摘のとおりだと思います。政策評価制度が導入されたときに、政策というと

ころまでになかなか思い至らなかったということがございまして、事業評価ということで最初に

取り組んでしまったという点がありました。具体的な目標を設定するということで、どちらかと
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いうと数値化しやすい目標を立ててしまったと言うところがあったのではいかと反省しておりま

す。ただ、一つ申し上げれば質的なものの整備を評価することが難しいというところもあって、

量的な整備を求められている事情がございました。量的な目標をたてて、それに併せて質的な整

備もしてくという意味合いもあろうかと思うのですけれども、なかなか評価の指標としてはあげ

にくいということで、こういった量的な数値目標を入れてしまったという事であろうと思います。

ただ、おっしゃるとおり単なる量的な観点ではなくて、当然質的な観点や政策的な意義の観点か

ら評価を頂くのが本来の形だと思いますので、目標設定については今後勉強してまいりたいと思

います。 

 

○森田委員長 他にいかがでしょうか。では、北大路委員お願いいたします。 

 

○北大路委員 一つ教えていただきたいのですが、基本施策進行管理票の 4 ページに「地域住民

が一緒になって子どもと子育て家庭を支える地域力」ということが書かれておりますけれども、

どのような意味なのでしょうか。 

 

○児童家庭課 ごく簡潔に申し上げますと、子育ては一部の人が行うのではなく、地域の中で地

域の住民が自ら行っていくということで、その環境づくりを進めていこうというのが、当課の施

策の考え方になっております。具体的には、地域の中で子育てについてどんな取組みをするのか

話し合ったり、地域の中で求められている子育てのニーズは何か住民の皆様が考えたり、取り組

むということについて応援していく。例えば子育て会議という形を作ったり、あるいは地域の保

育関係者や色々な団体が地域の子育ての相談者になるような取組みなど、それぞれの地域にある

社会福祉的な資源を使って子育てに対応していこうというのが基本的な考え方です。 

 

○北大路委員 私は子育てが終わっているのですが、具体的に、例えば私がどのような事をすれ

ばよいのかイメージが出来ないのです。子供があるご家庭で、同じ年頃の子供が居れば当然お付

き合いもあります。私みたいに子育てが当面無いという地域住民を巻き込もうとしているという

ことかと思うのですが、その政策的を疑問視しているのではなくて、政策目標が達成できている

かどうかを計るものさしをイメージしたいのです。そうしないと、坂野先生がおっしゃったアウ

トカム指標が見つからない。アウトカム指標が見つからない最大の理由は、地域力という、私に

とって抽象的過ぎて具体的内容が想像出来ない言葉が使われているからだと思います。具体的内

容がわかれば、ではこういうものさしで図れるのかなと考えることができる。定量的ではなくて

定性的でも良いと思いますけれども、定性的にも理解できない概念だと思います。 

 

○児童家庭課 基本的に子どもというものを地域で育てていこうという考え方です。 

 

○北大路委員 では、地域とはなんでしょうか。私も地域の住民なのですけれども。 
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○児童家庭課 子どもが学校に行くときに周辺の人々が、声をかけて安全に通学できるようにす

るとか、核家族化で、子育てに関する情報が少ないなか、近所の方が子育てに関わっていくとか、

地域として子どもを育てていくという取組みをいろんな形で応援していきましょうという考え方

です。 

 

○北大路委員 それでは、地域住民にアンケート調査をして、自分には子供が居ないけれども子

どものことに日頃かかわっていますかというような質問をして、「はい」が多ければ良いという感

じですか。 

 

○児童家庭課 なにかその、評価の対象になるようなというものを具体的にご説明できればよい

かと思うのですが。 

 

○北大路委員 最終成果指標として地域子育て会議などが使われていますが、それはアウトカム

の指標ではないしょうという点は、ご理解いただいたわけですよね。そうするとアウトカムの指

標を考えねばいけないわけですね。子どもはいないけれども子育てに関っている人の数とか。そ

ういうのがイメージとして書ければよいのかなと。それがアウトカムでよいのですか。 

 

 

○児童家庭課 ＮＰＯとか色々な団体で子育てに係っているものの数とか。地域子育て会議その

ものが色々な人に集まっていただいて、子育てに取り組む場を作ろうという設定ですので色々な

方に入っていただけると思うのですが、そういった方たちの活動状況などを組み合わせて考えて

いくという形になろうかと思います。 

  

○森田委員長 北大路委員、よろしいですか。では松宮委員どうぞ。 

 

○松宮委員 アクションプラン施策の中に、子育て応援人材バンクづくり支援事業がありますが、

箱物や枠組みだけ作っても目標は、なかなか実現しません。地域力を強めていくということは、

場所を作っても一緒にやっていく人達がいなかったら実現しない話だと思うので、そこをどうい

うイメージを持ってみんなに参加していただけばよいのでしょうか？ということが、北大路委員

が指摘しておられることだと思われます。それは学校が主体となってやっていくのか、あるいは

どういったお手伝いをしてくれる人がいっぱい集まれば、千葉県として地域力をうまく活用した

次世代育成と言えるのか、箱物だけで、中身がなければアウトカムにつながらないですよね。と

いうことが北大路委員も質問されたことだと思うのですがどうでしょうか。 

 

○児童家庭課 お話は良くわかりますし、それが一番の課題だと思っております。先ほど報告さ

せていただいたように、そういった形すらなかなか出来ない状況にございますけれども、ご指摘

いただいたように、私どもが進めている施策の内容がなかなか県民の皆様にご理解を頂いていな
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いというところがあろうかと思いますので、形を作るだけではなく、どのような方が、どのよう

な形で参加していただけるのか、色々考えていかないといけないと思います。 

 

○森田委員長 今の点ですけれども、どれだけ地域力が充実してきたかをアウトカム指標として

示すことはかなり難しいことだと思います。したがって、ある程度アウトプットのどういう施策

を実施したかということになるかと思いますけれども、こういう施策を実施したら、なるほどこ

ういう子育てに対するサービスが増えるのだろうなというイメージがありますと、少なくともこ

れだけ会議を作ればそういう場が展開されるだろうということが評価をする側にも理解できると

いう趣旨だと思います。具体的に地域力はどうやって測るのか分かりませんし、アンケートして

も正確なものにはならないと思いますし、その辺についてもう少し工夫が必要かなという指摘で

はなかったかと思います。 

 

