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平成２０年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成２０年７月２２日（火） 

午前９時３０分から 

場所：本庁舎１Ｆ多目的ホール   

 

１．開会 

○司会 

 開催に先立ちまして２点ご報告申し上げます。 

 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

ることをご報告申し上げます。 

それでは、ただ今から「平成２０年度第１回千葉県政策評価委員会」を開催いたします。 

ここで、堂本知事からご挨拶を申し上げるべきところですが、知事所要によりまして、１０時

頃来場予定でございます。知事が参りましたところで委員の皆様にご挨拶を差し上げる予定でご

ざいますので、次に移らせていただきたいと思います。 

 

２.あいさつ 

○司会 

委員の皆様には、委員再任をお願いしましたところ、御多忙にもかかわらず、全員の皆様に御

快諾いただき、改めて厚くお礼申し上げます。 

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

願い申し上げます。 

なお、委員委嘱状を交付させていただきますが、時間の都合もあり、お席に配付させていただ

きましたのでご容赦いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

委員長及び委員長代理については、各委員の皆様にあらかじめ内諾いただいているところです

が、森田委員に委員長を、坂野委員に委員長代理を再任いただくことでよろしいでしょうか。 

（各委員了解） 

 

○司会 

それでは、千葉県政策評価委員会組織･運営要領第４条に基づき、森田委員長、坂野委員長代理

が選任されました。両委員におかれましては、恐れ入りますが、引き続き当委員会の運営につき

まして、よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、職員の紹介をさせていただきます。 

 ４月１日付の人事異動によりまして、着任いたしました職員を紹介いたします。着席順に、依

田総合企画部長でございます。門井総合企画部次長でございます。松下政策企画課長でございま
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す。一法師政策評価室長でございます。以上でございます。 

 

それでは、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、本日は全委員の出席をいただいており、「千葉県政策評価委員会組織・運営

要領」第５条の規定を充たしておりますことをご報告申し上げます。 

 それでは、以降の進行を森田委員長にお願いいたします。 

 

３．議題 

（１）平成１９年度「事後評価」について 

○森田委員長 

 皆様おはようございます。この政策評価も数年を経まして、次第に方法・対象についても洗練

されてきたものと思っております。 

当初は大変多くのペーパーワークとどういう形で評価するのかということについて試行錯誤も

ございましたが、次第にそれが定着してきたものと思っております。ただ更に、この制度をより

良いものとするためには、今後一層中身、内容について洗練するとともに、出来るだけ負担の尐

ない形で良い結果が得られるものとしなければならないと思っておりまして、後ほどそれについ

てご議論をいただくところですけれども、そういった方向でこの制度が発展して行くことを期待

しております。また、そのように努めていく所存でございますのでよろしくお願いいたします。 

それでは早速ですが議事に入らせていただきます。 

まず、個別施策の審議に入る前に、これまでの事後評価結果の全体概要について事務局の方か

らご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○政策企画課長 

 〈 資料１により説明 〉 

 最初に、アクションプラン評価の事後評価結果をご説明いたします。 

資料１「２００７年アクションプラン事後評価結果一覧表」をご覧ください。 

今回は、２００７年アクションプランで実施しました４０の施策と６４７の重点事業（再掲事

業を含む）につきまして、その実施結果を検証し、記載をしております。 

それでは、１ページ目の全体概要につきまして、特徴的なものをご説明いたします。 

まず、「１．最終成果指標」の達成状況ですが、２００７年アクションプランの４０施策に設定

された目標項目の数の合計は１０８でございますけれども、このうち、目標を達成したもの「Ａ」

は３９、目標をほぼ達成したもの「Ｂ」は２６、当初予定した目標の水準に達していないもの「Ｃ」

は１０、現時点ではデータが把握できない等の理由から判定できないもの「－」は、３３という

ことになっております。 

これを、前年度の１８年度と比較しますと、「達成」と「ほぼ達成」を合算した状況が２００６

年アクションプランでは７０％でございましたが、これが２００７年アクションプランでは 

６０．２％ということで約１０％減尐しています。一方で、「目標水準に達しない」というものが

約６％増加している状況でございます。 
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そして、「２．目標の達成状況総括」では、全施策が概ね順調以上に進んでおりまして、さらに、

