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平成１９年度 第２回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成２０年２月２５日（月） 

午後１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一点御報告申し上げます。 

 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

認めているところでございます。 

 それではただいまから、平成１９年度第２回千葉県政策評価委員会を開催いたします。 

 本日所用により総合企画部長の飯田が欠席しておりますので、次長の永妻より御挨拶を申し上

げさせていただきます。 

 

２．あいさつ 

○総合企画部永妻次長 

 総合企画部次長の永妻でございます。 

 司会から話がありましたとおり部長が出席できませんので、代わって御礼方々御挨拶を申し上

げたいと思います。 

 本日はお忙しい中御出席を賜りましてありがとうございます。御案内のとおり、千葉県は千葉

主権の確立ということを掲げまして、効率的、効果的な県政運営を推進しているところでござい

ますが、政策評価への取組みについても全庁を挙げて推進しているところでございます。 

 評価の意義等につきましては、徐々にではございますけれども庁内に浸透し、県民の皆様方に

も少しずつではありますが広まってきているのかなと思います。 

 制度を取り入れてから早４年ということになるわけですが、今後とも庁内の自立的な取組みと

いうことを掲げていかなければならないと思っておりますし、まだまだ委員の先生方には御指導

いただくことが多々あろうと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 これから政策評価は新たな段階へと押し上げていく必要があるかと思います。そんな意味もあ

りまして、前回の委員会では課題への解決に向けた御審議をお願いするということにもなったと

いうところでございます。アクションプランにつきましては、各課がそれぞれ色々な検討や工夫

をしているわけでございますが、課の所掌の基本施策については、各課に出向いて対話を通じて

指標のあり方を中心に、その運用を推進することに努めているところでございますが、今後とも

内部の努力をしていかなければいけないと思っております。 

 ところで、４月からスタートする２００８年のアクションプラン、２０年度の課所掌の基本施

策、それぞれの事前評価につきまして、坂野委員には御協力をいただきまして御検討をしていた

だきながらやらしていただいているわけでございますが、本日は政策評価研究会の成果を一部提
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示させていただいて、今日は御審議をいただきたいと考えているところでございます。 

本日は、委員の先生方におかれましては、忌憚のない御意見と御指導を賜れればと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

 続きまして本日の議事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３名の委員の皆様の出席をいただいております。 

 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２０年度「事前評価」について 

○森田委員長 

 森田でございます、こんにちは。今日は寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 今、次長さんからお話がございましたけれども、この政策評価制度も４年目がまもなく終わろ

うとしているところでございますが、制度的にはかなり定着してきたものと思っております。し

かしながら、これまでの評価制度の運用の仕方というのが多分に試行錯誤というところがござい

まして、これからはできるだけより良いものにしていく、特に評価のために相当のペーパーワー

クのコストも掛かっておりますので、そういうものをどうやって合理化して、そして的確な評価、

指標というものを作っていくかと、それがこれからの課題ではないかと思っております。 

今も御紹介がございましたように、また後ほどそうした意味での評価のあり方についての研究

成果というものを御披露いただきまして検討したいと思いますけれども、そのような段階に来て

いると思いますので、どうぞ、さらに評価制度を生かしていくためによろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは早速議事に入りたいと思います。 

 まず、平成２０年度施策の事前評価について議論を進めていきたいと思いますけれども、事前

評価結果の全体概要につきまして、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

 

○事務局（企画調整課） 

 それでは、企画調整課のほうから平成２０年度の事前評価について概要を御説明いたします。 

 お手元に資料１と、それから資料２と資料３は非常に厚い資料で恐縮なんですが、全部の課、

全アクションプランの一覧表をまとめましたので、そちらのそれぞれ１枚目を御覧いただいて、

お話を進めていきたいと思います。 

 まず資料１の「ちば２００８年アクションプラン（案）」の構成についてということですが、左

側に今年度行っております「ちば２００７年アクションプラン」、こちらは戦略プロジェクトが８

つ、それからアクションプランが３２個、合計４０という構成になっております。これに基づい

て県の重要な施策を進めているという状況です。それから右側が２００８年度、平成２０年度に

これからやっていこうというアクションプランの（案）なんですが、戦略プロジェクトは同じ８、
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重点施策のアクションプランが３０ということで、合計３８になっています。県では５カ年計画

というようなものを定めているわけではありませんで、県の中長期的な基本方針ということで、

「あすのちばを拓く１０のちから」というものを定めていまして、その３年目の実施計画という

ことになります。今申し上げました３８の施策で構成されているんですけれども、昨今の厳しい

財政や人的資源、こういったものが厳しい中で、これを効率的に配分して課題を解決していこう

ということで、いわゆる骨太の施策化というものを目指して、いろんな精査を行いました。事業

数とか施策の数自体は減っているわけなんですけれども、先ほど委員長からも紙の話もありまし

たが、効率化を図っていくということで、私ども政策評価室としても指標や記載の方法が中心に

なるんですが、そういったことでアクションプランの見直しに参加をしたところです。 

 かいつまんで主な変更点だけ申し上げますが、２００７年との比較で申しますと、まず千葉県

の県土利用計画、これを多角的な面から施策化した戦略７「持続可能な千葉県づくりのための県

土のグランドデザインの推進」、これを新たに設定いたしました。これは国土利用計画について県

でも計画を作っていくということになりましたんで、これを踏まえて行っていくところでござい

ます。 

 それから教育の施策、それから環境、これを重点事業から戦略プロジェクトに格上げをしてお

りまして、戦略５「千葉県教育の戦略的なビジョンの推進」、それから戦略８「次代のため、みん

なで守り育てる千葉の環境」、こういったものが挙げられます。 

 そのほか、一部改編あるいは名称変更を行ったものがありますけれども、基本的には重点施策

のほうは前年度と同様の構成になっています。 

 また評価作業の負担をできるだけ軽くしようということで、新しいものを除いてはアクション

プランの本文の作成をもって事前評価としております。 

 今日はこれから２つのアクションプランを御説明申し上げますけれども、これは、この委員会

用ということでアクションプランの本文のほうからそのまま転記した資料でございます。 

 続きまして、指標の設定状況を御説明いたしますが、まず資料２、アクションプランの指標一

覧表ということで厚い資料の１枚目にあろうかと思いますけれども、これは、アクションプラン

の項目の一部を抜粋して、指標がどう設定されているかというものを一覧にしたものです。 

 この１ページ目には、左側がアウトカムであるかアウトプットであるかということとか、右側

には定量であるか定性であるかという区分で集計をして記載をしております。対比して２００７

年と比べてみますと、設定率については全体としてアウトカム指標が５ポイントほど増えていま

す。特に中間指標では７ポイント増えています。先ほど申し上げましたように、アクションプラ

ンの数が減りましたので、全体として数そのものは増えているにしても 終成果指標は若干減っ

ているんですが、中間指標が増えていまして特にそこの部分のアウトカムが増えています。この

辺は当課で色々と担当課に働きかけて、もっと目的をきちんと書くということ、それから自分が

何をするかということではなくてどういったものを目指すのかということを掲げてくださいとい

うことをお願いした結果だと思いますけれども、まだまだ４分の３しかできていないということ

がありまして、 

政策評価室としても来年ももっと頑張って、中身を見て改められるところがあれば改めていきた

いと考えています。 
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 それから、課所掌の基本施策の評価結果の概要について御説明いたしますけれども、こちらも

厚くて恐縮ですが資料３のほうに平成２０年度課所掌の基本施策指標一覧表というのがございま

す。こちらの１枚目に表がありますけれども、１９年度の施策と比べますと、右側に定量・定性

というのがありますが、定量のほうは増えています。上位、中間ともに３ないし４ポイント増え

ています。これは、各課に対して私どものほうで実際に乗り出して行って、話し合いをして、色々

とやったという結果、見直しをしていただいたという部分が大きいと思います。ただし、アウト

カムとアウトプットの部分を見ていただけるとわかるんですが、課のマネジメントサイクルとい

うのが、なかなかアクションプランと異なる観点から評価されている場合が多い。例えば内部管

理であるとか、これからやりますけれども許認可であるとか、なかなかアクションプランに馴染

まないところでは必ずしも量的な拡大というところにいかない部分がありまして、課の効率性よ

り一生懸命さを示す指標として、なかなか見直しができないという部分もあるかと思います。い

ずれにしましても、各課でマネジメントサイクル、ＰＤＣＡという言葉で言いますとＣからＡの

ほうにいく、いわゆる、施策をやってみてこれをどうやって改善していくんだというところを実

行あるものとするために、これまでも色々と御意見をいただいているところでございまして、そ

ういった点から指標の設定の仕方、どういうふうなものが望ましいものであるのかということを

私どものほうでも検討した上で、また来年度以降も対応を進めていきたいというふうに考えてお

ります。説明は以上です。 

 

○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アクションプラン、課所掌の事前評価を総括す

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、これについて、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

 

 よろしいですか。 

 

ア．アクションプラン施策について 

○森田委員長 

 それでは、アクションプラン施策について議論をしていきたいと思います。 

 議論の対象とする個別施策につきましては、施策の１８「資源循環型社会づくりの推進」、施策

の２１「産業人材の育成と就業支援」の２つの施策を抽出しております。なお、この２つの施策

を抽出するにあたりましては、これまでと同様に私と坂野先生でこれまでの抽出状況を勘案しな

がら事務局と御相談の上でサンプリングをいたしました。 

 それでは、 初に「資源循環型社会づくりの推進」につきまして、施策の担当課のほうから御

説明をいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○資源循環推進課 

〈資料４－１により、施策「資源循環型社会づくりの推進」について、以下のとおり説明〉 
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 当課所掌のアクションプラン施策番号１８「資源循環型社会づくりの推進」について御説明い

たします。配布資料４－１の１ページ目を御覧ください。 

 資源循環型社会づくりの推進、こちらの施策の基本的な考え方について、まず御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 こちらについては廃棄物、これの発生を減らし、資源として再利用していく。これはいわゆる

３Ｒと言われていますが、リデュース（Reduce）廃棄物の発生抑制、リユース（Reuse）再使用、

そしてリサイクル（Recycle）再生利用、この３つの単語の頭文字のＲをとって３Ｒ、これを推進

することで循環型社会を作って天然資源を減らし、環境への負荷を減らすという施策であります。 

１つはこの３Ｒということがキーワードなんですが、併せて施策の展開上重要なものが、いわ

ゆる廃棄物の適正処理という概念であります。資源が循環していくサイクルの中から漏れている、

いわゆるドロップアウトしている、具体的には不法投棄などの不適正処理、こういったものを減

らして循環を成り立たせるということで、この施策を推進する中では３Ｒの推進と併せて適正処

理ということで、これを車の両輪という形で必要だと考えています。 

ちなみに１９年度のアクションプランにおきましては、これが施策として柱が分かれておりま

して、３Ｒ部門はこの循環型づくりの推進ということで１本立っていました。不適正処理の防止

というのは別な施策として廃棄物と残土に分かれますが、廃棄物の適正処理対策、さらに残土対

策の推進という３つの施策に分かれていたんですが、やはり表裏一体、両輪という形で進めてい

く必要があるということで、２０年度のアクションプランにおきましては、この３Ｒと適正処理

を合わせまして進めるという考えで成っています。従いまして、まず１ページの中断から下に、

この施策が目指す 終的な成果指標を掲げてありますが、先ほど言った２本柱のうち３Ｒの部分

についてこの１ページに記載をしております。 

家庭から出る一般廃棄物、事業から出る産業廃棄物、こちらに分けまして、いわゆる発生抑制

の部分の排出量、それからリサイクルに関係する再資源化率、そしてやはり環境への負荷が高い

ですので 終処分量を減らすという、この３つのキーワードをそれぞれ掲げましてそれを改善す

るということで、これは処理計画を今策定中なものですから目標値についてはここにはまだ具体

的に載っていませんが、計画の数字がここに載るという形になります。 

 次の２ページを御覧ください。２ページの上段に「バイオマスタウン中核施設の設置か所数」

というのがあります。これは３Ｒを推進する上で、実は県の中では「バイオマス立県ちば推進方

針」ということで庁内横断的な組織を作りまして進めています。これは家庭から出る、また事業

系から出るものを含めました生ごみとか食品残さ、廃食用油、廃木材、こういったものをなるべ

くリサイクルに回るような形を庁内で進めようということでこの基本方針を平成１５年に作って

おりますので、この施策の目標として中核施設を平成２２年までに１０か所作るというのがあり

ますので、これも庁内横断的な目標ということでここに掲げてあります。 

 それから下の２つがもう一つの柱であります不適正処理の防止ということで、実は廃棄物と残

土というのは法的な概念がちょっと違いますので、これをそれぞれ掲げてあります。 

 廃棄物、特に産廃の不法投棄ということでこれを減少させる。さらに残土については違法な埋

立、無許可のものを無くす、という形で掲げてございます。 

 ２ページの中段から下には２０年度の施策展開の方向が書いてあるんですが、特に中段です。
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第２段落の 後の部分を読みますが、「加えて、県民、住民団体、ＮＰＯ、市町村等の連携を図り、