○木村委員 私も２点ほど伺いたいのですが、まず、自己評価をするに際して、アクションプラ

ンの評価と課施策の評価と両者の違いをどのように認識されているのかについて、この評価委員

会の大きな課題でありますので、聞かせていただきたいと思います。なんとなく違うが、なんと

なく一緒だというところがありますので。２点目は、これからの方向性として拡大となっている、

少なくとも今年度は目標を達成できなかったが、さらに当初掲げた目標を続けていくべき、それ

を拡大とされているのですけれども、私たちの認識としては今まで目標としていたものを１０

０％達成できた、しかしこれは社会的にニーズがあるからもっと増やすべきだと言うものが、拡

大とされるのであって、前者の方が現状維持とされるのかどうか分かりませんが、その辺は少し

ずれがあるのかなと思います。評価の方向性のカテゴリーの作り方として現状維持というと達成

率が低いままでいいのかなと思いますが目標とした達成値を維持していくべきだというのは別の

カテゴリーを立てた方が良いのかも知れませんけど、その辺が我々と認識にずれがあるのではな

いか、私たちの方の認識でいくと今回の方向性がどうなるのかについてお聞かせ願いたいのです

が。 

 

○児童家庭課 全庁的にどのように認識されているのかについては、私どもでは分からないので

すが、基本的に仮に目標を達成していない場合でも、それについて新規の取組みや何かの見直し

を行ったり、何らかの新しい対応で事業を進めていこうというものについては方向性を拡大とし

ております。特に、新しい取組みを行わないで事業を実施していくものについては現状維持で、

事業によっては廃止するもございますが、それについては、当然、方向性も廃止と考えておりま

した。それからアクションプランと課の施策評価の違いですけれども、課の施策評価については

基本的なミッションという捉え方をしております。アクションプランは、その年度特に重点を置

く事業、あるいは、横断的に連携して行うような事業を中心に考えております。ただ先ほどご指

摘いただいたように、アクションプランと大きく差を設けていないものもございますので、課の

施策とアクションプランを明確に分けているとは言いがたい点がございます。 
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○森田委員長 予定した時間を過ぎておりますが、まだ何かありますでしょうか。 

 

○木村委員 先ほどの北大路先生の話の延長で瑣末な質問で恐縮ですが、資料２－１を見ていま

して、右側の課所掌の基本施策の中間成果指標に地域力の指標として「保育所の待機児童５０人

以上の市町村数」というのがございますが、アクションプランにはこの指標がありません。この

ように振り分けた判断過程について、説明をお願いいたします。 

 

○森田委員長 では、どうぞ。 

 

○児童家庭課 保育所の整備というのは当課の基本的な業務でございます。アクションプランに

ついては重点事業としてその年度に特に力を入れたり、他部局と連携した業務として抽出してお

りますので、アクションプランの指標としては取り上げなかったところです。 

 

○木村委員 保育所の整備というのは地域力という概念には入るということでよろしいのですよ

ね。 

 

○児童家庭課 先ほど申し上げましたように、保育所は子育てや相談業務の中核を担っておりま

すので、木村委員がおっしゃるとおり地域力の中の 1つの大きな要素であると言えます。 

 

○森田委員長 よろしいですか。どうもありがとうございました。それでは、児童家庭課の施策

にかかる質疑は終了したいと思います。続きまして、企業立地課が所管する施策について、担当

課から説明願います。 

 

＜施策担当課：資料５－１により施策「かずさアカデミアパークの整備及び研究所等の集積」、

５－２により重点施策３０「サイエンス･パーク「かずさ」の国際的地位の確立」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、企業立地課が所管する２施策について説明

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 アクションプランでサイエンス･パーク「かずさ」の国際的地位の確立とあります

が、実感として国際的地位が段々確立されてきているということを感じられているのでしょうか。

もし、感じられているのであればどういう所からそれを感じているのでしょうか。 

 

○企業立地課 これは非常に抽象的といいますか、なかなか国際的地位の確立という施策目標に

近づいているかというのは難しい課題でありますが、１つ言えますのは、指標の方にも書いてご

ざいますけれども、かずさアークにおける国際会議及び学術会議の開催件数については、具体的

な数値がございます。国際観光振興機構（ＪＮＴＯ）という国土交通省所管の団体で毎年コンベ
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ンション統計というものを出しておりまして、全国各都市の間で国際会議の開催件数のランキン

グがありますが、かずさアークが立地している木更津市は、ここ数年若干ばらつきがございます

が概ね年間開催件数が１０件台であり、直近の平成１７年度では全国２４番目の都市ということ

になっております。木更津市の規模から見て全国２４番目というのは、そこそこの地位にあるの

かと思います。国際的地位については、ほかにもいろいろあるのでしょうけれども、今のところ

客観的に言えるのはそれぐらいかなと思います。 

 

○北大路委員 すごく説得力がある説明でしたが、それでは中間成果指標の方がアウトカムに近

いのですか。企業誘致件数の方が、上位指標ですよね。 

 

○企業立地課 指標の取り方が必ずしも論理的でないといえるかもしれません。誘致をすること

も非常に大きな目標でありコンベンション会議を開くということが、誘致にとって魅力のある要

素になっていることも事実でありますけれども、国際的地位の確立を目標としたときに企業の誘

致件数が何件でしたという指標では、あまりに俗な感じがいたしますので今後の指標の取り方に

ついては会議の開催件数を上位成果指標にすることについても検討してまいりたいと思います。 

 

○北大路委員 まさに上位目的に地位の確立とありまして、上位指標がかずさアカデミアパーク

内における企業等誘致件数となっておりますので、ちょっとミスマッチかなと思いました。 

 

○森田委員長 よろしいでしょうか、他にありませんか。 

 