右側の欄の「６．重点事業の実施状況」では、１８年度、１９年度ともに約８５％が予定通りの

達成をしているという状況でございます。 

これについて分析めいたことを申しますと、行政側としましては、尐ない人的、財政的資源を

活用・実施してアクションプランを遂行していますが、結果として県民レベルの効果には結びつ

きにくいという状況があるようでございます。事業展開はほぼ目標どおりにもかかわらず効果発

現が鈍いという理由の分析に配意をしまして、事業改善とともに、増加の難しい人的、財政的資

源のより一層の活用・改善を工夫していく必要がある、と言えると思っております。 

次に、各種の「方向性」について申し上げます。 

左側の欄の「３．施策全体の方向性」、右側の欄の「５．20年度以降の施策展開の柱の方向性」、

そして「７．20年度以降の重点事業の方向性」をご覧ください。 

それぞれの方向性を「拡大」「維持」「縮小」と分類してますが、縮小はほとんどありませんの

で、「拡大」、「維持」の前年比を見ますと、「３.施策全体の方向性」としては、「拡大」が前年比

で約２０％減っております。「維持」が逆に前年比約２０％ほど増加しております。 

それから「５.施策展開の柱の方向性」は「拡大」が前年比約１６％減尐しているのに対し、「維

持」が前年比約１６％増加をしております。 

「７.重点事業の方向性」については、「拡大」が前年比約５％減尐しているのに対し、「維持」

が前年比約６％増加ということになっております。 

これにつきましては、事業展開への財政措置が厳しい状況にある中で、より効果的・効率的な

施策展開を図っていくために事業の見直しを行い、その結果、事業活動の拡大傾向を見直さざる

を得なくても、県の重点施策であるアクションプランでございますので、事業量を落とさずに積

極的に遂行して施策目的を達成しようとする意識の現れとしまして、前年の活動量を維持する傾

向が顕著になったというふうに考えられます。 

そして、今後の策定、実施に当たりましては、増加の難しい人的、財政的資源のより一層の活

用・改善をしまして、事業活動量を減尐させない工夫が求められているというふうに言えるかと

思います。 

〈 資料２により説明 〉 

次に、資料２の課所掌の基本施策についてご説明いたします。 

資料２の構成ですが、資料１のアクションプランと同じようになっています。 

なお、課の基本施策評価帳票につきましては、１９年度から新しい帳票を使用しております。 

その基本的な考え方でございますが、課の施策を「施策展開の柱」によりいくつかに分類をし

まして、その柱ごとに評価をして、最終的に課全体を判断していくということになっております。 

そのため、柱ごとに上位指標と中間指標や方向性を設定しまして、より検証しやすくわかりや

すい帳票にしたものでございます。 

そのために、結果数値が単純に前年度と比較できないことをご容赦ください。  

今回は、県庁内１２８の課を単位としまして、１４４施策について、その実施結果を検証し、

記載をしております。 

まず、１ページ目の、「達成状況」の「４．施策展開の柱ごとの評価を踏まえた施策（課）全体



 - 4 - 

の達成状況」ですが、１４４施策のうち、「施策目的の達成に向けて順調に進んでいる」としたも

のは７５施策、「概ね順調に進んでいる（一部に課題がある）」としたものは６９施策、「困難な課

題がある」としたものはございませんでした。 

 次に、施策展開の柱ごとの目的を達成するために設定された「１．「上位成果指標」の達成状況」

ですが、１４４施策に設定された指標数５０５のうち、「目標を達成したもの」は２８４、「目標

を概ね達成したもの」は１０５、「当初予定した目標の水準に達していないもの」は３１、現時点

ではデータが把握できない等の理由から「判定できないもの」に分類されたものは８５となりま

した。 

これの背景といいますか分析をしますと、アクションプランには組まれないものの、所掌する

多くの事業を適切に遂行していく各課の姿が現れていると言えるかと思います。 

つまり、課所掌の基本施策というものは、大なり小なり政策裁量的な業務と許認可業務や内部

管理業務などの定常的業務から構成をされております。その中で、割合の高い定常的業務を引き

続き的確に継続していくべきとの意向が各課にはあると考えられます。 

従いまして、柱ごとの上位指標、中間指標を、１９年度、１８年度から見ましても、それぞれ 

約７５％以上、８７％以上の高い達成率を維持しておりまして、この点から、柱ごとの評価を総

合して、各課の達成状況は、順調あるいは概ね順調に進んでいるという結果になっているといえ

ます。 

次に、「３.２０年度以降の施策展開の柱の方向性」では、柱数４３３のうち、「拡大」としたも

のは９６、「維持」としたものは３２７、「縮小」としたものは８、「大幅に縮小」としたものは２

でございました。 

これは、前年度と比較すると、「拡大」が約１０％減、「維持」が逆に約１０％増で、アクショ

ンプラン同様でございますが、事業展開への財政措置が厳しい状況にある中で見直しを行い、増

加の難しい人的、財政的資源のより一層の活用・改善をして事業活動量を減尐させない工夫をし

ているというふうに思われます。 

今後も、各課におきましては、効率性を重視した人的、財政的資源活用が求められているとい

えます。事後評価結果の全体概要については以上でございます。 

なお、アクションプラン、課所掌基本施策に共通しまして、３点ほど留意点を申し上げます。 

１つ目ですが、「１９年度決算額」につきましては、現在係数整理中でございまして、本日の資

料からは除かせていただいております。 

２つ目といたしましては、アクションプランには、警察本部所管の重点事業も含まれておりま

すが、現在のところ警察本部は政策評価制度の実施対象となっていないことから、重点事業管理

票は「達成度」及び「方向性」の区分がない別様式で作成しているところでございます。 

３つ目として、同様に、アクションプラン施策進行管理票の指標のうち警察本部が所管するも

のにつきましては、達成状況の区分欄は記入しないこととしております。以上３点につきまして

ご了承ください。 

最後に、事後評価結果の公表につきましては、一般会計の決算見込額がとりまとまります７月

末以降に、今回の委員会でいただきました意見を踏まえ、必要な修正をした上で、速やかに、す

べての個別帳票を公表したいと考えております。説明は以上でございます。 
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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