３Ｒの実践的な取組を推進します。」。こちらが２０年度のキーワードという形で書かれています。

要は、県民とか各団体との連携、さらに２０年度はこれを新しく書きましたが、３Ｒの実践的な

取組という形を考えています。これは後ほど施策展開の柱の中で説明させていただきます。 

 では、施策展開の柱ということで３ページから記載をしていますが、先ほど言いました３Ｒの

推進と不適正処理の大きい２つがあります。さらに不適正処理部門を３つに分けまして、合計４

本の柱を設定しております。 

 初の部分が３ページの３Ｒの部分でございます。 

 施策展開の柱Ⅰ「廃棄物の減量化・再資源化の推進」ということで、核となる事業についての

それぞれのものを柱の成果を表す指標という形で４つ掲げさせていただきました。 

 １番 初の「溶融スラグ有効利用量」でございますが、資料の９ページをめくっていただきま

して、９ページにここの事業内容という形で書いてあるんですが、家庭から出てくる一般廃棄物、

これは市町村で焼却されます。焼却灰は通常だとそのまま埋め立てになるのですが、やはりこれ

もできる限り再利用に回してリサイクルに持っていく、それで 終処分を減らすという施策を進

めていきたい。そのためにはこの溶融スラグということなんですが、これは焼却灰を 1,200 度以

上で加熱溶融すると、ちょうどガラス状の物質になりまして、これを路盤材、アスファルト骨材

として再利用を進めようという施策でございます。溶融スラグになれば自動的に再利用されると

いうものではありません。路盤材、いわゆる土木工事関係になりますので、庁内で県土整備部を

含めた推進協議会を作りまして、県発注事業や補助事業にこれを義務的に回していくという施策

で進めていく事業でございます。 

 それでは３ページにお戻りください。 

 溶融スラグの有効利用量を引き上げるという形。その下に発生土がありますが、これは後で御

説明します。その次の「レジ袋の辞退率」、こちらについて１８年度が１２．６パーセント、これ

を高めるということで考えております。こちらについては、先ほどの２０年度の施策展開で、「３

Ｒの実践的な取組」という形をお話したように、これが新規の中間の柱になります。何が新規か

ということは、実はレジ袋というのは家庭ゴミなものですから、法的なものは市町村にあります。

実は県には直接権限はないんですが、また、量的にもレジ袋は少ないんですが、県民のライフス

タイルの見直しとか、循環型社会、ひいては温暖化といったものに結びつくということで、県も

中に入って全市町村、さらに事業者も入った検討会議をこの１月１８日から立ち上げまして、県

全域での運動を進めようという形で検討しているところでございます。こちらのほうで具体的な

取組の目標が出た場合については、そのままアクションプランの目標として進めようということ

でございます。従来は市町村施策ということで県では啓発が中心だったのですが、さらに１歩進

んで実践的に県も中に入って進めましょうという形がこの１つということで、２０年度から新規

の中間目標になっているわけです。 

 その次の「千の葉エコプロジェクト公表数」なんですが、これは県民、事業者、ＮＰＯ、また

行政などの様々な団体が、いわゆる循環型な取組をそれぞれやっています。そういったものを県

のホームページに紹介してこれの参加者を広げる。さらには他の団体でもこういうことならでき

るんだというようなことが広がる、そういったものを千葉の千、葉として捉えまして、１個ずつ
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が葉っぱですね。グリーン、環境を象徴する形になりまして、県全体にこの環境のイメージが広

がっていくというイメージのプロジェクトをやっています。それでこの登録をどんどん増やして

いこうというものを掲げています。 

 こちらの今お話した３つが廃棄物関係でございますが、残土、いわゆる建設工事から出てくる

残土というものも、県の沢地とかに埋められて、やはり自然が減少される原因になっています。

これを減らすために、中間の柱の２番目に、県発注工事でなるべく有効利用を進めていきましょ

うというのを掲げています。これも２０年度の新たな指標として掲げています。 

 次の４ページを御覧ください。 

 ４ページ、５ページ、６ページは施策がⅡ、Ⅲ、Ⅳとなりますが、これがいわゆる不適正処理

の対策部門を３つに分けたものです。 

 考え方としましては、やはり法的な位置づけが違う廃棄物と残土は分けまして、さらに廃棄物

につきましては適正処理を推進する通常の指導部分、一方は不法投棄というものについての処分

とか防止とかパトロールとか、こういった部門を分けまして作ってございます。 

 ４ページの部分が、廃棄物を適正処理に回すための日ごろの指導を徹底しましょうという施策

で、「廃棄物の適正処理の推進」という柱でございます。 

 特に産業廃棄物、こちらにつきましては廃棄物の責任が廃棄物を出す事業者、例えば工場とか、 

そちらにあります。従いまして、そういった事業者について適正に定期的に指導していこう、そ

れから廃棄物を処理する中核というのが県の許可を取っている処理業者でございますが、これも

定期的に立入りをしていきましょうと、こういったことで適正処理を担保していこうということ

で柱の指標としましては５つ掲げてございます。 

 この中で３番目の処理業者に対する計画的な立入りが現状「－」となっていますが、これは立

入りをしていないというわけではなくて、現状は、例えば許可の変更やいろんな苦情とかの問い

合わせなどについては適宜やっているんですが、来年度からはさらに計画的にローテーションで

回していこうということで、新たに新規でここに入っています。 

 なお、それぞれ排出事業者、処理業者について、立入検査（文書指導の割合）というのを載せ

てあります。当然立入指導をした中で不適正な部分があれば文書で指導するんですが、なるべく

それが必要がないように、それを下げるという意味で載せてあります。 

 さらにこの中の 後に、処理業者セミナーということで年２回、やはり廃棄物の処理の中核で

ある県の許可を取っている処理業者に対する研修会を年２回定期的にやって、確実に適正処理を

担保していこうというものでございます。 

 次に５ページを御覧ください。 

 廃棄物について、当然不適正処理を防止するという中で、通常のそういった適正処理は重要な

んですが、一方でやはり不法投棄を行う者がどうしてもいます。こういった者についてはやはり

パトロールとか指導とか行政処分とかが大事ということで、やはり先ほどの４ページとは意味合

いが違いますので、柱としましてこの５ページの「廃棄物の不適正処理の根絶」というのを挙げ

てございます。これは、違法、法律を無視する者についての対応という形で考えています。 

 まず、この考え方の前提としまして、現状、廃棄物指導課の県の職員、それから一部民間の警

備会社の委託を含めましてすでに２４時間３６５日のパトロール体制は出来上がってございます。 
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さらに県民からの問い合わせに対応できるように産廃１１０番という電話受付も夜間でもできる

ような状況はすでに成り立っています。それプラス、さらに施策展開として重要な位置付けのコ

ンセプトの高いものということで、その事業に係る施策を４本掲げたということでございます。 

 まず 初の廃棄物の適正処理対策地区連絡会議、こちらの開催数を１０回以上、というのは出

先の各県民センターが１０か所あるんですが、こちらのほうで年１回、県、市町村、警察、消防、

国の機関、地区によってはＪＡとかあるんですが、こういった所が入りまして廃棄物の不適正と

かそういった情報を共有して適正処理対策というものを進めようという形で、年１回大きい会議

をやろうということになっています。当然、２４時間３６５日でパトロールをやっていますので

個別には常にあるんですが、こういう大きいすべての関係者が集まる会議を必ずやろうという形

であえてここに掲げてございます。 

 次の２番目、これも同様で毎日が２４時間不法投棄月間なんですが、その中でも特に県民にも

そういった意識を高めてもらおうということと、対外的にも千葉県はやっているんだということ

がわかるようにということで、強調月間、これは６月ですが月間ということで特に指定して、こ

の参加者、市町村との関係をやりましょうということで挙げています。 

 それから、不法投棄なんですが、特に 近は硫酸ピッチの不法投棄、これは不正軽油を作る際

に不純物を硫酸を使って除去するときにできる廃棄物、従いまして軽油と硫酸の混合のタール状

の物質なんですが、これがドラム缶に入れられて千葉県内によく捨てられていました。昨年の９

月に県の条例を作りましたが、条例ができたからイコール無くなるということではありません。

これもパトロールを徹底して一切新規のものを無くすという目標を掲げています。 

 それから、これまでも不法投棄がされた現場というものがあります。その中でも環境上影響が

あるという箇所が何件かありますので、これは行為者に撤去させるんですが、行為者が不明とか、

行為者に資力が無い、その中でも放っておけない箇所については県が代わりに代執行するという

ことで、支障除去事業、やはりこれは環境の保全からやっていく必要があるということでこちら

も載せてございます。 

 次に 後の６ページを御覧ください。 

 こちらについては残土ということで、廃棄物とは法的概念がちょっと違って、いわゆる発生土

で工事間で有効利用できないもの、それが結局遊休農地とか山林の奥とかで、許可は取っている

んですが埋立される、結果的に自然が無くなるというのがあります。一部には不適正に許可を取

らないところも実は見受けられましたので、これの対策ということで４番目の柱「残土事業の適

正化の確保及び不適正な埋立ての防止」ということで２つの指標を掲げております。 

 合同パトロールの実施というのは、県のほうで残土条例の許可を取るようになっているんです

が、残土の担当だけではなくて、森林法、農地法、砂利採取法、こういった担当も含めまして大

きいところや継続的に監視するものについては、合同で監視パトロールをしましょうというのが

１つです。 

 それから、特定事業、これは県の許可が必要な事業でございますが、これについては定期的に

検査に行こうという形で、この２つを挙げまして、残土の不適正処理の防止ということをやって

いこうと考えてございます。 

 以上で説明を終わらせていただきたいと思います。よろしく御審議くださるようお願いします。 
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○森田委員長 

 どうもありがとうございました。ただいま資源循環型社会づくりの推進について御説明があり

ましたけれども、御質問等ございましたら御発言をお願いします。 

 

○松宮委員 

 すごくわかりやすい説明をしていただき、 初の１ページに書かれていることが、今のご説明

によってもっとはっきりと理解できました。 

 初の考え方のところですが、３Ｒの推進ですとか産業廃棄物の適正処理などについて、ご説

明いただいたようにもう少し明確に書かれたほうが、よりわかりやすくなるのではと感じました。 

 質問ですけれども、その次の下のところにあります成果を表す指標は、現状では１７年度しか

明記できないのでしょうか。 

 

○資源循環推進課 

 廃棄物については、まとめがどうしても作業的に１年くらい遅れてしまうというのがあって、

今作業しているところでありまして、ちょうど年度末にぎりぎり出るかという状況なものですか

ら、今現在はこちらが 新のものです。 

 

○松宮委員 

 では、「減少させます」という２０年度の目標数値を出すときには、たぶん１８年度の数値を載

せられるのではないかということですね。 

 

○資源循環推進課 

 そういうことです。 

 

○松宮委員 

 わかりました。経年の 終年に対しての達成状況というのがどういう形で見えるのかというこ

とが一つわからなかったものですから。ありがとうございました。 

 

○坂野委員 

 環境の話は比較的、目的と手段が明確なのでわかりやすいのかなという印象ですけれども、細

かい点で気になるところが幾つかございまして、１つは２ページ目の指標で、バイオマスタウン

の施設の箇所数ですけれども、バイオマスの利用促進だとかということを想定されているとする

と、箇所ではなくて、どのくらいバイオマスが利用されたかとか、そういう指標でも良かったと

いうのが１つです。 

 あともう１つは、下に書かれている不法投棄ですとか、残土埋立ての面積について、これは年

度ごとの総量だと思うのですが、例えば前に書かれている廃棄物の排出量などは人・日単位とい

う形で書かれているのですが、残土の出る量ですとか不法投棄の量だとかというのは年度によっ

ていろんな要因で変動すると思います。それと比較したときにこれが多いか少ないかということ
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がなかなかわからないので、年度変化との関連でわかるような単位で示したほうがよいという気

はしました。 

 それと同じですが、例えば次のページのスラグの有効利用量ですが、この利用量というのは実

際に廃棄物処理場から出てくるものだと思うのですが、何パーセントくらいまでだと現実には技

術的に利用可能で、そのうち当面今どこを狙っていて今後どういうふうにしていこうとしている

のかということはどうなのかという気がしました。 

 それともう１つ、エコプロジェクトの公表数ということですけれども、ちょっとわからなかっ

たのは、エコプロジェクトというものがそもそもどういうもので、このプロジェクトを公表する

ことによって実際に何が促進されるのかということがわからなかったもので、それについて教え

ていただけますか。 

 