○坂野委員 私の質問も少し似ているのですが、もともとの施策の基本的な考え方のところには

バイオテクノロジーというものがあまり触れられていなくて、しかし柱の所を見るとやはりバイ

オテクノロジーがベースでバイオクラスターをつくろうということで考えられている。狙いとし

てはバイオクラスターをベースとしてかずさアカデミアパークを産業と研究の中心地にしたいと

いうことだと思うのですよね。それが基本ミッションのところに入っていないのはおかしいので

はないか。そうだとすると世界的水準のバイオクラスターリージョンとは一体どういうことなの

か、あるいは念頭に置かれている、ベンチマークにしている世界的水準のバイオクラスターとい

うものがあってそこと肩を並べる、そこを超えるというのは一体どういう指標を用意したら良い

のかという視点で指標をもうちょっと高められなかったかなと思います。２番目はそれに関連し

ているのですがベンチャー企業の誘致というところで多少間口を広めにして必ずしもバイオでな

くても良いということなのですけれども、それは１番最初の目標に掲げていたバイオクラスター

を作るということの戦略に対して後退しているのか、要するに戦略転換があったのかどうなって

いるのかが気になりました。３番目は「東京圏ゲノム科学国際拠点形成プロジェクト」の対象地

域に指定されたということなのですけれども、それは喜ぶべきことなのかどうか解らない。東京

がもっと持っていっているのであればあまり意味がないし、そういう点からの評価がなされてい

ない。４番目はコンベンションについてこの１０年間でかなりの人数が来られたということが記
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載されていますが、私の関係者が使わせていただいた感想を聞くと、かずさは使いにくい、施設

は立派だがちょっと行くと何もなくて非常に不便だという評判です。そうすると、果たしてコン

ベンションの事業として採算が取れているのかが気になります。そういうことが表に出ずにトー

タルとしての数字が出ているのが気になります。 

 

○企業立地課 かずさはもともとの構想がバイオ産業のサイエンスパークということでやってき

たのですけれども、そこはそれなりに製薬ですとかインキュベーション施設に入居している企業

を含めれば、クラスターと呼べる規模なのかは置いておいて、それなりに立地がされていますし、

かずさＤＮＡ研究所との良い関係も相互に築いておりましてそういった、バイオサイエンスパー

クとしての面もありますが、このところ立地が好調なのは、バイオとは関係のない企業が、かず

さという東京から比較的に近い地の利と、分譲価格も安いということで、これまでバイオ関係し

か立地できないのではないかと考えていたところで立地を控えられていた企業や、そもそもかず

さの存在を知らなかった企業が多かった中で積極的に、誘致をした成果が数字としては現れてい

るのですけれども、それはご指摘のとおり当初のバイオサイエンスパークという大目標にどれほ

ど寄与したかといわれますと、疑問といいますか数値的に言えないのも事実でございます。バイ

オサイエンスパーク自体をあきらめて単なる工業団地へ施策を転換したのかといわれますと、そ

うではないのですけれども。分譲区画の広さに比べてバイオ産業の裾野の広さといいますか、空

いている区画を全てバイオ関係で埋められるかといわれれば難しい面もございますので現状を受

け入れつつ多少間口を広げたというのが実態かと思っております。４番目のご質問についてです

が、コンベンション施設として採算が合っているのかということなのですけれども、採算は取れ

ておりません。県が所有しますかずさアカデミアホールは民間が経営しても採算が取れる施設と

いう考え方を最初から取っておりませんで、市民会館などと同様の公的な施設と位置付けており

施設の使用料も非常に低額に抑えております。これは県営ということもありましてお手軽な利用

料金を設定しております。不便だという声も多分あると思います。ただ、逆に夜出歩く誘惑がな

いとか、不便さが良いという意見もございます。例えば、外部からの接触があまりない点が評価

されて２００２年の日韓ワールドカップの時には審判団のミーティングや合宿所としても利用さ

れました。そういった、缶詰でやって行きたいという団体にとっては非常に受けの良い施設であ

ります。３番目の「東京圏ゲノム科学国際拠点形成プロジェクト」の指定につきましては確かに

おっしゃるとおり「東京圏ゲノム」と広く取ったときにはかずさだけではなく、筑波や横浜も指

定を受けている。逆にバイオ「東京圏ゲノム」という話が出たときには、筑波や横浜と比べて他

で比べたときに、それがなければかずさの知名度はそれほど高くない、その中で並び立つ状況に

あるわけで、必ずしも悪いことではないと考えております。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

○坂野委員 頑張っているとは思いますが、それをどう評価するかを書いていただきたかったと

いうことです。 
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○森田委員長 それでは私から。アクションプランの評価とか課所掌の評価とか、かなり重なっ

てしまっている。その辺については重なるところもあると思いますし、違うところもあると思い

ますけれども、両者をそれぞれ、どのように認識されていますか。 

 

○企業立地課 アクションプランについてはその時々の重要な課題をあげる、一方で課の方は

粛々と進めるものを含めて載せるという風に理解しているのですけれども、これは企業立地課の

成り立ちが、若干特殊といいますか、もともと産業振興課にあったのですけれども、それが４年

前に分離独立したという経緯があります。そのため産業振興課及びその前身の工業課のなかの特

命事項を背負ってそれを所管する課として生まれた経緯がございます。特命事項ですのでアクシ

ョンプランに非常になじみやすい分野を多く所管しており、その中にかずさもあるのでこれが重

なり合うということに対してこれはおかしいといった感覚は普段持っておりません。作業が二度

手間で大変では無いかというご指摘もあるかとは思いますが、同じことをやっておりますので確

かに手間ではあるのですが別に手書きで書いているわけではございませんので、労力はそれほど

大変ではない、というのが実際担当しているものの意識でございます。 

 

○森田委員長 ありがとうございました。次は木村委員。 

 