全体概要について説明がございましたが、ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

○坂野委員 

 ２点ほどお聞きしたいことがありまして、まず、何年かやっておりますと数値等が比較できま

して、推移だとか状況の分析が出来るようになってきたということが今回の特徴だと思ったわけ

ですが、１つはアクションプランのところでもご説明がありましたが、目標の成果指標になかな

か結びつかないということが傾向として現れてきているということが把握されてきたということ

に対して、どのように対応を考えているのかということです。 

もう 1 つは「拡大」、「維持」、「縮小」ということについて、人的資源はそれほど減っていなく

ても、財政の方はかなり減ってきていると認識しているのですけれども、こうして資源がなくな

ってきているなか、単純に考えてスクラップ・アンド・ビルドのスクラップの部分が無くて、拡

大することが維持できているということは、資源を投入している裏側に何が起きているかという

と、ものすごく効率的に仕事をされているということになるのですけれども、スクラップされず

に拡大する部分が２０％あることついて、担当の方が努力･工夫されているという理解でよろしい

のでしょうか。 

 

○事務局（政策企画課） 

 まず 1 点目ですが、成果指標に具体的な成果が見えてこないところが増えているわけですが、

中身を見てみますと、例えば中小企業の振興を図るには、中小企業の景況感を昨年に比べて改善

するという目標もございまして、その点を見ますと若干外的な要因もありましていかんともしが

たいものがあるのかなと、また、これは外的要因と考えては怒られるかもしれませんが、「防災体

制の強化と災害に強い県づくり」ということで被災者数と災害による住家被害者数を前年度より

減尐させるという最終成果指標があるのですが、昨年度大規模な台風がありまして、その辺の指

標がマイナスになっているということなど、かなり外的な要因というものもあります。 

また、成果が目標に達成していないのですけれども、継続的には効果が出ているというものも

あります。例えば、自主防災組織の組織率というのが「安全・安心な生活空間づくり」と、「防災

体制の強化と災害に強い県づくり」の２つの最終成果指標に入っていますが、この辺は目標を達

成してはいなのですが着実には前進しているというように、一つ一つを見ますとそれなりに成果

が出てはいます。 

ただ、先生がおっしゃるように、これだけ人が減って、お金も無い中で成果を出すために具体

的な対応を、ということですけれども、２００８年アクションプランについては２００７年アク

ションプランに比べまして骨太ということで政策をより選びまして、重点的な施策を進めて行き

たいと、その中で対応を図っているところです。 

また、２点目のスクラップ・アンド・ビルドでスクラップするものがなくなってきていると、

実際に縮小とするものも尐ない中で、拡大が減っているにしろ、それなりの拡大という数字が出

ているということについては、そこにつきましては職員の努力・工夫と、あるいは、やはり千葉
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県の政策評価の目標であります、事業をより効率的に限られた事業を組み合わせて行っていくと

いう工夫が必要になってくるのかなと考えております。 

 

○松宮委員 

 資料１の１をみますと、最終成果指標の達成状況で、現時点では判定できないものが３割以上

あるようです。それらの施策自体が単年度ではなく何年かの経年で見るべきものなのだろうとは

思いますが、経年で見ていく施策であっても、その年、その年で今年はどこまで進捗させるとい

うような目標を設定するとか、時期を多尐ずらせば結果が出てくるということであれば、指標の

置き方を尐し工夫をしたほうが良いのではないかという気がしました。３割も状況判定できない

というのは割合として大きく、これを公表していくと県民の方からはいつ判明するのか、あるい

は状況をはっきりさせたくないのではという疑問をもたれる可能性もあると感じたのですが、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

 

○事務局（政策企画課） 

現在判明していない指標が３０．６％あるということについては、数が多すぎるのかなと思っ

ております。ただし、８月の末に正式に公表する予定なのですが、それまでには、もう尐し判明

してくると思いますが、それにしてもかなりの数の指標が未発表となりまして、中身をそれぞれ

見ますと統計的にもう尐し時間がたたないといけないものもあります。例えば「一般廃棄物の排

出量」とか「産業廃棄物の最終処分量」とか、それぞれ各課の指標の理由がございます。 

このような未判明のものにつきましては、判明次第ホームページ等で公表はさせていただいて

いるのですが、できるだけこういう委員会の場や公開のときに尐なくなるような工夫はしていき

たいと考えております。 

 