○資源循環推進課 

 まず、バイオマスタウンの関係でございますが、これはバイオマス立県ちば推進方針の目標が

中核施設となっているというのが実は一つありまして、例えばバイオマスの利用量を何パーセン

トに上げるという形の指標もあり得るんじゃないかという話もあるんですが、実はバイオマスの

発生量を把握すること事態が大変なことでありまして、というのは産業から出るものについては

そもそも法的に、県に産業廃棄物がどれくらい出ましたという報告が出るようになっていないも

のですから、そうすると推計ということになってしまいます。そうすると毎年毎年推計をしなが

ら利用率を出すかというのが難しいケースがありまして、基本方針に出ている中核施設をこちら

に掲げさせていただきました。 

 それから、産廃の不法投棄というのは年間の投棄ということで、実は環境省が毎年発表しまし

て全国順位が毎年比較できる、過去もこれでやっているものですからこういった形の年間のトン

という形でやらせていただきたいということです。 

 これに対して１ページ目の人・日は何なのかというのがあるんですが、人・日があるのは一般

廃棄物のところでして、例えば一般廃棄物は家庭から出ますので、当然県民の人口が増えれば増

えてしまうんですが、ところが１家庭ごとには減っているというケースもあったりするわけです。 

そういうライフスタイルの見直しを見たほうが客観的に正しいだろうということで、一般廃棄物

については人・日という１人の出すゴミ量が減るかどうか、そうしないと例えば県の人口の推移

だけで移動する指標になってしまいますので、こういった指標を使わせていただいているところ

でございます。 

 それから３ページ目の有効スラグですが、確かに量的だけのものよりも、発生してどれくらい

利用率が上がったのかという指標も一つあるんですが、実は１８年にＪＩＳ化が承認されまして

いわゆる制度的には利用はほぼ１００パーセントには可能なんです。現状の１８年度もほぼ 

１００パーセントに近いんですが、ただし物が使える状況になってもその利用先がないと回らな

いということで、それを県が進めるために県発注事業や補助事業で県は義務的に何パーセント入

れるようにという指針を作ってやっているんですが、さらには来年度は市町村も入れてほぼ 

１００パーセントで回せるだろうということで、あえてパーセントではなく量で書かせていただ

いております。というのは今後はたぶん１００パーセントでいけるだろうということで、そうす
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るとずっと１００、１００、１００になってしまいますので、こんな形でいきたいなということ

で実は掲げたものでございます。 

 それと千の葉エコプロジェクトですが、確かにこれってどんなものというのがちょっとわかり

づらくて恐縮なんですが、いわゆる県民とかＮＰＯとか事業者、なかには企業の方なんですが、

ライフスタイルのレジ袋削減の自主的な取組とか、また環境美化運動、里山の保全運動とか、さ

らには人づくり、ネットワークづくり、いろんな活動をされている県民の方、ＮＰＯの方、いろ

いろいらっしゃいます。そういった県民の様々な動きを、循環型に向けたそれぞれの主体的な動

きを広めたい、ただ新しくやるにはどんなことがあるのかわからないケースもありますので、こ

んなことが循環型につながるんだよ、こういったところでもやってますよという事例を紹介しな

がら、自分のところでも確かにそういった取組が広められるんだ、というように広めていきたい。

さらに横のネットワークで広がって、さらに広がるということができますので、県のホームペー

ジに登録してもらって、今後またこういった団体と意見交換をしながら、さらに循環型のいろん

な自主的な取組が横のつながりで広がるようにということで、そのためにはここに登録してもら

うということが必要です。それで県が交流事業という形で乗せて回せるものですから、やはり主

体的な動きをどんどん挙げてもらって、横のネットワークを広めていく、そのためのプロジェク

トです。ただしちょっと補足があってもいいのかなという形でこれについては考えています。 

 

○森田委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 

 だいたい御事情はわかりました。それはもともとの目標であるバイオマスの有効利用とか取組

ということに対してどのくらい寄与したかという現状を数値で把握できないというのはわかった

のですが、何かそれを評価できるような工夫ができないのかなというのが感想です。 

 同じく不法投棄についても、全体に不法投棄の量というのがどのくらい有効に削減できている

のかという事が判断できる指標というものも、やはり工夫できるのかなという気もしました。 

 エコプロジェクトのほうは、公表数が多いということはたぶん登録数が多いということで、登

録数が多いということは、先ほどのパートナーシップということの指標になっているということ

はわかりました。これは公開することによって例えばアクセス数が増えて、それがさらに登録数

が、市民の関心を喚起するという効果を代替する指標にならないのでしょうか。 

 

○資源循環推進課 

 この千の葉エコプロジェクト、これは県のホームページで資源循環推進課に入って、それと環

境財団さんが実は管理をしていて、そこに見に行くようになるんですが、このプロジェクトを見

に行った件数なのか全体なのかがちょっとわからない部分があって、その辺はまた調べたいと思

いますが、ホームページを見に行っただけでイコール確かに自分の取組に広がったということに

なるのかわからない部分があるので、それをやってしまっていいのかなということもありまして、

それはまた登録した人の横のつながりを県が事業として２０年度は広めていこうと、来年度の事
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業として考えておりますので、そういった中で展開していきたいと思っております。 

 

○松宮委員 

 指標の中で、一般廃棄物のゴミ関係ということで指標が３つ出されていますけれど、先ほどの

ご説明でのレジ袋のお話しや、今おっしゃっていたエコプロジェクトでいろんなエコの取組をさ

れていることを御紹介していくことが方策のひとつだとは思いますが、全体の施策の内容から見

てみますと、この３つの指標に対する対策というものがあまり明確に見えてこなかったのですが。

ここのところは何をもって目標達成をしようとされているのかを教えていただけますか。 

 

○資源循環推進課 

 一般廃棄物の場合は、どうしても法的な事務管理は市町村が持っているものですから、県が法

的な事務執行をやっていません。今までは啓発だけで終わっていたんですが、２０年度について

はもう少し県も実践的に中に入っていろんな技術援助とか、５６市町村が一緒に入った会議とか

で進めようという形の、もう少し中に入りたいと思っています。それの一つがレジ袋であります。 

レジ袋がいわゆる家庭の排出抑制、ライフスタイルの見直しのきっかけとなればということで、

これは県民の意識を変えるために県も中に入って一つやったという形があります。 

 それから、県としてはなかなか直接一般廃棄物には手を出せない部分なんですが、焼却灰の再

利用、これは公共事業で使えるということで、これは県が積極的に進めていこうというのがあり

ます。 

 それ以外は、やはり出す方というのが県民とかですので、そういった意識啓発をしていくには

自主的な取組、県民とかＮＰＯとか、それが必要ということで、そのためのキーが千の葉という

切り口で、ただ今までは確かに届出をされているとそれで終わってしまう部分もかなりあったん

ですが、来年度についてはここに届出がある団体と交流をするような展開をしていきたい。です

から基本的には事業系の産廃と違って、一般廃棄物は県民それぞれが減量化の施策を進めなけれ

ばいけない。まあ一義的には市町村なものですから、県はそれをバックアップできるような施策

について掲げさせていただいているということなんです。 

 

○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。 

 続きまして、「産業人材の育成と就業支援」につきまして施策の担当課から御説明いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

○雇用労働課 

〈資料４－２により、施策「産業人材の育成と就業支援」について、以下のとおり説明〉 

 雇用労働課のほうで所掌しているアクションプラン「産業人材の育成と就業支援」について、

ご説明させていただきます。 

平成２０年度アクションプラン施策進行管理票をご覧ください。 

はじめに、１．施策の基本的な考え方についてでございます。 
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 しごと・雇用の安定は、労働側、働く側にとっては生活基盤の安定であると同時に、企業にと

りましては働く人の確保というのは、企業活動の源のひとつでもございます。そこで、総合的な

経済活性化策の展開によりまして、地域における豊かな雇用の創出と産業の振興といった地域経

済の好循環を創り出していくことが今必要です。現在、県内の雇用失業情勢は、全般的には、緩

やかに改善方向にあるのかなというところでございますが、今後、少子高齢化の進展やいわゆる

団塊世代が退職期を迎えるということで、労働力の減少や人材の質の低下を招く懸念がございま

す。そのため、県では「ちば しごと・雇用創出プラン」をもとに誰もが意欲と能力を活かして

働く社会を実現するために、就業支援や産業人材の育成に取り組んでいきます。 

次に、 終的な成果を表す指標について説明させていただきます。 

施策の目的であります『誰もが意欲と能力を活かして働くことができる社会の実現』の達成状

況は、ご覧の指標で把握することといたしました。 

初に、「県の完全失業率」でございます。雇用失業情勢を代表する指標でございますが、国に

おいて都道府県別の失業率が公表されてから、 も低い失業率、これは平成９年の３．５パーセ

ントでございましたが、これを下回る３．４パーセントを平成２０年の目標といたしております。 

次に、「県内企業の障害者雇用率」でございますが、これにつきましては民間企業における、い

わゆる法定雇用率でございますが、１．８パーセント、それ以上を目標にいたしております。 

後に、「ちば しごと・雇用創出プラン」における雇用創出数ですが、これは平成１８年度か

ら２０年度までの３ヵ年を計画期間といたしまして、「雇用・就労」の安定的創出を目指す方向性

と具体的な取組みを示した県のプランということでございます。期間中の雇用創出目標を 

６６，０００人としておりますので、それを指標として使っております。 

ただし、目標の達成につきましては完全失業率などの雇用失業情勢は地域経済の情勢と密接に

結びついております。地域の経済情勢も、数多くの民間の事業者が主体となるうえ、経済のグロ

ーバル化の進展などによりまして世界の社会経済情勢の変化とも関連してきているということで、

非常に複雑な要素で構成されています。このような国内外の経済社会情勢の変化というものが、

設定した目標の達成に大きな影響を及ぼすということも考えられます。 

２ページのほうに移りまして、施策展開の説明といたしまして、「平成２０年度のねらいと展開

の方向」について、説明いたします。 

本格的な少子・高齢化社会を迎えまして、将来の労働力不足が懸念されているところでござい

ます。一方、景気のほうの回復基調、それから団塊世代の大量退職によりまして、企業では採用

意欲を活発化させています。 

今後、原油等の資源高による県経済への影響と雇用情勢の動向を注視する必要があるんですが、

県内企業の多くは、特に若者・中堅層の確保が困難であるということや、また企業側におきまし

ては、企業内部において人材を育てる、また育てるような人材、育てる時間の不足というような

問題を抱えておりまして、今後は就業の促進と労働力の質の向上が問題となってくるということ

で、県といたしましては、産業人材の育成を通しまして中小企業の活性化、本県産業の持続的発

展を図りながら、地域の安定した働く場への県民の円滑な就労を促進してまいりたいと考えてお

ります。 

具体的な施策展開につきましては、３つの施策展開の柱を考えています。 
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３ページになりますが、１つ目の柱としまして、「本県産業を支える幅広い人材確保」でござい

ます。若者、女性、障害者、高齢者などで、就職になかなか結びつかない人たちがいるわけでご

ざいますが、地域の企業の貴重な働き手として企業のマッチングを進めるなど、本県産業の人材

確保への支援に取り組んでまいります。 

次に、この施策展開の柱を構成する主な重点事業につきまして、簡単ではございますが御説明

させていただきます。 

資料の６ページをお開きいただきたいと思います。 

「ジョブカフェちば事業の推進」でございます。これは平成１６年にＪＲ船橋駅前に開設した

若者の就業支援策の中心的な拠点として整備したものでございます。引き続きまして、若年者向

けの就業支援を実施するとともに、中小企業の人材確保に向けた支援もあわせて取組みを進めて

まいりたいと考えております。 

次に、９ページをお開きください。 

「子育てお母さん再就職支援センターによる就業支援」ということで、これは平成１８年に千

葉市幕張に開設しましたちば仕事プラザ内にある就業支援施設でございまして、女性の再就職に

対する潜在ニーズは高いんでございますが、結婚等を期に離職された方は離職によるブランクな

ど、厚い壁があるということでございます。今後は女性の活用が求められておりますことから、

その就業支援策といたしまして個別相談やセミナー等を開催するなど、支援の強化に努めていく

ということでございます。 

次に１７ページをお開きください。 

「生涯現役サポートセンター事業」、これもさきほどの子育てお母さんセンターと同じ平成１８

年に千葉市幕張に開設した施設でございます。これは高齢者、中高年齢者を対象に就業支援等を

行います。ただ就業支援だけに限らず、多様な働き方、例えばＮＰＯでの活動であるとか就農と

か、そういうような多様な活躍の場を提供していくというような支援措置を講じております。 

戻りまして資料の３ページにお戻りください。 

アクションプラン施策進行管理表、施策展開の柱Ⅰをお開きいただきたいと思います。 

この柱の成果を表す指標について御説明いたします。 

施策展開の柱の達成状況を把握するために、県の施策が主にターゲットとする若者、女性、障

害者、高齢者のそれぞれから、指標を作らせていて頂いております。 

若者の支援につきましては、「ジョブカフェちば利用者の就職決定率」を指標として採用するこ

とといたしまして、２０年度の目標といたしましては、各種支援サービスの内容の見直しを進め

ることによりまして、就職決定率を向上させることで６４．８パーセントといたしました。 

次に、女性に対する支援でございます。「子育てお母さん再就職支援センターの利用者数」を指

標として採用することといたしまして、２０年度目標は、各種セミナー等の開催等による利用者

の増で３，０００人としました。 

次に、障害者への支援でございます。これにつきましては、「ちば しごと・雇用創出プラン」

における、「障害ある人の新規就業者数」の雇用創出目標３，０００人を指標といたしました。 

 次に、高年齢者への支援につきましては、「生涯現役サポートセンターの利用者数」と「シルバ

ー人材センター会員数」を指標といたしまして、２０年度目標につきましては、前者の生涯現役
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サポートセンターにつきましては１，２００人、シルバー人材センターの関係につきましては、