○木村委員 委員長の話と若干絡んで恐縮ではございますが、アクションプランと課の施策の記

述が重なり合うのはやむを得ないというのはわかるのですが、その場合、課の施策で独自の項目

があるとすればおそらく施策展開の柱のⅣの土地利用の効率化の項目ではないかと思います。こ

のことはもっともなのですが、中身として中間成果指標のところに行くと巡回警備とか環境整備

という話になってしまうのですよね。効率化という建前に反する指標の設定になっているわけで

すがその辺どのように考えているのでしょうか。むしろ、土地がどれだけ有効に使われているの

かという占有面積とかそういう形で効率性を図ったほうが良いかと思うのですが、その辺の検討

結果について教えてください。 

 

○企業立地課 それはご指摘のとおり土地利用の効率化といいながら、中身は適正化なので、こ

こがあっていないというのは、そのとおりだと思っています。改善の余地があると思っています。 

ただ目標が土地利用の適正化だけでよいのかというと、効率化も必要だと思っておりまして具体

的にはどのような施策がありうるのかといいますと、企業が立地されるときの緑地の扱い、有効

占有面積といいますか、建物をどのくらい建てられるのかといいますか。まさに土地利用の高度

化といっていいのかもしれませんが、そういう取組みも行わなければならないと思っていまして、

ですので施策の柱が土地利用の効率化・適正化になるのかあるいは２つになるのかそれはちょっ

とわかりません。合っていないというご指摘はそのとおりでございますので、この点は改善した

いと思います。 
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○森田委員長 よろしいですか。はい、ではご発言をお願いいたします。 

 

○松宮委員 株式会社かずさアカデミアパークとございますが、これは民営化されたということ

ですか。それとこの会社と企業立地課との役割分担はどのようなものなのでしょうか。もう一つ

は目標の指標のところですけれども、まず企業誘致の件数ですが、多分１７年度は１０件の立地

があって、１８年度は３件あって最終で４６件ということでよろしいのでしょうか。もう一つの

指標も、２０年度に目指していた数字を１８年度でクリアしているという状況になっていますが、

もっと厳しくした方が良かったのか、本当にこのままで良かったのか、目標の指標の立て方を、

今後どのように改善されようとしているのか教えていただきたい。 

 

○企業立地課 まず、株式会社かずさアカデミアパークについては当初から第三セクターという

ことでありますので民営化したというわけではございません。県との分担ですけれども先ほど申

し上げました県営のかずさアカデミアホール、これは県の所有する施設でございますが、これと

物理的に繋がっている施設ですけれどもオークラ・アカデミアパーク･ホテル、ホテルとスポーツ

棟もあるのですけれども、こちらが株式会社かずさアカデミアパークが所有・運営する建物とい

うことになっております。そしてかずさアカデミアホール、県営のホールの指定管理者というこ

とでそちらの方の運営も株式会社かずさアカデミアパークが請け負っておりまして、ホテルとホ

ールを一体的に運用しております。そちらの方が効率がよいのです。それから企業誘致件数につ

いては、かずさアカデミアパークではいわゆる独立区画という形で、分譲区画と賃貸区画、あと

いわゆる貸し研究施設がございまして、それぞれに入居された企業の累計を目標値とさせていた

だいております。具体的に１７年度何件立地したかというものについては、手元に資料がござい

ませんので答えられませんが、１８年度中は独立区画の分譲区画で３件、貸し研究施設のほうで

１件という形で立地が進んでおります。あと、指標の立て方で平成２０年の目標が５０件でもう

すぐクリアするのではという話ですが、確かにそのとおりなのですが、貸し研究施設のほうにつ

いては部屋数が決まっておりますので、満室になればそれ以上増えないので限界がございますし、

独立区画については、目標を立てる際に確実性のあるものを上げさせていただいておりますので、

こういう数字になっているのかなということで理解いただければと思います。既に達成している

数値につきましては最終的な目標年度まで、何もしなくて良いかということになってしまいます

が、そこは今後の伸びしろといいますか、もう限度いっぱいまで行ってしまいましたという場合

はなかなか難しいのですけれども、そうでない場合は指標の目標の上方修正も考えて行きたいと

思っております。 

 

○森田委員長 はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。ご丁寧な説明をどうもあ

りがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 

 

○森田委員長 以上で、抽出施策を中心とした議論が一通り終わりましたけれども、本日の審議

結果を踏まえまして、また前回の審議も踏まえて平成１８年度施策の事後評価結果全体について
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何か講評がございましたら是非ご発言いただきたいと思いますけれども、いかがでございましょ

うか。 

 

○森田委員長 ちょっと予定より時間を過ぎておりますけれども、簡潔にお一方ずつ頂いた方が

よろしいかなという気がしますが。どなたか、じゃあ坂野先生から。 

 

○坂野委員 指標だとかの設定については言う必要がないのかなと、前回思っていたのですが、

まだ多少改善の余地がありそうかなという気がしました。マニュアル化したり色々していたとは

思うのですけれども、もうちょっと工夫していく余地があるのかなというのが今日の正直な感想

です。 

 

○森田委員長 つづいて、北大路委員お願いいたします。 

 

○北大路委員 一つ一つを拝見していくともっともなことが書かれているのですが、全体として

見ると字が多くて大変だなと、これ以上スリムにするのは難しいのでしょうか。といいながらこ

ちら側から色々と注文を出していて、何か自分でも矛盾を感じておりますけれども、何かスリム

化する良い方法があればと感じました。 

 

○森田委員長 はいじゃあ、木村委員お願いいたします。 

 

○木村委員 分量については私も懸念しているところで相当苦労されているのだなという気がし

ます。これは前にも申し上げたかもしれませんが、残された課題と課題への対応策という項目は

一緒でも良いのではないかという気がしておりまして。実質的には同じことを繰り返しして書い

ているだけという感じがしますので、同じ項目に２つの要素を入れるのでよろしいと思います。

それから２つの課の帳票を拝見して、おそらく今回前半の児童家庭課のほうは帳票の書き方とし

てははるかに難しい、そういう課であったと思いますので私としては非常に検討されたと評価し

たいと思います。 

 