○北大路委員 

ご担当の所属の方がいないと分からないのかもしれませんが、資料１のアクションプランの表

の「５．２０年度以降の施策展開の柱の方向性」について、「縮小」２件と「大幅縮小」１件の中

で、「大幅縮小」となっている「環境基本計画の策定」については策定が済んでしまえば「大幅縮

小」になるというのは分かったのですが、「縮小」となっている２件、戦略１の「Ⅲ戦略的な企業

誘致の促進」と戦略４の「Ⅱ多様な地域づくりと中小企業活性化の相乗効果の発揮」については、

内容的に縮小ということが気になりました。両方とも地域経済という関係なので、どうしてアク

ションプランの中でこの段階において縮小になっているのかな、と思いましたのでお分かりでし

たら教えてください。 

 

○事務局（政策企画課） 

 伺った理由ですと戦略１の「Ⅲ戦略的な企業誘致の促進」につきましては、予算と人員の削減

の関係だというふうに報告を受けております。また、戦略４の「多様な地域づくりと中小企業活

性化の相乗効果の発揮」については、３ヵ年のモデル事業が昨年度終了したということがあった

ということと、当初見込んでいたほどの効果が薄かったということもありまして、平成２０年度
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においても申請の増加が見込めないということで、「縮小」という方向が示されたと伺っておりま

す。 

 

○森田委員長 

 よろしいですか。 

では木村委員。 

 

○木村委員 

 坂野委員や松宮委員の発言とも関連するのですが、アクションプランの最終成果指標の目標達

成の割合が落ちたということ、それから現時点では判定できないものがあるということについて

は、良く解釈すれば、各課が意欲的な指標を取り込んでいるから、なかなか達成が難しくなって

いるということも言えますし、単年度であるからこういう数字に落ち着いてしまうということも

あろうかと思いますので、担当の各課においてはこういう政策評価の場以外のところで、とりわ

けこういった思い切った指標については継続的な評価をやっていただきたいと、要望だけ申し上

げたいと思います。 

 

○森田委員長 

 はい、ありがとうございました。 

私も一言感想を述べさせていただきますと、それぞれの課は与えられたミッションを一生懸命

やっていらっしゃるわけですけれども、やはり予算・人員等のリソースの制約で、なかなか最終

成果に結びつくような効果を上げることができない、という姿が見えて来ているような気がいた

しました。それが厳しくなるものですから、拡大より維持の方がどうしても大きくなってきてい

るということかなと思います。 

全体としてはそうなのですけれども、それではどうするかと言ったときに、予算と人員を増や

すというのでは答えにならないわけですから、そこから先をどうするのかという工夫が必要にな

ってくるのだと思います。その場合、特に最終成果指標に関して申し上げますと、一つは先ほど

申し上げましたように県の活動と最終成果の間には、先ほど災害関係の話がありましたが、それ

以外の因果関係の原因というものがいろいろあるわけですから、その辺について分析してみない

ことには、最終的な成果だけを取り上げて低いという評価をするには尐し問題があるのかなと思

います。もう一つは最終成果指標のあり方、取り方について一段の工夫が必要かなと思いました。 

それについては、今後の課題としてご検討いただければと思います。 

 では、この件についてはよろしいでしょうか。 

 

（アクションプラン施策について） 

○森田委員長 

それでは個別施策について、議論をしてまいりたいと思います。本日の議論の対象となる個別

施策につきましては、これまでと同様に、私と坂野先生とで事務局と相談をしながら、２００７

年アクションプラン施策と１９年度の課所掌の基本施策から１施策づつサンプリングをしました。
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なお、個別施策の議論については、施策ごとに行うことにしたいと思います。 

始めに重点施策１２の「心と体の教育と健やかな青尐年をはぐくむ環境づくり」につきまして、

担当課のほうからご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

○教育庁教育政策課 

〈 資料３に基づき説明 〉 

教育庁教育政策課企画室長の百瀬です。 

本日課長が所管事業の会議がございますので、課長に代わりましてご説明いたします。 

アクションプラン施策番号１２の「心と体の教育と健やかな青尐年をはぐくむ環境づくり」に

ついて，ご説明申し上げます。 

平成１９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，この「施策の目的」ですが，家庭・学校・地域社会が連携して子どもたちの心と体