これは活性化計画が定められておりますのでそれに基づきまして、会員数の目標である 

２６，７９５人といたしました。 

続きまして４ページのほうになりますが、柱のⅡについて御説明いたします。 

「本県産業で活躍する意欲と能力にあふれた人づくり」でございます。 

技術革新や経済のグローバル化の進展などによりまして、厳しい経済環境の中、「ちば中小企業

元気戦略」と一体となって今後の県の産業の基盤となる技術・技能を担い、さらに発展させるこ

とができるよう、企業ニーズに対応した人材の育成に取り組みます。 

重点事業について簡単にご説明いたします。２１ページをお開きください。 

「高等技術専門校における実践的職業訓練の実施」ですが、座学に加えまして企業実習を組み

合わせた、デュアルシステム訓練の拡充等を行うことによりまして、企業現場の即戦力となる人

材の育成を行います。 

続きまして２６ページをお開きください。 

「中小企業等能力開発支援事業」、これは中小企業の従業員の職業能力開発などキャリア形成を

支援するために、ちば仕事プラザにおきまして講座の開設や研修会場の提供を行ってまいります。 

戻りまして、資料の４ページをお願いします。施策展開の柱のⅡでございます。 

次に、この「柱の成果を表す指標」についてご説明いたします。 

施策展開の達成状況につきまして、職業能力開発施策の目的は、若年者等の雇用の安定と中小

企業等を支える人材の育成であることから、「デュアルシステム訓練事業に係る就職率」、それと

「県立高等技術専門校の就職率」といたしまして、２０年度目標といたしましては、就職支援ア

ドバイザーによる就職支援などを充実させることで向上させ、それぞれ前者につきましては 

６７パーセント、後者につきましては８８パーセントといたしております。 

 また、県として人材育成に取り組むことが困難な中小企業等を支援することが重要と考えまし

て、「中小企業等能力開発講座受講者数」を目標項目とし、２０年度目標を６，０００人といたし

ました。 

続きまして、柱のⅢについて御説明いたします。５ページでございます。 

「県民が意欲と能力を活かして働くことできる環境づくり」でございます。 

将来の労働力不足が見込まれる中、男性も女性も充実した仕事をしながら、ゆとりをもって子

育てなどの私生活を送ることができるようワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、地域

の関係機関と連携して、働く人のメンタルヘルス対策にも取り組みます。 

 次に、これに関する重点事業について御説明いたします。資料２７ページをお開きください。 

「ワーク・ライフ・バランスの推進」についてでございます。 

ワーク・ライフ・バランス、この考え方、また施策を普及し定着を図るため、企業に働きかけ

を行ってまいりまして、仕事と子育ての両立支援などに取り組んでいる会社を〝社員生き生き！

元気な会社〟宣言企業というふうにしまして、県のホームページで広く公表するということで、

仕事と子育てが両立できる職場環境づくりを促進してまいります。 

戻りまして、資料の５ページ、施策展開の柱Ⅲをお開きください。 

これの柱の成果を表す指標でございます。 
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ワーク・ライフ・バランス推進の取組が広く県内の事業所に浸透していることを表していると

いうことで、「〝社員生き生き！元気な 会社〟宣言企業数」を指標といたしまして、１７年度か

ら２１年度までの目標を７００社、２０年度につきましては１８５社として、その達成を目指し

てまいります。 

 以上、説明とさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。それでは御質問等いかがでしょうか。 

 

○坂野委員 

 どうもありがとうございます。これの目的と手段、対応がすごくはっきりしていてわかりやす

く、整理されているのだなという印象ですけれども、幾つか質問させていただきたいのですが、

初の 終成果の指標のところで失業率の想定が０．２パーセント落ちたりとか、障害者雇用率

が０．３パーセント上がったりという目標にしているのですけれども、これは例えば、景気の動

向だとかそういうことを想定したときに、自然に達成されてしまうものなのか、それともどれく

らい県の努力が加わったことによってこういう数字になるのかということについては、なかなか

客観的に割り切れるものではないと思うんですが、どういう意味合いを込めてこういう数字にさ

れてらっしゃるのか、お話をお伺いしたい。 

 もう１つは、研修だとかミスマッチを無くすための効果をどう見るかというのは難しいと思う

のですけれども、例えば４ページ目の「デュアルシステム訓練事業に係る就職率」というのは 

６５．９パーセントから６７パーセントに上げているのですけれども、本当にこのデュアルシス

テムの訓練事業の効果は、他の訓練事業とか何もしないときの就職率と比べて、６５．９パーセ

ントというのが高いのか低いのかがわからないと、そもそもデュアル事業をやったことによって

本当に効果があったのかどうかということが判断できません。 

 それと同じ話ですが、障害者の雇用率ですが、雇用法よりも高めのところの水準でという御説

明だったので、そもそも障害者の就職に関してニーズというものがどれくらいあって、それに対

して１．５パーセントとか１．８パーセントというのは十分応えているのかどうか。 

あるいは、女性が子育てをして戻ってきたときに就職を支援するというものも、実際のプログ

ラムだとか相談所に来て相談した数はわかるのですけれども、それが本当にそもそも女性のニー

ズに対して十分応えているのかどうか。あるいは、そのあとマッチングした後に雇用者側なり就

職した側がどれくらいこれで満足できたのか。一番冒頭の話にありましたのは、多様な人たちが

能力を高めて、要するに雇用者側も満足するし就職機会のない方たちもそれで満足できるという

ことが、どのくらい達成できているのかなということなのですが、数字がなかなか無いので客観

的に計るのは難しいと思うのですけれども、そういうことに対して判断できるものになっている

かどうかが、あるいは今はできないとしても何か判断できるための材料というか証拠をどうやっ

て作っていったらいいのかということについて、何かヒントになるものがあればいいと思います。 

 

○雇用労働課 
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 非常に難しい御質問かと思うんですが、はっきり言いますとその辺については非常に悩みの多

いところでございまして、雇用の場合は、特に企業といいますか経済状況の影響を非常に大きく

受ける部分がございまして、じゃあ我々がやっている就業支援のかなりきめ細かないろんなメニ

ューを活用してやっているわけなんですが、それがどこまで寄与しているのかということは、な

かなか分けることが難しいというのが我々の悩みでもありますが、実際にミクロで見た場合に、

例えばジョブカフェちばのように、かなり就職した人もフォローアップしていって調べているよ

うなこともありまして、そういったところみたところによると、就業支援を受けた人については、

例えば単に就職しただけではなくて、若い人たちは離職率が高いと言われていますけれども、そ

の後の離職率もかなり低く結構定着率が良さそうだというような部分も捉えていますので、経済

の状況はあるんですが我々の雇用対策とそれをひっくるめて、この失業率でやっていこうという

ことでございます。 

 それから障害者の雇用率につきましては、これは本当はちょっと恥ずかしい話なんですけれど

も、民間の企業に対する法定雇用率は１．８パーセントと決まっているわけなんですが、実際は

現状が１．５パーセントというように残念ながら下回ってしまっているというこので、まずは法

律上決められている１．８パーセントを目指さざるを得ないんじゃないかということで、それに

向けて 大限努力しているということでございます。 

 それからデュアルシステム訓練につきましても、どれくらい違うのかというお話なんですが、

これも一応今やっている部分でフォローできている部分で見ていく限りは、少なくとも何もやら

ないというかデュアル的なものではない通常の訓練に比べてプラスの影響が出ているというふう

に我々は把握しているところでございます。それを数値でとか言われてしまいますと、なかなか

難しいかなというところが実際のところでございます。 

 デュアルシステム訓練なんですけれども、そもそもデュアルシステム訓練というのは、高等技

術専門校のあとの訓練施設で一定の期間訓練をやって、そのあと実際の企業に研修に行って、例

えば専門校でやっているのは６ヶ月間訓練をやって、そのあと３ヶ月間企業で就労するという訓

練をやっているんですが、この場合の就職率は、高等技術専門校の場合には一般よりも高いです。 

デュアルシステム訓練が良いのは、その企業の研修をそのまま就労に結び付けられる可能性が極

めて高いと。また企業の中でこういう仕事をするというのがわかっていますので、定着率も高い

と、そういうような効果も見込んでおりますので、就職率だけではない効果も出ているだろうと

いうことで、来年度は校のデュアルシステム訓練は拡充していこうということで考えております。

またそれなりの率も上がっていくのかなと考えております。 

 

○坂野委員 

 確認ですけれども、デュアルシステムのほうの就職率が一般の県立高等技術専門校の就職率の

平均よりも低いのは、今お話のあった研修先にそのまま就職している率ということなのですか。 

 

○雇用労働課 

 デュアルシステム訓練というのは、高等技術専門校でやっている部分と民間の専門学校等に委

託をして訓練をしているものと２通りございまして、高等技術専門校の部分については９０パー
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セントとかという数字を出しているんですけれども、民間の専門学校の場合にちょっと率が低く

なっているという状況はございます。 

 

○松宮委員 

 企業側としても一緒に考えていかなければいけないところだと非常に痛感しているテーマでご

ざいますけれども、特にワーク・ライフ・バランスのところは今企業でも非常に悩んでいるとこ

ろだと思います。 

単に企業が“社員いきいき！元気な会社”として宣言しただけでは何も進まなく、もちろんそ

ういうふうに宣言してやりましょうという基本姿勢を作るという意味からは良く理解できるので

すが、例えばどういうことをやれば良いのかとか、特に中小企業にとってはそうは言ってもなか

なか難しいということもあろうかと思います。そこで、どういうふうな形で指導的なことや、あ

るいは協働的なことを、県としてリードしてやっていくのかについて具体的にどのようなことを

考えておられるのかなと思いました。企業数といっても、単に手を挙げただけで何もしないとい

うところもいっぱいあるかも知れませんし、その辺のところをどういうふうな形で捉えていこう

とされているのか教えていただきたいと思います。 

 それから、「ジョブカフェちば」に関してですが、たぶん効果的に運営されていると思うんです

けれども、全国にもジョブカフェというのが結構あって、 近少し問題になっているところもあ

るような記事が時々見受けられます。こういうところというのは、どのようなパーセンテージく

らいの就職率があれば良いというものなのかどうか、我々としてはわからないところがありまし

て、費用対効果があがっているのか、あるいはここで決まった人たちはそのあと結構離職率が低

いんだというようなこともふまえて、ジョブカフェというものの効果がだいたいこうなっており、

これはもっと推進していくべきなのだということを証明できるようなものがあれば、非常に効果

的かなと思いました。その２つについて教えていただけますでしょうか。 

 

○雇用労働課 

 初にワーク・ライフ・バランスの関係でございますが、“社員いきいき！元気な会社”宣言企

業につきましては、はっきりいって実際にハードルがそれほど高いものではございません。 

少なくとも制度をまず持っている、例えば育児休業の制度とか、実際にその制度が運用されて

なくてもそういう仕組みをまず持っている企業さんについてはここで拾えるようにしています。

やはりワーク・ライフ・バランスについては、いかに普及し、いかに理解していただいてそれが

企業の中に定着していくかというのを目指していまして、実際にやっていることはセミナーをや

ったりとか、ちょっと月並みなんですけれども講習会をやったりですとか、そういうことをやっ

ているんですが、それだけでは一方通行なものですんで、やっぱりそれに対してどれくらい反響

があったのかを示す一つのものとして、現在のところはこの宣言企業数という形でやっておりま

すが、将来的には、例えば男性の育児休業取得率が極めて低いわけなんですがそれを何パーセン

トとかというような数字のほうが実効的なのは確かなんですが、現段階ではこれをまず取っ掛か

りにして今まで関心のなかった企業さんでも、あそこの企業がやっているんならうちでもできる

よね、みたいな形で広まって、普及するための定着するための一つの手段としてやっているとい
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うのが実態でございます。 