○松宮委員 私は北大路先生と同じで、やはり量が非常に多いので、このあとの議題になると思

いますが千葉県としては何をやりたい、今年は何をやるのですと県民の人たちに広報したいとこ

ろをアクションごとに 1 つか２つピックアップしてはどうかと思います。その他にも様々な仕事

が皆様それぞれにあると思うのですが、通常やるべき仕事は通常の仕事として、今年度は本当に

ここだけを拡大しようというところをピックアップしていく方法が何とか取れないかなという風

に感じました。 

 

○森田委員長 どうもありがとうございました。私も他の委員と共通しておりまして、やはりも

う少しこれを簡略化できないかということで、よく民間企業の格付けでＡとかＡ＋とか何もそこ
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まで単純化するのは難しいかも知れませんけれども、ある意味で基本的なところはそういう形で

総合評価が出来るかどうか、さらに必要なところとか十分に達成できなかったところとか後ろに

資料のような形等で、きちんとコメントをつけていくことが必要だと思いますし、もう一つ議論

を聞いていた印象といたしまして何を達成したいかということについて評価者が具体的なイメー

ジが描ける形で是非目標とかそういうものを、先ほどの児童家庭課の地域力もそうかと思います

けれども、なんとなくは分かるんですけれども何をしたいんですかといったときにぱっと分かり

あうような、その辺についてもう一工夫欲しいと思いました。 

それと、アクションプランと課所掌の関係ですが当初私もそうでありますし委員の皆さんもそ

うであると思いますけれど、アクションプランの方は施策全体を考えてこういう柱立てで、こう

いう目標のためにこういう事業をやることがうまくいっているかどうかという話で、課所掌のほ

うはむしろそれで割り振られた課の職務をきちっと達成しているかどうかということで、かなり

性格の違うものとして位置付けられるのではないかと考えていたのですが、やはり毎回毎回きい

ておりますとそれぞれの課ではその辺の区別がしにくいように思われます。そうしますとなんと

なく重なってきてしまって、手間はコンピューターでカット･アンド･ペーストですからそんなに

掛からないとおっしゃるのですがそれにしたって、紙が無駄になる気がしますし、その辺も工夫

が必要なのかなと思います。ただこれアクションプランの場合には複数部局で課が重なるところ

とかもう少し課のくくりより大きなところもございますので、その辺につきましてやはり分野ご

とに色分けをして、評価を考えていかざるを得ないと思っております。だいたい皆さん何回かや

ってきて同じような印象をお持ちで、改善はずいぶんされてきていると思いますが、さらに今一

歩と申しますか最初からなかなか難しいなというところもあるかと思います。全体のコメントは

これぐらいでよろしいでしょうか。 

 

（２）政策評価制度の課題について 

 ①業務類型別評価手法の検討について 

○森田委員長 次はまず業務類型別評価手法の検討について、これは重要な課題についてですけ

れども事務局の方から説明願います。 

 

○事務局（企画調整課） 昨年、各部の担当者を対象にアンケートを実施したのですけれども、

事後評価が役に立ったという意見が７割程度ありました。その点ではかなり職員の意識も進んで

いるのかなと思います。一方、予算との連携を踏まえるようになっていないとか、適切な指標の

設定が難しくて成果分析が十分できないとか、定例的業務とか内部管理業務などは評価方法とか

指標の設定が難しくて担当者の負担が大きいとか、そのような問題点があるという意見がありま

した。以前こちらの委員会で複数の委員の方から業務類型別にモデル的な評価書が作成できれば

評価技術の向上に役立つのではないかという意見をいただいているところです。２月の委員会で

も説明したのですけれども業務類型別の指標設定ですとか成果、あるいは課題の把握などについ

て我々実務者を中心に検討していきたいと、その際委員の先生方からもどなたかご出席をいただ

いてご指導いただけないかということをお願いしまして、その時、坂野委員のご協力をいただけ
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るということになりました。これまで坂野委員のご協力のもといくつかの課の状況を聴取してお

ります。もし委員長のご了解をいただけるのであれば、資料６があるのですが、坂野委員からご

発言をお願いできればと思います。 

 

○森田委員長 それでは、坂野委員よろしくお願いします。 

 

＜坂野委員：資料６により業務類型別評価手法の検討について説明＞ 

 

○坂野委員 それでは、資料６に事前にやりました調査と３つの課でヒアリングを行いましたの

で、概略をお話させていただきます。自分で類型化をした方がいいのではないかと言い出したの

ですが、なかなか具体的にこの類型でこういうことをやったらいい、ということをまだ提言でき

る段階ではなくてですね、もう少し作業を進めないといけないと思っているところなのですが、

ポイントはやはり指標を設定するということもあったのですが、評価をすることをどのように課

の管理に、具体的なアクションに次に結び付けていくのかというところまで見ていかないと、こ

の制度はコストだけかかって、やったことの効果を実感できないということが続くというのはま

ずいかと思いまして。そのためにはやはりある程度施策の類型ごとに管理のスタイルが違うだろ

うからそれにあわせたものを、一つのプロトタイプみたいなものとしてお示しできれば役に立つ

ものができるのではないかというのが狙いです。最初に第１回の研究会ということで３月１９日

に各課１時間ほど、合計３時間ほどお話を伺いました。選んだ基準は、いろいろな分類の仕方が

あるのかもしれませんが、大きく分けると政策的な事業を展開していくことを中心としている課

として商工労働部産業振興課、法定の許認可ですとか規制を中心としてやっている課として都市

計画課、それから環境生活部環境政策課ということで特に内部管理を中心にしている課というこ

とで３つ選ばせていただきました。 

結論から言いますと、商工労働部のような政策的事業の展開をしているところ、今日のサイエ

ンスパークも同じなのですけれども、結局、アクションプランの中で、特に戦略プロジェクトが

予算取りと連携しているものですから、そこを中心にして事業の創出をしていくということが、

どうもマネジメントサイクルの基本となっていて、この意味では予算の獲得と事業展開というモ

チベーションがかなり働いているのですけれども、逆に言うと、予算取りをするという活動の中

で戦略プロジェクトが位置づけられていて、ほとんどアクションプランの中身は、課の帳票と同

じになってしまうという性格をこの課は持っているということです。 

次に、都市計画課のようなところは、ほとんど許認可ですとかそういうことをやっているとこ

ろですので、ほとんど法律の基本的な事項の変化がなければ、業務の展開は変わりませんので、

評価のしがいがあまりないということになります。あまりアクションプランと関係がありません

し、日常的な課の施策についてもどちらかというと粛々と法に定まった審査をやっていくという

ことなので、あまり評価ということを実感として感じていらっしゃらないということでした。た

だ私がお話をお伺いした限りだと規制行政もアウトカムはありえて、都市計画であると良好な空

間の創出であるとか中心市街地をどう活性化していくかということは取りえるし、一番大きな問
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題はむしろここの課の場合は、５年に一度の大きな都市調査というのでしょうか、それをやって