の教育の充実と健やかな青尐年を育む環境づくりを目的に施策を推進してまいります。 

 また，１９年度は，人と人との豊かな関わりの中で子どもたちの社会性を育てるための教育

や，家庭・地域の教育力の再生が重要であると考え，「学校・家庭・地域社会等が一体となって子

どもの健康な心と体を育んでいくこと」をねらいとして施策を展開してまいりました。  

この施策全体の「最終的な成果」を表す指標として，「地域，家庭，学校が連携して子どもを育

てているという環境が整っていると肯定的に回答する保護者や地域住民の割合」という指標を掲

げておりますが，この達成状況は８０．４％と，平成１７年度より２．２ポイント増加しており

ます。 

また，「各学校が行う保護者等による評価において「子どもの様子」等に関する項目について肯

定的な回答が８０％以上得られる学校の割合」という指標については，基準年が「抽出調査」で

８１．０％であったのに対し，１９年度は「悉皆
しっかい

調査」となり７２．１％となっております。 

調査方法の変更，学校単位での調査であることから，単純な比較はできませんが，１９年度結

果を分析したところ，肯定的回答が７５％以上の学校の割合は８１．９％，７０％以上の割合は

８８．９％であることから，保護者等の一定の評価は得られているものと考えます。 

次に、柱ごとに見ていきますと，柱Ⅰの内容は，「子どもや若者の豊かな人間性をはぐくむため，

学校と家庭が手を携えて心の教育を推進する」というものです。 

「柱の成果を表す指標」としては，「子どもとの接し方に関する意見交換会等の開催」について

は，毎年１００校以上の増加を目指していますが，１９年度には７８４校に上っており，順調に

増加しております。 

「家庭教育フォーラムの開催参加者」については，１９年度は今までに開催していなかった場

所を会場としたところから参加人数は減っているものの基準年とほぼ同等の１，３７４人の参加

を得ました。 

「小・中・高・特別支援学校のいじめの発生件数」については，１８年度から「いじめを正確

に認知しよう」とする趣旨から，調査基準が変更されたことにより，認知件数が大幅に増加して

います。 

「不登校児童生徒への支援」については，ＮＰＯとの協働による不登校児童生徒の居場所づく
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りや宿泊研修事業である「ハート toハート・リフレッシュセミナー」などを活用して不登校児童

生徒への支援に向けた環境づくりが整いつつあります。 

これらの達成状況を踏まえた実施結果ですが，成果としましては，「豊かな人間関係づくり実践

プログラム」を活用した取組を，８０％を超える小・中学校で実施することができ，子どもたち

のコミュニケーション能力の育成を図ることができました。 

また，県内２か所で不登校児童生徒の居場所づくりを行い，年間延べ７８０名の小・中学生等

の参加が得られました。 

さらに，スクールカウンセラーを，千葉市を除く全公立中学校３２６校及び高等学校６７校に

配置したことにより，校内教育相談体制の充実を図ることができました。 

問題点や課題ですが，「豊かな人間関係づくり実践プログラム」については，より使いやすいプ

ログラムに改善していくことが必要と考えています。 

また，携帯電話やインターネットの普及に伴い，これらを媒介とした新しい人間関係づくりの

あり方が課題となっていると考えます。 

不登校児童生徒の居場所づくりについては，生徒が参加しやすいよう，運営方法の改善や広報

活動の充実が必要と考えています。 

家庭教育フォーラムについては，効果的な広報が重要と考えています。 

これらの達成状況を踏まえた「２０年度以降の対応」ですが， 

子どものコミュニケーション能力育成のため，「豊かな人間関係づくり実践プログラム」に関し

ては活動の題材や内容等を改善していくとともに，１０００か所ミニ集会等を活用して子どもへ

の接し方に関する意見交換会を実施し，保護者等の理解を促進します。 

また，不登校児童生徒に対する支援として，さまざまな興味・関心に対応できるよう，幅広い

テーマの活動内容を盛り込んだプログラムの充実を図ります。 

次に、柱Ⅱの内容は，「子どもや若者が，次代をたくましく開いていく健康・体力を身に付けら

れるよう，豊かな心と健やかな体を育てる」というものです。 

指標としては，「小学校における新体力テストの平均点」を掲げており，点数は基準年から 

０．５点上がりました。 

この成果としましては，「いきいきちばっ子コンテスト遊・友スポーツランキングちば」の推進

等を通じて，小学校における新体力テストの平均点を昨年度より向上させることができました。 

課題としては，「食に関する指導」を一層普及・啓発していく必要があること，運動する子とし

ない子の二極化の傾向があることがあげられます。 

このため，２０年度以降は，子どもたちが望ましい食習慣を身につけられるよう，「いきいきち

ばっ子健康・体力づくりモデルプラン」の実践研究校の指定や実践事例集の作成などにより普及・

啓発を推進します。 

また，子どもたちが運動を好きになり，運動する機会を増やすため，体育の「授業改善チェッ

クシート」の活用などの取組をさらに進めてまいります。 

続きまして柱Ⅲでございますが、柱Ⅲの内容は，「子どもや若者を犯罪などから守り，ふるさと

を愛し，次代を開いていく力がはぐくまれるよう，関係機関等が連携して，子どもや若者が健や

かに育つことのできる環境を整える」というものです。 
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指標としては「社会教育施設の利用人員」を掲げており，その達成状況は目標とした３２万人