 ジョブカフェ関係でございますけれども、まず就職率がこの数字はどうなのかという御質問だ

ったと思うんですけれども、これは１６年に開設して今年で４年目になるわけですが、就職率は

年々上昇してきておりまして、だいたい 初は４０パーセントくらいだったんじゃないかなと記

憶しております。１８年度の数字ですと６３．８パーセントまで上昇してきているというように

効果が上がってきているんじゃないかなと思っております。 

 これからどのくらい伸びていくかということは不透明なんですけれども、今まで程の率にはな

らないだろうなというような予測はしております。 

 それから費用対効果の関係でございますけれども、いろんな計算の方法があるかと思いますが、

極めてラフな数字で申し上げますと、１人の就職を決めるのに多めにみても１０万円くらいだと

いうふうに見ています。実際にはもう少し低く７、８万円ではないかなと感じは持っていますけ

れども。１人決めますとその方が税金を納めるようになりますのでそういう意味でかなり効果が

あるというふうに考えております。また社会保険料も払うというようになりますのでそういう意

味で非常に効果があるんじゃないかと思います。 

 

○森田委員長 

 はい、ありがとうございました。よろいしいでしょうか。 

 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いたしました議論は一通り終了しましたけれども、本日の２つのケー

スの審議結果を踏まえまして、アクションプラン施策の事前評価全体について何か共通したこと

も含めて御意見があればと思いますがいかがでしょうか。 

 

 もうすでに個別的におっしゃったかと思うんですが、私のほうから気がついたことを少し申し

上げますと、１つは今のまさに失業率の話になりますけれども、要するに評価の対象となる行政

の仕事と 終的な結果との間の因果関係のメカニズムというのがいろいろとあって、いわゆる外

正的要因といいましょうか、経済の景気変動でもって明らかに失業率が決まってしまうというと、

いったい県の施策はどれくらいの寄与率といいますかコントリビュートしているのかというのが

少し見えにくいような気がしました。そこのところはやはり、何らかの形ではっきりさせたほう

が良いという気はします。 

もう１つは、前半の廃棄物の問題にしましても、たぶん石油の価格が上がるとプラスチックを

原料としている容器の廃棄率というのは下がってくるとか、そういう因果関係もあるものですか

ら、その辺についての施策と減少そのものの問題発生のメカニズムのようなものを分析して、そ

のどこをどう行政としてコントロールするかと、その辺についてもう少しわかりやすくと言いま

しょうか、体系的なものがあると評価もしやすいのかなという気はします。 

 特に今の失業、雇用の問題で言えば、はっきりいいましてこれは幾つかの施策というのは決ま

っていると思いますけれども、 も景気が悪くなった時には行政の側が直接雇用するという失業

対策的なものもありますし、通常言われておりますのは情報のミスマッチのようなものを解消す

るために行政が入ってくる。それも直接行政が、今のジョブカフェとか、国でいいますとハロー
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ワーク的なものでやる場合もあれば、あるいは間接的に職業紹介の業者に対する規制といいます

かそういう形でやる場合もあれば、そうでなければ先ほどもありましたようにライフ・ワーク・

バランスのような形での奨励をするというように幾つかあると思います。その辺についてもう少

しきめ細かく見ていく必要があるのかなという気がしますし、それともう１つは今のことと関連

しますけれども、それぞれ寄与率といいましょうか、何が重要な政策なのかと、その重要度はそ

れぞれ違うかなという気はするんですけれども、今のところ一律べったりと来ているものですか

ら、ちょっとその辺についてもう少し明確にしていただいたほうがいいのかなと思いました。 

 お二方の委員の御質問はだいたいそういう形で共通項があるのではないかと思います。 

 勝手に要約させてもらいましたけど、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは次に移りたいと思います。 

 

イ．課所掌の基本施策について 

○森田委員長 

 次は課所掌の基本施策についての議論を進めていきたいと思います。 

 議論の対象といたします個別施策につきましては、県土整備部建築指導課の一施策を抽出して

おります。後ほど説明がございますが、以前から業務別に評価手法を検討し、モデル的な帳票が

示せれば良いという委員会の意見がございまして、これを踏まえまして坂野委員を中心に研究を

進めていただいておりますけれども、今回、許認可・規制に係るモデル帳票案を皆様にお示しし

たいということでございまして、そういうお話が事務局からございましたので、まずこのことに

ついて事務局のほうから簡単に御説明いただけますでしょうか。 

 

○事務局（企画調整課） 

 他の自治体はあまりこういった例は無いようなんですけれども、千葉県の場合は制度開始以来、

県の重要施策であるアクションプランと課所掌の基本施策の２本立てになっていまして、これは

重複項目があるということを前提とした構造になっています。 

そこが非常に記載の仕方が難しいということがあるんですけれども、アクションプランのほう

は今も先生からの御指摘もありましたけれども、直接県民のニーズ向上というものを目指して展

開される施策が多いものですから、県民の利益とか、今コントリビューションの話もありました

けれども、いわゆるアウトカム的な成果指標とか目的が立て易い。それによって職員意識もだい

ぶ高まるという状況にあります。 

 現在各部でいろんな基本計画とかを作っているんですけれども、この政策評価のこういった目

標の立て方というやり方がいろんな計画にも反映されているところです。いろんな指標が入って

作られているものです。 

 他方、内部管理的な、簡単に言うと私どもにも総務系とかそういったものがあるんですけれど

も、内部管理とか、それから今日は建築指導課にもお出でいただいているわけですけれども、い

わゆる許認可とかそういった規制業務といったような、行うべき業務がわりと定型化されていて

基本的にはこれを適切に実施していくことが評価されるというような、言い方は難しいんですけ

れども、そういった事務が多くの課であります。 
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これは行政の大事な事務であることは変わりないわけで、こういった業務はやっただけの効果

が数字として把握しにくいとか、あるいは適当な指標が設定しにくいといった点があります。 

 以前から問題となるような部分は評価帳票を示すべきだということが委員会の当初からありま

して、まだ出せていないということがあったわけなんですけれども、特に今申し上げた分野では

職員も悩んでいるところもありまして、政策評価室としても何か示す必要があるんじゃないかと

考えていたところです。 

 昨年度末から、坂野委員の御協力をいただきながら、県のいろんな業務類型を幾つかに分けま

して、県職員からヒアリングを行いながら、いわゆるマネジメントサイクルの確立に向けて、事

後評価の結果をどうやって次に結び付けていくかということを念頭に置きながら、記載例だとか

指標設定とか、いろいろと検討してきたところです。 

 分類は、例えば啓発であるとか広報であるとかイベント、あるいは窓口であるとか相談、補助

金とか研修とか、それから指導・規制・許認可、こういったものを１０区分ほどに分けまして、

その中から３つ、１つは補助金関係、もう１つは指導・規制・許認可関係、それから内部管理、

この３つを幾つかの課からヒアリングをして、延べ１０課くらいだと思うんですけれども坂野先

生の御協力をいただきまして進めてきました。 

 こういったところは、適正とか、円滑とか、迅速とか安定とか、定性的なキーワードが並んで

くることかと思います。このうち今回は許認可行政というところについて検討を行ったところで

ございまして、資料の６を御覧いただきたいんですけれども。 

 典型的な許認可行政というのは、許認可申請書が提出されるときに、法令に記載されている基

準だとか県で作った施行条例だとかいろんな基準がありまして、その条件に合致しているかをチ

ェックして適合しているものが通ってくるわけです。それで法令に違反していない状態、いわゆ

る問題のない状態、こういったものを作り出していくのが大きな仕事になります。 

もちろんこれは自治体の努力によって申請件数を増やすとか、県民の利益を誘導するといった、

投資を生むといった、そういった性格のものではないわけです。 

 どちらかというと、悪い言い方をすれば、ミスをどれだけ少なくするのか、迅速にやっていく

のか、問題の発生を未然に防でいくのか、こういったことが中心になります。 

 こういったところでは当面、行政の目的というのは法令に関する熟知度、スキルアップですね、

こういったものを高めることとか、マンパワーを投入して例えば適正な基準を速やかに作ってい

く、あるいは年間でいろんな検査の実施計画を立ててそれをより多くこなしていくとか、こうい

ったマンパワーの部分が適正な状態を生み出すという基になります。 

もちろん財源や人数を多く投入すれば良いというものではなくて、そこには業務の効率性とか

クオリティを上げることが当面の目的となるということになります。 

 いわゆる建設ラッシュとか申請手続きの厳正化、あるいは 近の耐震の関係でかなり厳正化さ

れている、その結果長期化されているという中でニーズを増やすということがそれなりに効果が

出るということがあるのかも知れませんけれども、基本的には通常の場合は、スキルとか基準作

りの明確化とか一義化というんですか、こういったものを県民にわかってもらうと。 

従って例えば平均処理時間であるとか、一人当たりの処理件数といったものが物差しになるん

じゃないかと考えられています。 
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 それから、同じ規制行政の中でも、法が求める趣旨の中で、あるいは法が予定している、いな

い範囲、もっと後発的な要因においてある程度積極的に自治体が裁量的な政策を行うことができ

るんじゃないかという部分もだんだん出てきます。 

 例えば許認可に関する手続き的な処理だけじゃなくて、法律が求める趣旨とかもっと広い範囲

で教育とか啓発とか支援とか、こういったものもだんだん考えられてくる。そうするとだんだん

県が行う県民利益を求めるための量的拡大も認められる。独自の施策に近づいてくる。裁量性が

だんだん高まってくるという分野が多くなってくるということです。 

 これから建築指導課から説明を行うわけなんですけれども、この課では今申し上げたような法

の適正な執行を行う業務から始まって、建築物における例えばユニバーサルデザインであるとか、

付加価値を増進させるような裁量性の高い業務まで幅広くやっておりまして、具体的にはこれか

ら説明があるかと思うんですけれども、そちらのほうで５つほどに区分された施策の柱を立てて

おります。 

 モデル帳票については後ほど私のほうから説明させていただきますので、その前に建築指導課

の評価資料についての御審議をお願いした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。ということでございますので事務局の先ほどの資料につきましての

議論は後ほどさせていただくということにいたしまして、今のお話を念頭に置きながら、個別施

策の例について議論を進めていきたいと思います。 

 今いただきましたお話との関連もありまして、今回、許認可・規制を主な業務とする課を抽出

いたしましたので、それについてまず 初に、「誰もが安全で安心して暮らせる建築物の推進」と

いうことについて担当課のほうから御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

 

○建築指導課 

 それでは、課の基本施策「誰もが安全で安心して暮らせる建築物の推進」について、御説明し

ます。 

 配布資料５の１ページをご覧ください。 

 初めに課の使命・役割ですが、市長村や関係機関との連携と適切な役割分担のもと、火災や地

震などの災害に強く、快適で誰もが使いやすい建築物の整備を総合的に指導、誘導することです。

このことは、安全・安心な社会基盤を整え、県民生活の向上に寄与するものと考えています。 

課の使命・役割を実現するための具体的な施策展開については、５つの施策展開の柱を考えて

います。それぞれの施策ごとに内容を御説明します。 

 配布資料の２ページをご覧ください。 

まず、１つめの柱は「建築物の適正なルールづくり」です。この施策展開の柱の目的ですが、

社会状況の変化への対応や県民の良好な住環境の確保を図るため、建築関係の基準等の整備を推

進することです。その目的を達成するための手段ですが、建築基準法施行条例等の見直しを随時

行うとともに、建築やまちづくりの計画に係る認可・指導を行います。 
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 ２０年度施策の方向ですが、１８年度事後評価結果を踏まえ、建築基準法に基づく各種の基準