そこで見直しをしていくということをやっているので、都市政策の評価ということで言うと、そ

のサイクルで動いているので、年度のサイクルとずれていることがむしろ根本的な問題なのだろ

うと感じました。 

あと、環境生活部の中の環境政策課、ここは、実は政策評価のとりまとめをしている課なので

すけれども、ここの仕事の半分は本当に人事だとか予算だとかの内部管理的なものなのですけれ

ども、あとの半分は各課が抱えているいろいろな政策の調整を行っているということで、こうい

う内部管理の仕事というのは、目標管理的な定量指標の設定は難しいということです。ただ、政

策評価の担当課の立場からしてどのようなことが考えられるかということでは、予算と直接連動

がなくてもですね、評価のインセンティブを高めることが可能ではないかということをお伺いす

ることができまして、ただ、自己評価だけだとどうしてもなかなか緊張感がないので限界がある

かなと。何らかの形で外部の目に触れたり、外部の評価を受けると。先ほど冒頭で知事がお話さ

れていたように、この評価を外に出すことによって、外部の人がどのように考えているかという

ことを聞けるということ自体が実はそれが緊張感につながったり、あるいは役に立つということ

でインセンティブにつながるのではないかと。外部の評価の例としては、個人的な評価としては

目標チャレンジプログラムですし、あるいは監査に使うとかもあり方としてはあるのではないか。

柱立てを今年度前回の事前評価から始めているわけですけれども、これをすることによって各担

当の人たちが目標を考えることのきっかけとなったということでした。 

次に事前にアンケート調査をお配りしてどういう点に効果があったか、なかったかということ

でかなりフリーに書いてもらっているのですが、それについてのまとめです。大きく分けるとマ

ネジメントが改善したということと意識が改善したということと、県民への説明責任が果たせる

ようになったということに大きくわけられると思うのですが。下の二つからは意識だとか県民へ

の説明責任だとかいうのは、これはあったということを否定する人は余りいなかったという程度

なのだろうなと。マネジメントの改善については実はこれは効果有りと効果なしという意見が拮

抗していまして、効果有りですと、問題点の把握、課題の明確化、施策の展開のあり方の整理に

なったとか、あるいは課の使命や役割を明確にしていく効果があるとか、目的、目標の再確認、

共有化のメリットがあると。次年度予算要求の方向性を整理するのに役に立つとあるいは予算要

求の資料になったとか少数ながらありました。あともう一つは事後評価の方には意味があるけれ

ども、事前評価は予算の策定のプラスにはならないという意見もありました。それと全く対極な

意見がありまして、効果なしの意見としては、これは内部管理業務だからということもあるので

しょうが、予算要求にはプラスの実感がない、義務的予算で予算にはリンクしていない。これは

できないと思いますね。懸案事項は改めて整理する必要はない。何故かというと事後評価段階で

常に問題点を把握しているのでわざわざ整理するまでもないというのがご意見としてありました。

事業の見直しはこれまでやったので効果がないとかの意見がありました。実際にヒアリングして

意見との比較という点から考えますと、実はヒアリングした担当課の人たちは実は効果有りと答

えてくれていた課だったのですけれども、実際にお会いすると効果有りと書面で書いているニュ

アンスよりはだいぶ実態は効果なしの方に近かった意見が多かったと思うのですけれども、まと
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めますと予算にリンクするというのは特殊な例で、先ほどの戦略プロジェクトのようなものがあ