を超えました。 

もう一つの指標「青尐年補導員大会への青尐年補導員，青尐年補導センター職員，関係機関な

どの参加者」については，参加者数は大きな変動がありませんでしたが，スクールアドバイザー

の講演など内容を工夫して実施し，参加者からも「内容的に有意義であった」との評価を多くい

ただいております。 

成果としましては，「週末ふれあい推進事業」により，自然体験等を通して，高齢者・親・子ど

ものふれあい体験を提供できたことです。 

また，安全・安心な子どもの活動拠点として，「放課後子ども教室推進事業」が１８市町，９８

か所で実施されております。 

さらに，青尐年相談員の地域のふれあい活動等への参加を促進してまいりました。 

課題としましては，通学合宿などの体験活動を推進する上では，地域との連携や地域における

担い手の確保が課題となっています。 

また，有害情報の氾濫や青尐年の社会的自立の遅れなど等による社会環境の変化も考慮し，青

尐年相談員や青尐年補導センターの活動を一層活性化することが必要となっています。 

「２０年度以降の取組」としては，地域の体験活動指導者や通学合宿ボランティアの養成を充

実させるとともに，農山漁村での長期宿泊による生活体験などの体験活動を充実します。 

また，青尐年育成団体やＮＰＯなど関係団体との連携・協力を図りながら，地域ぐるみの青尐

年健全育成活動を推進します。 

「全体としての目標の達成状況」ですが，「豊かな人間関係づくり実践プログラム」や，放課後

子ども教室等の実施により，最終的な成果指標である「地域，家庭，学校の連携状況」等につい

ては一定の達成状況に至っていると見込めることから，「施策の目的の達成に向けて概ね順調に進

んでいる」と考えております。 

「残された課題と２０年度以降の対応」ですが， 

指標の分析等から，「地域，家庭，学校の連携」については，保護者や地域住民の理解が得られ

つつあるものの，「子どもたちの規範意識の現状」については，保護者等も依然課題があるものと

感じており，「地域全体で子どもたちの規範意識を育てるという意識」も十分であるとは言えない

状況にあります。 

そこで，今後は，小中学校に「地域とともに歩む学校づくり委員会」を設置するなど，「地域の

子どもは地域みんなで見守り育てていく環境づくり」を進め，地域全体で子どもたちの人間性や

規範意識を育成していく取組や，子どもたちが体験活動に関わる取組について，充実させていき

ます。 

「施策全体の方向性」は「拡大」としておりますが，これは携帯電話やインターネットの普及

等により，子どもたちの生活環境が変化していく中で，より一層子どもたちの規範意識を地域全

体で育てていくことが重要となっていることから，今後とも，１９年度施策の実施結果の分析を

踏まえ，地域と一体となった取組を進めてまいります。以上でございます。 
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○森田委員長 

ありがとうございました。ただいま重点施策１２「心と体の教育と健やかな青尐年をはぐくむ

環境づくり」についてご説明がございましたが、ご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

○坂野委員 

 非常にわかり易い説明をいただきましたが、いくつか事実についてお伺いしたいことと、もう

尐し内容についてお伺いします。 

まず、最終的な成果を示す指標の２つ目の「各学校が行う保護者等による評価において「子ど

もの様子」等に関する項目について肯定的な回答が 80％以上得られる学校の割合」について内容

を簡単に説明していただけるとありがたいな、というのが１つ目です。 

もうひとつは、その同じ指標について７２％しか行かなかったということですけれども、その

後の説明で７０％以上の学校が８８．９％、あるいは７５％以上の学校が８１．９％というご説

明があったのですけれども、逆に７０％以下しか肯定的でないという学校が１５％ぐらいあった

ということについて、良いほうばかりではなくて、逆に達成できなかったことについてどういう

ふうに考えているのかというのが２つ目です。 

最後の３つ目は、結局、成果指標が上がる上がらないということ、例で言いますと施策展開の

柱のⅠの所で、コミュニケーション能力が高まるとか、スクールカウンセラーを配置していると

か、あるいは保護者の相談会を作ったということなのですけれども、例えば、スクールカウンセ

ラーが配置されたことによる効果とか、あるいは、以前の配置されなかった時代や配置されてい

ない箇所との比較で、「子どもの不登校率」や「各学校が行う保護者等による評価において「子ど

もの様子」等に関する項目について肯定的な回答が 80％以上得られる学校の割合」について関連

性が見られるのかという点を教えてください。これだけ数字があると施策と成果の間の効果が

色々分析できるのかなという気がしましたので、分かれば教えてください。 

 

○教育庁教育政策課 

まず１つ目の「各学校が行う保護者等による評価において「子どもの様子」等に関する項目に

ついて肯定的な回答が 80％以上得られる学校の割合」の意味合いについての質問ですけれども、

例えばマナーをきちんとしているとか、きちんと挨拶が出来るといった規範意識を子どもたちが

身に着けているかどうか、ということを各学校に問うたものであります。 

２つ目の指標について７０％以下の学校が１５％ほどあったことについての意見ですけれども、

この点がこの指標の難しいところでして、単純に数値が上がったからといって社会的な環境が変

化していく中で、逆に良く、保護者の方々が子どものことを良く見ているからこそ色々と目に付

くということもありますでしょうし、一概にそうは言えませんが、逆に言うと、目標を十分達成

できなかったという反省は、十分課題認識をしておりますので、次年度に生かしたいと思います。 

スクールカウンセラーが配置されたことによる不登校との関係ですけれども、スクールカウン

セラーが中学校に配置されても即効性のあるものではありません。職員、保護者、子どもたちの

間での教育相談の体制が出来上がるということが大事であって、その体制が徐々に出来つつある

と認識しております。 
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○森田委員長 

ありがとうございました。途中でございますが、ただいま知事がお見えになりましたので審議

を中断して、事務局の方からお願いいたします。 

 