を策定し公表します。 

 なお、１９年度施策との変更点ですが、既成市街地の建築物の建替を促進するため一団の土地

における建築物の認定制度の活用について、市町村等を対象とした説明会を開催します。 

次に、この施策展開の成果を評価する指標について御説明します。 

 施策展開の柱の目的の達成状況について、建築基準法に基づく認定基準等の整備状況で把握す

るのが妥当と判断し、上位指標として「認定基準等の整備」を設定し、策定した認定基準の説明

会を開催することを達成目標としています。 

 次に、同柱の内容の達成状況については、条例等の整備状況で把握するのが妥当と判断し、中

間指標として「法改正に対応した条例等の整備等」を設定し、その整備を達成目標とします。 

 資料の３ページをご覧ください。 

次に、２つ目の施策展開の柱は「建築物の安全安心実施計画等の推進」です。 

 この施策展開の柱の目的は、建築基準法等の実効性を確かなものとし、建築物を安全で安心な

ものとすることです。その目的を達成するための手段としての内容は、主として建築物の中間検

査・完了検査の実施率の向上を図り、違反建築物の防止に努めることです。 

 ２０年度施策の方向ですが、１８年度事後評価結果を踏まえ、検査率の向上のために書面や電

話を活用した注意喚起を行います。また、各種講習会等の機会を捉え検査率向上の PR を行います。 

 なお、１９年度施策との変更点ですが、改正建築基準法により中間検査の対象建築物が拡大さ

れた旨を周知するとともに、耐震偽装事件の再発防止策として、構造計算適合性判定を判定機関

に依頼し、計算書のダブルチェックを行います。 

次に、この施策展開の成果を評価する指標について御説明します。 

 施策展開の柱の目的の達成状況について、建築物が安全性を判断するために、上位指標として

「完了検査率」を設定し目標値を６０パーセントとしてその達成を目指します。 

 また、同柱の内容の達成状況について、違反建築物の防止には、建築途中で適切な対応をとる

ことが必要と判断し、中間指標として「特殊建築物等の中間検査率」１００パーセント、「建築パ

トロール実施回数」１００回を目標値としてその達成を目指します。 

 資料の４ページをご覧ください。  

次に、３つ目の施策展開の柱は「建築物に関わる資格者や団体の指導と連携」です。 

 この施策展開の柱の目的は、建築関係の資格者や団体と連携し、建築物の質の確保を図ること

です。その目的を達成するための手段としての内容は、建築士等の質の向上を図るとともに、  

指定確認検査機関や特定行政庁との連携を密にし、円滑な行政の執行に努めることです。 

 ２０年度施策の方向ですが、１８年度事後評価結果を踏まえ、建築士の質の向上のために、  

建築関係団体と定期的な協議会を開催するとともに、民間確認検査機関との連絡協議会等も開催

します。 

 なお、１９年度施策との変更点ですが、民間確認検査機関へ立入検査を実施するとともに、  

構造計算適合性判定機関の指導監督を行います。 

次に、この施策展開の成果を評価する指標について御説明します。 

 施策展開の柱の目的の達成状況は、現時点では、関係団体との緊密な連携度は、協議会の実施
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回数で把握するのが妥当と判断し、上位指標として「各種団体との協議会の実施回数」を設定し、

目標値を２０回としてその達成を目指します。 

 また、同柱の内容の達成状況について、現時点では、建築士等の質の向上のためには具体的な

指導回数で把握することが妥当と判断し、中間指標として「建築士事務所に対する立入指導件数」

５００回、「指定講習会の開催回数」３回、「指定確認検査機関に対する指導件数」６件をそれぞ

れ目標値としてその達成を目指します。 

 配布資料の５ページをご覧ください。  

次に、４つ目の施策展開の柱は、「既存建築物の総合防災対策等の推進」です。 

 この施策展開の柱の目的は、建築物について防火非難性能の確保や耐震性の向上を図り、総合

的な防災対策を推進します。その目的を達成するための手段としての内容は、建築物の所有者に

対し、既存建築物が適正に維持・保存がされるよう指導を行うとともに、建築物の耐震改修が促

進されるように、効果的な普及啓発、相談体制等の充実を図るところです。 

 ２０年度施策の方向ですが、１８年度事後評価結果を踏まえ、都市部の市町村を中心に耐震診

断等に係る助成制度の創設や拡充を働きかけていきます。その他、無料耐震相談会を開催したり、

文書や電話等により、定期報告率の向上を図ります。 

 なお、１９年度施策との変更点ですが、耐震改修に対する助成制度を設けている市町村に対し、

補助制度を創設するとともに、助成制度の創設や拡充を働きかけていくことです。 

 次に、この施策展開の成果を評価する指標について御説明します。 

 施策展開の柱の目的の達成状況について、定期報告率や耐震診断講習会受講者数の数値で把握

することが妥当であると判断し、上位指標として「定期報告率」５５パーセント、「耐震診断講習

会受講者数」３５０人をそれぞれの目標値としてその達成を目指します。 

 また、同柱の内容の達成状況について、現時点で指導の効果や制度の普及度を計るうえで妥当

と判断し、中間指標として「耐震相談会の実施回数」１０回、「耐震診断等補助実施回数」２５市、

「応急危険度判定士登録者数」１５０人をそれぞれ目標値としてその達成を目指します。 

７ページをご覧ください。  

次に、５つ目の施策展開の柱は、「誰もが使いやすく地球にやさしい建築物の推進」です。この

施策展開の柱の目的は、誰もが快適で使いやすい建築物の整備を推進することです。その目的を

達成するための手段としての内容は、福祉のまちづくりを進めるとともに、ユニバーサルデザイ

ンによる建築物の整備の考えを普及し、省エネ等による環境にやさしい建築物の整備を誘導する

ことです。 

 ２０年度施策の方向ですが、１８年度事後評価結果を踏まえ、ユニバーサルデザインによる建

築物や環境にやさしい建築物の整備について、事例の収集や各種普及活動をしていきます。 

 なお、１９年度施策との変更点ですが、建築物におけるユニバーサルデザインの推進に積極的

に取り組んでもらえるよう意見交換を行なうとともに、取組事例の情報交換を一層進めていきま

す。 

 次に、この施策展開の成果を評価する指標について御説明します。 

 施策展開の柱の目的の達成状況について、整備水準に達した建築物を把握することが妥当と判

断し、上位指標として「福祉のまちづくり適合証交付件数累計」８８０件、「省エネ法による省エ



 - 25 -

ネルギー計画書届出割合」８４パーセントをそれぞれの目標値としてその達成を目指します。 

 また、同柱の内容の達成状況について、建築物に係るユニバーサルデザインの整備の推進は、

現時点では、多くの先進事例に触れていただくことが関心を高めるとの理由から、意見交換の場

を設けるとともに、先進事例の情報公開件数を増やしていきます。 

説明は以上のとおりです。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。ただいま、「誰もが安全で安心して暮らせる建築物の推進」について

御説明がございましたけれども、御質問をお願いいたします。 

 

 ちょっと私から、気になった点がありますが、何箇所か基準年とする現状よりも目標年とする

目標の数値のほうが少ないところがあるわけですけれども、これはそれで十分だという目標設定

の仕方ということなのでしょうか。例えば３ページの「建築パトロールの実施回数」が１８年度

は１１４回ですが２０年度は１００回となっていますけれども。その次の「建築士事務所に対す

る立入指導件数」もそうですし。 

 

○建築指導課 

 実績としては１１４回と上回っていますが、当初の目標は１００回で設定しており、結果的に

は１１４回と目標を上回りました。 

 

○森田委員長 

 それで十分だという御判断でしょうか。 

 

○建築指導課 

 はい。それが十分とは言い切れない部分もありますが、現在の体制ではそれが目一杯という判

断で設定しています。事務所の立入指導件数についてもやはり同じで５００件ということで設定

していますが、それを上回った実績となっています。 

 

○森田委員長 

 その後のページの「耐震診断講習者受講者数」も同じように減っていますけれども、これも、

まあ延数が増えているといえば増えていますけれども、同じようなことですか。 

 

○建築指導課 

 はい、同じようなことです。 

 

○森田委員長 

 わかりました。ほかにいかがでしょうか。 
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○坂野委員 

 一つお伺いしたいのは、一般論ですが、県の行政を考えるときに、地域差は施策目標を立てる

ときに、何か考慮する余地というものはあるのでしょうか。やはり自治体によって取組の積極さ

だとか、場所によって姿勢の違いとかあるんですか。 

 

○建築指導課 

 実は完了検査率については、やはり地域差が出ていまして、都心部では完了検査を受けるとい

う姿勢が十分伝わっていまして成果が上がっていますが、例えば南の館山地域とか安房地域とか、

あるいは夷隅地域とか銚子地域の方ですと、やはり地域差が出まして、完了検査率が低いという

傾向があります。しかし、安全の観点から言いますと、そういう完了検査率の低い地域でも施工

業者は割としっかりしており、安全性を図る意味で完了検査の実施率を捉えていますが、それが

必ずしもイコールなのかという疑問点は残っています。 

確かに、都心部はお互いの信頼関係がないような中で工事を施工していますので、やはり完了

検査を受けて法令に合っているかどうかというのが安全の目安の一つとなり、そのよりどころの

数字として完了検査率を把握していくのが妥当と思います。したがって、地域差が出るものにつ

いては、今後対応を検討していかなければならないのかと思っています。 

 

○松宮委員 

 建築というのは非常にわかりやすくて、皆さん関心の高い時期だと思うんですけれども、 初

の課の使命のところにも、「市町村や建築関係機関との連携と適切な役割分担のもと」というとこ

ろがありますが、今の坂野先生の御質問にも関係し、先ほどの森田委員長のお話にも関連すると

思うのですが、市町村がやるべきところに対して県がどういうことをやるのか、あるいは市町村

にまかせてこういう点についての指導だけしていくというような形にするのか、その辺の役割分

担のところが、それぞれの施策から私にはあまり理解ができませんでした。できれば逆に、県と

しては市町村がこういうふうにするために何をしていくというところを明確に出したほうが、み

んなで一緒に良くやりましょう的な形に見えなくて、県としての役割の観点から、指標という形

の捉え方が明確にできるのではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○建築指導課 

 確かに御意見はもっともなお話だと思います。 

 例えば、県下の確認申請の件数ですが、約４５，０００件あり、そのうちの８割が民間の指定

確認検査機関・２５機関で確認処分されています。残りの２割を市あるいは県が行っている状況

です。 

つまり、県内の千葉市、船橋市、松戸市といった大きい１９市は、直接許認可を行っており、

その残りを県が行っています。確かに役割分担という点では、何を目指していけばいいのかとい

う検討は必要であり、精査して取り組んでいかなければならない問題ではないかと思っています。 
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○松宮委員 

 ８０パーセントの民間の業者さんに対して、できるだけ指導とか役割をもう少しわかりやすい

指標になるといいと思います。 

 

○森田委員長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 先に申し上げました事務局説明と、今伺いました個別施策の質疑を参考にいたしまして政策評

価研究会の成果であるモデル帳票について次に御議論いただきたいと思いますので、これは事務

局のほうから御説明をお願いいたします。 

 

○事務局（企画調整課） 

 資料６の後にモデル帳票案がついていると思うんですが、時間もありますので、かいつまんで

御説明いたします。 

 今回作るのに心がけたことというのは、目的と上位指標をどういうふうに、目的についてどう

いうふうに上位指標をリンクさせるか。それから内容について中間指標をくっつける。先ほどア

クションプランのところで松宮委員さんからも指標のところで非常に見にくいという指摘があり

ましたけれども、ここをどういうふうにくっつけるかということになるかと思います。 

 それから実際に今回は、こういった許認可行政をやっている課に共通しているようなものを作

ろうということなんで、ここに掲げたものは、今の建築指導課が作ったものとはちょっと違いま

す。実際には実現困難なような指標も書いてありまして、これはあくまでもこういった目的が設

定されるんだったらこういった指標が理想なんじゃないのかなということを記載したということ

を御了解いただきたいと思います。 

 まず１番目の「建築物に係る適正な法執行及びルールづくり」、こちらは先ほどの建築指導課さ

んでは「建築物の適正なルールづくり」となっていたんですけれども、ここでは社会状況への変

化への対応とか、県民の良好な住環境の確保ということです。社会状況の変化によって、国の法

令であるとか、いろんなあるべき基準が変わってきますので、これに対して迅速・適正に基準を

整備して対応していく必要があるだろうと。また、法令や基準に沿って適正な認可・指導事務を

行って、あるいは街づくり計画に沿った適正な誘導を行って住民環境の良好性を保つと、こうい

った業務になります。従って、ここは積極的に資源を投入するということではなくて、相手の動

きとか変化があってはじめて対応するというような傾向が見られるわけなんですが、まず、社会

状況の変化に対応するという目的に対応して、ここは、法令とかあるべき基準が世の中の変化に

よって変わった、それに対して基準を作ったり整備をしていく。それを達成したかどうかという

指標として、私どものほうとしては定性的な指標になってしまうんですけれども、条例等をしっ

かり整備したかどうかということで、条例の随時整備、迅速に作っていく、問題ないものを

作っていくというものを掲げてあります。作るといいながらこういう指標を掲げることは問

題があるかも知れません。 

それから、県民の良好な住環境が確保できたかということについては、許認可手続きを法

令に沿って適正に実施したかどうか、その結果、社会的に反するような状況になっていない
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のか、それから要請に沿った適正な誘導を行ったか、まちづくりとかですね、こういった目