る場合に限られていてそうでない場合はなかなか実態としては難しかったというのが現状です。

ただ昨年度は帳票が変わったということもありましてタイミングが予算編成の前に事前評価をや

るよううまくできていればよかったのですが、そのタイミングがずれていたというのも多少は考

慮しなければならないということはあると思います。一応聴取の結果をまとめてみますとなぜ効

果有りと効果なしの効果が出たかということは、やはり施策の類型と多少関係があるのではない

かということがあって政策的事業展開が中心の課はもともと予算取りをして、財政課を説得する

ためにこういう目的でこういうプロジェクトをするとしかも比較的短期でプロジェクトを設定で

きるということもあって、そういう意味でのＰＤＣＡサイクルの基本的な経営スタイルが比較的

従来もあって、単年度ごとの成果評価が比較的なじみやすくて、ですから予算要求の方向性です

とか補強の資料になる、プラスの評価になると。しかもそれがうまく戦略プロジェクトとリンク

していれば予算どりの中心になっていくということで、アクションプランの評価の中心になって

いく形があらわれてくるのではないかと。ただ、これの問題点はほとんどアクションプランの評

価と課所掌の評価が重なってしまいますので、先ほどのかずさの話と同じことが起きる。もう一

つ典型的な例で言えば規制の行政だとか内部管理が中心でやっている課はなかなか評価したこと

自体が予算どりにリンクしていないという性格がもともとありますので、予算とリンクするとい

う形でこの政策評価を使おうというのがもともとインセンティブが働かないと。しかも大体ルー

ティン的といいますか基礎的な事業ですから粛々とやっていく性格をもっていますので、単年度

ごとの成果評価というのはなかなか出しにくいと。ですから評価のインセンティブというのはあ

まり高くないというのが印象です。ただこれは全く評価の意味がないかというとプロセスの質を

向上させるというタイプの評価につなげていくことはできるのかなと感じています。あと都市計

画課のようなところはやはりもう少し大きな意味での長期サイクルでアウトカム評価を政策改善

につなげるというプロセスもありえるのかなというように考えています。もう一つここは予算と

いう資源獲得とリンクさせることでインセンティブを沸かせるのは難しいので、先ほどの資源獲

得以外のインセンティブというものをうまくビルトインしていくということが必要なのかなとい

うように考えています。ただ、今後の予定としましては、三分類をやって一課づつ代表してやっ

たわけですが、まだ類型ごとに普遍的な傾向があると言えるような量ではありませんで、また三

分類の中でもまたいくつかバリエーションといいますか、小分類みたいなものを考えた方がいい

かなというように考えていまして、もう少し同じような作業を積み重ねていきたいなというよう

に思っています。追加としては、各課ごとの評価の体制ですとか、ＰＤＣＡサイクルの実際だと

か、予算の連動の仕方などもですね、追加しながらお話を伺えたらなと思っています。もう一つ

感じますのは、類型化を作るときに今、課の単位で大きな類型を作ろうと思っているのですけれ

ども、その前に実は、例えば先ほどのお話をお伺いして気がついたのですけれども、アクション

プランと課所掌で重なっていないところを見ますと、重なっていない部分というのは一つは基礎

的サービスの部分、もう一つは監督指導だとか規制だとか関連団体の補助だとかという仕事があ

って、それ以外のものについてはどちらかというとアクションプランに乗っかってしまっている

ことが多いのかなという印象があるので、あとは研修などもそうですね。分野の特徴というより
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は、行政サービスが行政の規制なりを手段として持っている手段側の特徴として、手段側の特徴

を少し分類しておいて、それがある課の中ではこういう手段の割合がどれくらいかということで、

ひょっとすると課の、課レベルの特徴付けははできるかなと思っていますので、そこもちょっと

工夫していきなり課の分類からやるのではなくて、課が抱えている手段側の分類というのを少し

やって、その組み合わせで課の特徴を捉えていって、すこし整理していくとどういう管理のあり

方なり、管理の目的なり、やろうとすることが違っていそうなので整理できそうな気がしていま

す。あまり大きなことを言ってできなくなると後がこわいのですが、いまのところそういったこ

とを感じたということです。 

 

○森田委員長 はい。ありがとうございました。業務類型別評価手法の検討ということで三つの

類型ですけれどもご報告いただきましてご説明いただきましたけれども、これについて何かご提

案、ご助言、アドバイス等ございましたら是非お願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○北大路委員 今やっているこれは、評価の仕組みをある程度修正していこうとする話ですよね。 

 

○森田委員 そもそも言いますと内部管理的なものについてはなかなか目標、指標を設定すると

かは難しい、アウトカムとは何なのかという難しいところがありますし、監視業務などの場合に

は何もないということがノーマルですから、アウトカムがそれならば何もしなくてもいいのかと

いうことでそれが難しいところで、それは目標を立てて達成するのとは違うのではないかと。そ

こで類型別に評価の方法を変えるということはどうかというご提案から取り組んでいただいたも

のですが。 

 

○北大路委員 もしそうだとすると、ご説明の最後のところで、課の特徴付けを行うということ

がありましたが、これはもしかすると厳しいのかなと。同じ課の中でも、半分が許認可的で半分

が内部管理的だとか、半分が事業的でとか、いろいろ混ざっていることもあると思うのですが。 

 

○木村委員 分類自体非常に大変な作業だと思いますのが、例えば水道事業などはどこに位置づ

けられるのでしょうか。行政法の世界では規制行政に対する給付行政というカテゴリーをつくり

ます。政策実施型だけではなくて内部管理に近い要素が多いわけですが、そういうことでかなり

境界線が難しいということでご苦労されたことと拝察しております。私自身は正直なところです

ね、こういう分類自体は必要なのだと思いますが、むしろ坂野先生が一番最後におっしゃったこ

とに今の段階では共感を持っています。例えば児童家庭課であれば、その政策的な要素もあるし、

内部管理的な要素もあるわけですよね。結局のところこの分類をやってもアクションプランに乗

っかるものが政策事業展開型でそれ以外のものが内部管理型になるのではないのかなという感じ

もしてまして、そうだとすればアクションプランはアクションプランで政策実現についてきちん

と評価すると。それにこぼれたものを内部管理型として課所掌の帳票でしっかり見ると。そうい

う色分けでは無理ですかね。 
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○森田委員 また出発点の議論に戻った気がしますが。 

 

○坂野委員 アクションプランがもともとできた経緯と現在機能している形というのと、これか

らどうあるべきかという３つのフェーズがあって、これからどうあるべきかというご意見であれ

ば、そういうすっきりとしたまとめ方もあるのかなとひとつの考えとして考えた方がいいのでは

ないかなと思います。ただ、前の二つの話で言うと必ずしもそういう形で割り切って始まったも

のではないということもあるので。アクションプランの問題というのは総合計画を廃止したとい

うことから始まって県の政策体系自体をどうやってつくるのか、二番目に施策体系を作った後に

どういう組織体制をそれに対応させて県として事業を展開していくかという二つの根本的な問題

を抱えていると私自身は認識していて、その問題をどういう前提でそこからスタートするかとい

うことをどのタイミングで議論するかということについて少し合意を得ておかないとなかなか微

妙な問題があるのかなという気がしています。歯切れが悪くてこれがいいと言えなくて申し訳な

いですけれども問題点からいうとそういう問題意識を持っています。 

 

○森田委員長 だいぶ残り時間も少なくなってまいりました。2 時間半近くになりますけれども

いかがでしょうか。 

 

○事務局（企画調整課） 事務局の方から少しよろしければ。 

 

○森田委員長 はい。 

 