２．あいさつ 

○司会 

それでは、堂本知事より、ご挨拶を申し上げます。 

 

○堂本知事 

皆様おはようございます。 

今日はお忙しい中、森田先生をはじめ委員の皆様ありがとうございます。 

また、続けてこの委員をお引き受けいただいたことに、まず御礼を申し上げたいと思います。 

本当に評価というものはとても難しいということをつくづく思っているところです。と申しま

すのは、時代が動いておりまして、今も実は幹部職員におしゃべりをするのが１時間ほどあった

のですが、行政改革の中で今やらなければいけないことは、量的なものでずっとやってきたんで

すけれども、量的ではなくて質的な改革ではないかという話をさせてもらいました。と申します

のは、人を減らしたり、無駄な外郭団体をなくしていくこととか、それから効率の良い行政運営

ということも重点的にやってきましたけれども、その中で、巨大な無駄があることに気がつきま

した。それは、やはり質的な転換が無いがゆえに、縦割りの弊害のようなものがあって、これは

減らしたらかえってマイナスになってしまう。その経験は、たまたま生物多様性基本法というの

が国でも通りましたけれども、千葉県では国より先に千葉県の「生物多様性ちば戦略」というも

のを作ったんですね。ところが、生物学で県庁に入っている人は一人もいなかった。そういう採

用の仕方はしていないんですね。例えば獣医師さんとか、そういうジャンルになってしまって、

全く、生態系あるいは自然というものについての知見を持っている職員がいなかったわけです。

それで結局考えたらば、だけど環境研究所というのもありますし、農業試験場というのもありま

すし、それから県立の博物館もある。そこのところを全部洗い出してみたら、１００人以上、マ

スターだけではなくてドクターを取っているような専門家がいっぱいいるんですね。それだけの

人がいながら、その人たちの能力が全然我々の政策立案に活用されていない、連動していないと

いうことがわかりました。これではまずいんだということで、調べていけば調べていくほど、そ

れは教育委員会の組織の中に入っているので、私ども知事部局とは簡単に人事異動もできない。

これは国の法律がそうなっているものですから、文科省まで行って担当者に会ったりもいたしま

した。ですけれども、文科省のほうはそういった新しい生涯教育の場としての博物館という概念

とか、Ｇ８の洞爺湖サミットではありませんけれども、地球規模で温暖化が進む中で生態系の異

変が起きていることをＩＰＣＣが発表するような、そういう時代の中で、博物館がどういう機能

を果たすべきか、研究者がどういう役割を果たすべきかということについて、全くそういう発想

が国に無いことを発見しました。 

これは、私たちが行政改革という中で一つ一つチェックをしていかなければいけない分野なの

ではないか、それは今、事例として環境の問題で申し上げましたけれども、一つ一つの分野、例
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えば食育、これに関して言えば、農業のほうで今まで県はやってきたものですから、ひたすら千

産千消でおいしいものを食べましょうという発表が出てきてしまう。しかしそれは、健康づくり、

あるいは病院局、あるいは各県立病院、そういうところと連動してやるべきなんだけれども、そ

ういったような形のシステムというか、集まって話をするくらいはあるんですが、それが具体的

に動いていくようなシステムにはなっていない、ということで気がついたんですが、私たちはア

クションプランという形で政策を作っていますけれども、それがまさに変革をする中で、どうい

うふうに政策を評価していくのか。前の考え方から言えば、非常にこの政策のやり方は正しかっ

たであろうと、しかし新しい視点から見た場合には、これはもっと違った形で評価したほうが良

いんではないかというようなものもあるのではないかというふうに思います。 

従いまして、政策評価というのが自己評価なのか第三者評価なのかということもございますけ

れども、評価というのがいかに時代の中で、時代が動いていく中で難しい、コンプリートなもの

があった上で評価するというよりは、動いているものを評価していただくような形だろうと思う

ものですから、大変難しいのではないかと思っておりますが、その役をお願いしておりますけれ

ども、ぜひそうした日本の最先端を行くような問題意識を持っていただけたら大変うれしいと思

っております。 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

堂本知事は所要がございますので、申し訳ございませんが、ここで退席させていただきます。 

 

３．議題（再開） 

○森田委員長 

それでは審議を再開させていただきたいと思います。 

知事のお言葉ですけれども、今までは現在の枠組みの中でどう効率化していくかというのが評

価であったのですけれども、その枠組みそのものを見直せということで、本委員会もこれから勉

強していかなければならないと思います。 

それでは、他の委員の方、先ほどの教育庁の施策についてご質問等ございましたら、よろしく

お願いいたします。 

 