的からその指標として、県民の意識調査、これも先ほどコントリビュートの話が出ていまし

たんで自信がなくなってしまったんですけれども、あるいは、法令違反としての認知される

ものの件数、これは低くすることで、不利益な状況が起きていない努力や手続きがしっかり

となされていることが認められるんじゃないかというようなことで掲げています。 

続いて、まちづくりの適正な指導がなされているかどうか、つまり、法令上県民福祉向上

につながる規制緩和策とかが住民に知らしめられているのかどうか、そうすれば積極的に活

用がされてくるだろうということで、この一団地建築物認定制度がどれだけ活用されている

かというものを指標としました。建築指導課さんのほうには、ここは入っていなかったと思

います。 

先ほども言いましたけれども、法令を適正に執行したかどうかという業務については、こ

ういったルールをきちんと作ったか、守ったかということから、定性的かつアウトプット指

標だけではなくて、あわせて反社会的な状況になっていないかとか、秩序が守られているか

どうかとか、規制とか規制緩和など相手方の件数などが不明とか増やせない場合もあると思

うんですけれども、それが理解されたうえでの活用度合い、そういったものを増やせるかど

うか、そういった県民側の認識にたった指標をなるべく増やしていこうかなと考えておりま

す。 

 中間指標では、そこに対して施行条例・細則等の整備がありますので、上位指標とかぶる

ところがあって、非常に迷ったところです。 

それから具体的な業務として、建築やまちづくりに係る許認可、それから整備があるわけ

なんですけれども、これについて、説明会の参加者、ここも今までの議論の中で言えばあま

り評判の良くないところなんですけれども、やるべき相手、これは市町村とか県の担当課の

職員に対する説明会とかになると思うんですけれども、もちろんこれは１０日間で２０名を

開けば２００名という結果が出ちゃうわけですから、これが成果指標になるのかと言われれ

ばそうなんですけれども、こういった分野においてはクオリティを高めるためには必要であ

るということから、本来は説明を受けた人の理解度が物差しとなれば良いんですが頭の中の

話なのでできませんので、１００パーセント達成したかどうかということがまず一義的にな

る。あるいは認可に要する平均処理日数といったコストパフォーマンスはどうなんだろうか

ということを考えました。 

 ２点目は「建築物の安全安心実施計画等の推進」なんですけれども、目的が、建築物が法

令が要請する安全・安心なものであるようにということなので、それを確認するための建築

確認の実施率向上とか違反建築を防止していくことが求められるわけです。そのために必要

な台帳整備を行ったり、業者に直接督促する、違法建築物をどれだけ減らすか、そのために

どういうことを進めていくか、その結果として建物の安全性をどう高めていくかということ

ですので、県庁が行っている違反状態を解消するための検査とかそれを踏まえた指導に共通

するところです。 

 ここでは上位指標を完了検査率の引上げ、検査済証の交付率など法令が求める建築物であ

ることの確認率の向上に求めています。 
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 また、中間指標としては、業務達成の物差しとしては、業者等への直接督促件数を減らす

こと、つまり減らすことで業者の誠実な完了検査の履行が進められているということを示す

ならばこういったものが指標になるだろうと。 

それから建築台帳の整備率、これもこれを高めることで、督促件数を減らすこともできま

すし、完了検査率の引上げの向上に寄与するならばこういったことになるだろうと。 

それからパトロール実施回数は、ここはやはり回数で良いかどうか。それにおける指導件

数は少ないほうが良いわけなんですけれども、回数で良いかどうかというのは議論のあると

ころで、実は私どもでもここは自信がない部分で申し訳ないんですが、そういったところに

なります。 

それから柱のⅢの「建築物に関わる資格者や団体の指導と連携」のところでは、いわゆる

建築に携わる関係者の資質向上が目的となりますので、そのための手段としては、裁量性が

高いんですが、あまり手段としての数はないんだろうと思います。講習会とか協議会の開催

という啓発的なものが中心となってくるんだと思います。 

 このため、関係者の資質が向上したかどうかという、これも理解度の向上というのは指標

化がなかなかできないので、その発露としては懲戒処分を受けた者だとか、違反事件の解消

だとか、違反の未然防止といったものが端的な指標例として考えられます。これは他の県で

もこういった傾向もあるようです。ここは一番難しいところです。同じ啓発でも、例えば選

挙の投票率向上だとか交通安全普及と違って、一定の資格や技能を持つ人々へのスキルアッ

プを目指す場合にはこういったものが指標になるのではないのかと思います。 

 中間指標としても、どれだけきちんと意思を伝えたか、それを効果的に行えたかというこ

とで、講習の受講者数だとか、立入指導件数としてみましたが、これもアウトプット的なと

ころがありまして非常に難しいんですが、中間指標としてはこういったものを高めることが

使えるんじゃないかと考えております。 

それから、柱のⅣの「既存建築物の総合防災対策等の推進」ということで、これはさっき

の施策展開の柱のⅡと違うのは、Ⅱはこれから完了検査を迎えるということなんですが、こ

のⅣは既存建築物の安全安心の確保ということですんで、例えば建築された時点では合法だ

ったんですが、その後の社会情勢の変化への対応を図るという分野です。ですからある程度

裁量性が広いんですけれども、既存建物の耐震化率の向上、特殊建築物、この特殊建築物と

いうのは映画館とか学校とか病院とかの不特定多数の人が出入りするところですが、この安

全性の向上というのが「特殊建築物維持管理の適合率」の向上ということなんですけれども、

これは法律で定期報告をするようになっているんですね。さきほどの建築指導課の資料では

定期報告率の向上が指標になっていたと思うんですけれども、私どものほうでは、耐震化率

の向上とか、この管理適合率の向上といった、いわゆる法適合性の向上とか社会情勢の変化

に対して求められる適応性の向上ということに求めてみたわけです。 

 中間指標としては、そのために定期報告率を向上させること、そのために指導するわけで

すね。それから立入調査件数とか調査件数、それから危険住宅移転の戸数とか、こういった

ものを求めます。危険住宅についてもこれを減らすことができれば、それは上位指標になっ

てくるんではないかというふうに考えています。 
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後の施策展開の柱のⅤ、ここは住宅がもつ付加価値的な機能を高めて、県民生活の快適性

を求めるということが大きいわけなんで、規制という範疇からははずれてきます。 

このため、県民サイドに立った指標が設定しやすいので、意識調査結果であるとかバリア

フリー化された施設数、エレベータの設置駅数とか省エネ化された建築物の増加といったも

のが指標になるんですが、ここは、理想的には申し上げあげられるのですが、具体的にどの

ようなものの数値がとらえられて、定量化できるのかは難しい場合があります。つまりそう

いう指標がみつかりにくい場合があります。ただし今回は理想型という形なので、こういっ

たものを指標とする必要があるんじゃないかというふうに考えてみました。 

それから記載の簡素化という面からも、目的欄については何をするかということではなく

何を目指すのか。 

それから内容欄については具体的にどういったことを行うかということで、つらつら書か

ないで、なるべく箇条書きで具体的なものを書けるように。 

課題への対応策のところは、どんな課題が今あって、それにどう対応しようとしているの

か。 

実施結果についても指標を中心にしてどういった成果や効果があったのか。何をしたのか

だけじゃなくてどんな成果があったのかということをきちんと考える。 

問題点や課題点については、どんな課題や問題点が翌年度以降残されたのか。 

そして２１年度以降は、それに対してどう対応しようとしているのか、ということを簡潔に

記載するというふうに考えています。 

 記載内容については、色々と御議論や御意見があると思いますけれども、色々と御指導い

ただければありがたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

 これに関連しまして、アドバイザーとして参加されていた坂野先生から少しコメントをお

願いします。 

 

○坂野委員 

 説明資料として、追加でＡ４の資料を用意させていただきました。 

 詳細の話は、今事務局の方からお話していただきましたが、私のほうでは許認可・規制に

関する３つの課からヒアリングをさせていただきまして、考え方の基本になることをまとめ

させていただきました。 

 そもそも許認可とか規制あるいは指導検査というものをなぜやるのかということですけれ

ども、行政の仕事として許認可とか指導をする理由は２つあって、１つは安全とか、なかな

か見た目ではわからないものを検証してあげるということ。食の安全とか建物の安全なんか

でもそうだと思うのですが、そういう信頼で成立しているようなものをうまく流通させてあ

げようというのが、行政の保障の機能だと思います。つまり食の安心とか安全というのはな

かなか見た目ではわかりませんので、それを安心できるような形にするためには信頼できる
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機関であるこの場合は行政が、食だとか建物とかという財だったり、あるいはそれを製造す

る工程だとか、あるいは組織に対する認証とか検査をすることで、リスク管理も含まれてい

ると思いますが、それでみんなが安心して取引できるようにすることです。 

 もう１つは、外部性のコントロールです。例えばエコロジカルな住宅というのはなぜ必要

なのかというと、もちろんそれで電気代とかが安くなるということはありますが、地球環境

問題だとかという話自体は、建物を建てるということから生じるＣＯ2 の増加だとかという

外部性をうまくコントロールしてあげないといけない。 

 それはなんでできないかというと、理論的に言うとフリーライド問題になりますが、この

場合、優良な農地の保全だとか、あるいはユニバーサル、エコロジカルな住宅を建てていこ

うというのは、放っておくとなかなかできないので、行政が関与することでうまく規制して

いかないといけない。結局、規制だとか許認可は、よくよく考えれば、どういう性質という

ものを検証しないといけないのか、信頼を保障してあげないといけないのか、あるいは何を

外部性と考えて保障してあげないといけないのかということを考えることで、実はアウトカ

ムとして設定できる。 

 比較的わかりやすかったのは建築指導課の例で、安全な建物だとか地震が来たときに倒れ

ない、あるいはユニバーサルだとかエコロジカルなもの、それがアウトカムレベルの基本的

な考え方になる。 

 もう一つはそういうものを担保していくための手段から考えたときにどういう問題がある

かということで、１つは、手段には許認可と規制とあるいは指導検査というやり方と啓発と

いう大きな方法があって、許認可・規制の問題は何かというと、従来は許認可・規制の部分

については、どちらかというと適正に執行することというのが主要になっていて、しかも申

請があって業務がスタートするという側面がありますので、非常にルーチン的な仕事になる

のですね。問題がないように適正に処理するということが非常に重要なので、なかなかＰＤ

ＣＡサイクルにはなじまないというふうに、従来は言われてきたのだと思います。 

 じゃあ、こういうものをどうやって評価していくかということですけれども、業務の質だ

とか効率の改善ということに関しては、先ほどの申請してからのスピードだとか、あるいは

１件あたりの処理に要するコストだとかということである程度管理できる。あるいは、うま

く地域別・対象別で遵守率みたいなものがもし違っているとすれば、そういうものの分析も

可能と思います。 

 もう１つ違うタイプは指導と検査で、こちらはどちらかというと県側が積極的に打って出

るというパターンで、これは食の安全だとか流通だとかという話に即していうと、実施の計

画が策定されていて、その実施の計画に基づいて進行管理していくということがある程度で

きる対象です。 

 この場合は、どういう対象をどういう回数、どういう方法でやっているのかということの

評価ができます。 

 アウトプットに関しては、どのくらい危機対応がうまく適切にできているか、基準を満た

さない建物だとか業者の比率がどのくらいコントロールできているかが、ここの基本的な考

え方になっています。 
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 後の啓発というのはもうちょっと因果関係がわからない部分で、ただ、この啓発の部分

も実施計画的なものはある程度作ることができて、どういう対象に対してどれくらいの回数

で、どういう方法で啓発をしていくのかということさえ設定されていれば、進行管理の対象

になりますし、アウトプットレベルでは目標に対する達成率というのが基本的に出てくるか

と思います。ただアウトカムの部分での問題は、基本的には啓発ですので、意識だとか知識

の向上というのを何らかの形で見ていくというのが本筋だと思いますけれども、それができ

ないとしたら先ほどの代替的な指標で捉えていくことが必要になります。 

 もう一つ、ここには裁量の余地とアウトカム設定の関係とを書いたのですけれども、先ほ

どお話をしていて少し考えが変わったのですけれども、そもそも何を達成しようとしている

規制・指導なのかということに関して、その制度が十分に動き始めてから成熟しているとい

いますかそういう段階にあるものというのは、たぶんルーチン的になりますが、ユニバーサ

ルデザインだとかエコロジカルな住宅だとかという、まだ制度が十分浸透していないような

ものについては、達成率を明確にすることにも意味があるし、していくことが比較的できる。

結局、（１）、（２）、（３）の組み合わせと、それによって何を達成しようとしているかという

アウトカムの組み合わせで、ある程度、理念的には整理できるということです。 

 ただ、具体的にこれを帳票に落とせということになると、先ほど事務局のほうからの話も

あったように、かなり苦労する部分があると思いますが、こんな形で、規制だとか許認可は

一つの雛形のパターンを作っていけるという気はします。以上です。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