○事務局（企画調整課） 各課いろいろありまして、施策で課を分けているのか、課の中にいろ

いろな施策があるのかは、課の作り方の問題で、確かに県の施策というのはこの３つの分類だけ

でうまくいくわけではありません。例えば窓口をやっているところもあれば、研修業務をやって

いるところもあります。それはやはりある程度施策に着目した分類というのもありますし、それ

は今後坂野先生とまたどんなバリエーションがあるのかいろいろ相談させていただきながらやっ

ていく話だと思います。内部管理にもいろいろパターンはあるのだと思うのですね。庶務系もあ

れば人事もあれば財政もあればということです。それからヒアリングしている時にひとつあった

のですが、予算要求をする前に各課から出てきた事前評価書を使ってどんなことが問題点である

かということを整理していて、それを先にやってから予算要求の作業を行うという部局もあるよ

うです。もちろんその段階になって初めて「こんなことがあったのだ」、「こんな課題があったの

だ」と分かるのはそれはそれでいけないことかもしれません。どういうふうに活用するかという

ことを念頭におかないと資料がつくれないのだなあと思います。先ほど重なり具合で当初の議論

に戻ったということもあったのですが、今後また制度設計の点検の中で考えさせていただきたい

と思います。 
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○森田委員長 余計なことといいますか、前にも何回か申し上げたことですけれども、なんのた

めに評価をするのかということがないとですね、これを認識していただかないと取り組みが難し

いと思いますし、やっていらっしゃる方も単に手間が増えるだけとお思いになることがあると思

います。私自身、認識していることですけれども、いろいろな形で評価が行われていますが、一

つは職員の方の啓発といいましょうか、モラールをあげるために、これは自己目標を設定して来

年度はこれだけ達成しますという形で人事管理のツールに使う、三重県が始めたのは最初そうい

うやり方だと思います。それもあると思います。もう一つは、国の政策評価法の基本的な考え方

だと思いますけれども、いわゆる内部で自己改善をしていくための、特に内部で施策を作ってい

くような部分はですね、新しい施策がうまくいったかどうかを自分のところでもう一度反省をし

ていくと。そのためのツールとしてある。これは逆に言いますと反省をしてもっといい施策がそ

こから出てくれば、予算要求するときの大変強い資料にもなりえるわけですね。そういう形での

仕組みをどう入れていくかというのもあると思います。三番目はよく世間でいわれているところ

ですけれども、外部、納税者、県民に対してしっかりやっていますよ、ということをきちっと証

明できるかどうか、説明責任、知事の言葉を借りますと。そのためにやるというのがあろうかと

思いまして。何となくこの仕組み現在のところは混在しているところが無きにしもあらずだと思

います。ただ、メインが県民に対する説明責任だとしますと帳票の作り方もそうですけれども、

県のそれぞれの課、施策がなんのためにこれをやっているのですか、と疑い深い県民に対してで

すね、「いや、これはこういうためにやっていて必要でこれだけの効果をあげています。」という

ことがどれくらいきちっと言えるかどうか。それに答えるというのがひとつのポイントになると

思っています。この評価委員会が県民に代わってですね、「やっていますね」ということを確認す

るひとつの場ではないかと思っています。ただそうすると内部管理の部門、特に許認可関係など

法律で義務づけられている部分はですね、自分たちで改善とか県民に対して何をやっているかと

なかなか説明しにくいところがあるのですけれどもこれは本来政策評価という仕組みが入った前

提というのは、やはり財政的な効率化というものが一番ベースにあるわけです。これは管理とい

うか、カットバックマネジメントというのでしょうか、毎年確実に削減をかけていくわけです。

それに対してどのように適応していくかという話になるのですから、例えば許認可行政などです

と、外国の例などを見ますと、一件あたりの待ち時間、コストであるとか経費であるとか、それ

が目標値に対してどれくらい改善されているかと、そういう形で目標の達成度を証明していくと

いうやり方をしていまして、あまりそこのところにこだわらなければ、はっきりいいまして特段

非効率ではなくて、特段問題がない場合にはそれほどコストをかけて評価をする意味というのは

ないのかもしれません。その場合、千葉県で言いますと、コストを削減する、あるいはサービス

の質をどういう形で改善したかという、それをどのように県民に対して示していくのか、そうい

うところであります。見せ方の工夫というのはありうると思いますが。いずれにしましてもこれ

はいい方法がスパッと見つかれば誰も苦労しないのですが、みんな評価をやれやれというので当

事者が困るという、そういう状態に陥っていると思います。さらにある意味でいいますとどうい

う評価がいいのか。あまり効果のない評価をコストをかけても意味がないと思いますので、坂野

先生もそうですし、事務局も大変だとは思いますが、できるだけいい評価の方にもう一段工夫を
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お願いしたいと思います。この件はだいたいよろしいでしょうか。 

 

①業務類型別評価手法の検討について 

○森田委員長 時間が来ておりますが、次に県民への公表方法、ちょっと触れてしまいましたけ

れども、それについて事務局の方からお願いいたします。 

 

＜事務局：資料７により県民への公表方法について説明＞ 

 

○森田委員長 何かご意見ありますか。 

 

○森田委員長 説明責任もありますが、読まれなければしょうがないということもありますので、

なるべくその辺は努力していただきたいと思います。ホームページのアクセス、ヒット率を上げ

るというのを目標に掲げるとか。それで評価をするというのでもいいかもしれません。 

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 それでは最後になりますけれども、今後のスケジュールにつきまして事務局の方

からご説明をお願いします。 

 

＜事務局：資料８により今後のスケジュールを説明＞ 

 

○森田委員長 これもそういうことでご検討いただくということで。この評価制度についての評

価をやるということも含めてですね、少しそういうことも検討していいかと思います。評価自体

は非常に重要なことですけれども、やはり負担になり過ぎたり、評価することの意味を確認する

必要があるのではないかと思っています。 

それでは現時点では今後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 その他事務局から何かございますか。 

 

○事務局（企画調整課） ございません。 

 

４．閉会 

○森田委員長 それでは３分ほど予定をオーバーいたしましたけれども本日はこれで終わりにさ

せていただきます。まだまだ課題がいろいろ残っていますけれども、また委員の先生方もいろい

ろ途中で意見等ございましたら事務局の方におよせいただければと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 
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それでは、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