 松宮委員、いかがでございましょうか。 

 

○松宮委員 

 体系化できるものはどんどん体系化し、ある程度制度的なものでうまく進めていかれたほうが

効率的だと思いますので、私もこの方向に賛成でございます。 

 

○森田委員長 

 事務局のほうでは、これは完成というよりもさらに良くしていこうということなんですよね。 

 

○事務局（企画調整課） 

 はい。今日は見ていただきましたけれども、これでコンプリートということではありませんの

で、またもっと考えてやっていきたいと思っています。 

 

○森田委員長 

 ちょっと私が気がついたことを２、３点言わせていただきますが、１つは、何を評価の対象に

するかということもあるんですけれども、施策全体の体系の見取り図でその中で県の仕事は何か

なというのが一つのポイントになるのかなと思っておりまして、先ほどの例も含めてですけれど



 - 33 -

も、２つの軸があってマトリックスが書けると思うんですが、１つはミニマムの国民の安全・安

心ですね、建築物が耐火性であるとか地震に対する強度をもっているかどうかという、そうした

本当の安全・安心は１つかも知れません。 

 さらに快適さというのがあって、バリアフリーであるとか、さらにいろんな意味での要素とい

うのはある意味ではプラスアルファの快適さだと思うんです。どこまでそれを法的に義務付ける

のかというのは政策的な判断の問題になるかと思いますけれども、国では建前としてはミニマム

の基準を設定して都道府県といいますか建築確認でいいますと確認を義務付けている団体がそれ

を実際に行って規制をするという仕組みになっているかと思いますけれども、先ほどのお話にご

ざいましたように、地域的な特性であるとか住民の方の要望があって、それをある意味で細かい

細則に関していいますとカスタマイズするわけですね。それぞれのところで上乗せの基準を設け

るということです。そのルール作りの適切性というのは、上乗せの基準というのは今県が独自で

おやりになっていることがうまくいっているかどうかの評価だと思いますし、それ以前でいいま

すとミニマムの部分についてきちんとその通りやっているかどうかもまた県の話になってくる。 

 そういうことと、さらにプラスアルファで今の地方分権の流れからいいますと、独自の規制と

いいましょうか上乗せ的なルールをどうするかという話があろうかと思いますが、そうした軸が

１つあります。 

 もう１つは、国が基本的なところを決めますけれどもそこから先に都道府県でルールを決める

のか、また建築確認の場合には特定の市は独自の権限でやってらっしゃるわけですし、そうでな

い部分については都道府県が直接やると。そうしますと３つのガバメントといいますか行政機関

が関わってくるわけですね。国が一番ベーシックなところをやって、それに県がルールメイキン

グをやって規則作りをやって、さらに実際に実施しているところと、県はルール作りと市町村の

実施に対する指導・助言、分権の時代ですから直接規制とはちょっと言いにくいと思うんですが、

実質的には監督をしているところがある。そうした場合に、県の役割というのをどのレベルでど

ういうふうに評価してくるか。 終的なアウトカム指標というのは全部合わせた 終結果だと思

いますから、実際に建築確認をされているところについては、 終的な、どれくらい確認をして、

取締りをしてどうやっているかというのは、これは県の仕事になると思いますけれども、市町村

権限のところでいいますと、県としての条例を作るところまではあるかもしれませんけれども、

そこから先は指導・助言の世界になってきて、アウトカムについては市町村がやっているところ

までは責任を負いきれないと言いましょうか、そういう形になってくる。 

 そうしますと、県はどれくらい市町村について、言うなればきちんと指導・助言をしていたか

ということは評価の対象になりますけれども、なかなか 終的な確認のところまではできないだ

ろうと。 

 その辺について、もう少しきめ細かく見ていく必要があるのかなというのが１点目のコメント

です。 

 ２点目について言いますと、この坂野先生が整理されたことなんですけれども、ちょっと専門

が違うからかもしれませんけれども、私どもがやっている行政関係、行政学で言いますと、普通

は社会の規制といいましょうか、社会的に色々と政策を実施する場合の政策手段というのは大き

く分けて３つあるというんですね。 
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 １つは権力を使った規制ということになります。それはある意味ではバックに罰則があります

から指導もある意味含めています。 

 もう１つは啓蒙ということで、社会の人は情報を提供されることによって当然行動を変えます

から、これは危険ですよというメッセージを発すると別に取り締まらなくても買わなくなるとか、

そういう意味ですと情報発信があります。 

 もう１つの３番目の手段というのは経済的な手段というのがあるわけでして、例えば関東であ

りましたけれどもディーゼルエンジンに対する規制をするというもので、これは規制ですから一

定のフィルター装着を義務付けるわけですけれども、着けてなければ罰しますよという形で規制

をするわけですが、現実にそのフィルターが非常に高価なものであるとしたら業者に全部義務付

けるというと、業者の商売が成り立たなくなってしまう。そういうときにどうするかといった場

合には、フィルターを着けることについて補助金を出すという仕組みにして、むしろ環境の浄化

に貢献するというツールもあるわけでして、それをどう組み合わせていくかというときに、特に

経済的なツールというものが政策評価の中にどういうふうに入ってくるのかなと。普通、規制だ

となかなか表に出ないんですけれども、裏腹になりますが、もっと露骨な経済的な規制手段とい

ったら税ということになってきて、今議論になっています環境税というのは、ある意味でいいま

すと税を課することによって消費を抑制するというメカニズムですから、そういうものもあるの

かなと。 

 そういう、ある意味でのツールを使いながらそれぞれのところで目的を達成するための政策が

どういう仕組みになっているのか、その仕組みの中でそれぞれの県の役割というのが一体どうな

っているのか。それがどれくらいきちっと成されているのか。そういう見取り図も少しクリアに

書けるとわかりやすくなるのかなというのが私の印象なんですけれども。 

 これは実際問題としてなかなか難しいところがあります。 

 もう１つは、政策評価が導入されたきっかけといいますは、やはり財政的に見た意味での行政

活動の効率化ということになりますから、これは例えばイギリスのいわゆるエージェンシーです

ね、日本で言う独立行政法人の評価の場合ははっきりしているんですけれども評価手法が半ば 1

本であって、要するに規制であるとか補助金交付の場合には１件あたりのコストがどれくらいか

と。翌年度はそれよりも削減していくと。その目標、ほぼそれだけで評価をしていくと。それに

よって行政運営の効率化と財政の健全化を図るという仕組みだと思いますので。日本の場合の政

策評価というのは、それぞれの行政機関の業務の改善とか住民のサービスの向上ということも言

われていますけれども、他方においては財政的な効率化もあるとしますと、何を目標にしていい

のかちょっと難しいところもあるんですけれども。その辺も少し頭に中に置きながら仕組みとい

うものを整理していったほうが良いのではないかというのが私の印象なんですけれども。 

 何かコメントなどありますか。 

 

○坂野委員 

 経済的インセンティブというのが今回入らなかった理由は、許認可・規制をやっているところ

というカテゴリーで対象を絞ったためだと、お話をお伺いしてて感じました。 

 ただ、実際に政策の効果といいますか、規制の本来の目的を達成するために何が必要かという
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ことから言うと、実はそういう組織の枠を取り払って見直さなくてはいけないと少し思いました。 

 

○森田委員長 

 そうですね。どうしても規制というとなかなか出てこないところだと思いますが、規制という

のが目的を達成するための一つのツールだとしますと、並行して同じようなツールがあるわけで、 

例えば耐震強化のための建築をする場合には補助金を出すか、あるいは税の減免措置を講じると

いうのもプラスの手段になるわけですね。それをトータルに見ていかなければならない。税金の

話になりますと県でどの程度できるかわかりませんけれども、補助金は多少できると。 

 ますます話が混乱して複雑になってくる感がありますけれども、今までも私がやっている行政

学でも何十年かこういうことは話をしておりますけれども、そう簡単に良い方法がすぐ出てくる 

わけではないんで、それぞれケースバイケースで少しでも良いシグナルになるようなものを探し

ていくと。そのためには先ほども申し上げましたけれども、因果関係であるとか少しコントリビ

ューションの話も視野に入れる必要があるのかなと。そうしませんと、せっかく努力されたのが

なかなか反映されないということがありますし、逆に評価指標が的外れですと、それだけ良い成

績を取るような形でちょっと歪んだ行動が出てくる可能性があるような気がします。 

 この件で事務局のほうはいかがでしょうか。 

 

○事務局（企画調整課） 

 今の件で言えば、一番難しいのは寄与率のところですよね。アウトカムに求めれば求めるほど、

それをどういうものを選ぶかによって、関係ない的外れなものになってしまうことがありますの

で、そこをどういうふうに作っていくのか。ただそれがなかなか見つかりにくいという場合があ

って、その辺は事前のものをどうやっていくのかという、ちょっと手先の問題になってしまうか

もしれませんけれども、そういう難しさは坂野先生とやっていていろいろと思いました。 

 

○森田委員長 

 ただ、寄与率を直接率で出すのは大変だと思いますけれども、寄与する度合いの濃淡というの

はある程度できるのかなと。啓蒙的なところで会議の開催回数とかホームページのアクセス数と

いうのと、本体の検査や取締りをやったのとはかなり比重が違うのではないかなという気はしま

す。 

 

 それではよろしいでしょうか。この議論はこれくらいにさせていただきたいと思います。 

 また、私ももちろん協力しますけれども、なるべくこれを良いものにするために考えていきた

いと思いますし、坂野先生には他の分野の研究とか検討についても引き続きお願いしたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

○森田委員長 

 それでは次の議題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
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明をお願いします。 

 

○事務局（企画調整課） 

 今後のスケジュールについては資料７のほうに数行だけ書いてありますけれども、来年度のこ

とになってしまいますので、現時点では平成１９年度に行っている２００７年アクションプラン

とか、こういったものの事後評価を御議論いただくための委員会開催を、２０年度に入ってから

行うことを考えております。 

 去年は７月１０日に委員会を開催したんですけれども、具体的な開催日程につきましては、ま

た委員の皆様と調整をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○森田委員長 

 まだ新年度の予定が決まっていない方もいらっしゃるかと思いますので、調整のほうよろしく

お願いいたします。 

 

（３）その他 

○森田委員長 

 その次の議題で「その他」ということでございますが、事務局のほうで何かございますでしょ

うか。 

 

○事務局（企画調整課） 

 資料は無いんですが、１点だけ申し上げます。 

 千葉県では環境施策の新しいマスタープランということで、今、千葉県環境基本計画の策定に

取り組んでおります。県内各地でタウンミーティングを行って、１９年度には学識経験者や県民

の皆様、それからＮＰＯの皆さん、それからいろんな事業者の皆さんから構成される委員会を作

りまして、１月１４日に答申をいただいたということです。 

 今はこれを踏まえて計画を作っておりまして、パブリックコメントで県民の皆さんから意見を

いただいているところで、今後は環境審議会の諮問とか答申を経て年度内に制度化していくとい

うふうに考えています。 

 この計画の中で、県のあらゆる施策に環境の視点を導入するというふうになっていまして、施

策とか事業の成果について定期的に把握して評価をやって継続的に見直しをしていくんだという

ふうになっています。 

 評価作業を効率的にやっていく必要がありますし、それから施策ごとのマネジメントとか評価

とか考え方の一覧性を高めていくことも、これはホームページに載せたりしますので必要だと思

いますので、今の段階では政策評価制度の課所掌の基本施策評価帳票の中で環境基本計画にお

いて求める評価ができるような項目を盛り込むことができるならばやっていけばよろしいん

じゃないかと考えておりまして、現在、所管の環境生活部と協議しています。 

 具体的にどのようなものとするかについては、協議が整った段階で、委員の皆様にはお示

ししていきたいと考えております。 
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 千葉県は環境を守るためにいろんな努力をしているんですけれども、政策評価制度の中に

取り込むことで、評価制度そのものが千葉県らしさとかそういったものを出せればと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 事務局からは以上です。そのほかにはございません。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかに 後に委員の方から何か御発言はございますでしょうか。 

 それでは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。それでは事務局にお返しします。 

 

４．閉会 

○司会 

 委員の皆様、長時間にわたり御審議ありがとうございました。 

 以上を持ちまして第２回委員会を終了させていただきます。 