○松宮委員 

教育とは非常に大切な事業でございますし、これからの未来を支えていく子どもたちを地域、

家庭、学校が連携してどう育成して行くべきかを考えることは重要なことだと思います。そして

地域、家庭、学校が連携していく方法はいくつかあると思うのですが、その成果指標としてどこ

かにみんなが集まって意見交換会やフォーラムで勉強をするというような施策内容が多いと感じ

ました。もっと具体的に学校の中に地域の人たちなども入って一緒に教育を手伝っていくことも

重要ではないかと思います。ＮＰＯの方々と不登校の子どもたちに対する支援を強化するように、

千葉大学でも学校教育ボランティアとして、企業やあるいは地域の方々がどう入っていけばよい

かを研究されている先生方もおられるので、そういうところと上手く連携しながら、一般社会人
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の方たちがもっと学校に参加し、一緒に教育をお手伝いし支援されていくという取り組みなどで

す。こういった実践をしている自治体も最近増えておりますし、私どものような企業が社会貢献

活動として、社会人である社員が学校と一緒になり積極的にお手伝いをさせていただく機会も多

くなっています。そういった観点で、たとえば学校教育ボランティアなどの数をどれだけ増やし

ていくかなどは、地域、家庭、学校が連携していくうえでは非常に重要かなと思ったのでが、そ

ういう方向でのお考えはございますでしょうか。 

 

○教育庁教育政策課 

まさしくその点がこのアクションプランの目的でもございまして、昨年７月に教育の戦略的な

ビジョンというのを作りました。その中でも地域コミュニティの構築とともに、教育を核とした

地域コミュニティ作りというものを挙げております。昨年度の最終的な指標である、地域、家庭、

学校が連携して子どもを育てているという環境が整っていると肯定的に回答する保護者や地域住

民の割合は、80.4％と上がっておりますけれども、依然としてまだまだ十分でないとの認識が昨

年度の施策全体の中から見て取れますので、今年度は新たに小中学校では「地域とともに歩む学

校づくり委員会」、さらには県立学校では「開かれた学校づくり委員会」と、まさしく団塊世代で

退職される方が多い中で色々なノウハウをお持ちの方、そういった方々を是非学校に出来るとき

にできることをやれる人が入ってこれるような仕組みを作って行きたいということで、その視点

を大事にしながら今年度の施策に生かしている所でございます。 

 

○森田委員長 

他にいかがでしょうか。木村委員お願いします。 

 

○木村委員 

今のお話と若干重なるのですが、このアクションプランの目的として環境整備、これが施策名

から直接に読み取れるのですが、施策の基本的な考え方を拝見していると、それと併せて指導技

術の向上といった考え方、要素も入り込んでいて、ちょっと見えにくいアクションプランの説明

かなという印象を持っております。環境整備と教育技術の向上の両方あって良いのかなと思いま

すが、その２つをもう尐し明確に書いていただいたほうが良いのかなという感想を持ちました。 

その関係なのですが、６ページの施策展開の柱のⅡの所で、こちらのほうでは指標として体力

テストの数値を挙げられているのですが、このあたりは地域との協働という視点は余り入ってこ

ないということでよろしいのですか。例えばこの柱のⅡの関係で、子どもたちが社会学習をどれ

だけ体験しているとか、そういった形で地域との関係で教育がどれだけなされているかといった

ことはこの評価に入らなくてよろしいのかどうか、確認させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○教育庁教育政策課 

柱のⅡの内容は、どちらかというと、特に体の部分に重点を当てておりますが、体力だけでは

なくて食生活との関連での健やかな体の育成というのもございます。その中で、食生活というの

はもちろん学校の中だけではありませんで、以前から知事からもお話があったのですけれども食
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育の充実といった面でも家庭と学校と、学校には給食がありますけれども家庭での食生活あるい

は生活習慣との関係で、広く学校だけではなく家庭やあるいは両者の連携による心と体の育成と

いうのを図っている。実際には、委員のご質問の内容はどちらかというと柱のⅠに、より盛り込

まれていると認識しております。 

 

○森田委員長 

 では、北大路委員どうぞ。 

 

○北大路委員 

指標関係ですが、施策展開の柱レベルの指標のほうが実際の仕事上では重要なのかと考えてお

りまして、非常に全体の構造が整然としている分析だと思っているのですけれども、３ページの

施策展開の柱のⅠに指標が４つあるのですけれども、最初の２つはアウトプットレベルのもので、

もう尐し上のレベルのものがあっても良いのかなと思います。そこでご質問させていただきたい

のですが、例えば、施策展開の柱Ⅰの関係では、1 つ目は不登校に関する指標、２つ目は子ども

たちが持っている人権意識に関する指標。 

施策展開の柱Ⅱの関係では、運動する、しないの２極化というからには、２極化が進んでいる

ことを示すデータ、指標、それから偏食がどれぐらいあるかのデータ。 

施策展開の柱Ⅲの関係では、青尐年の非行や規範意識について、例えば放置している自転車な

らタダで乗ってもかまわないとか、国のやっている調査がありますけれども。あとは、地域の人

材が必要だとおっしゃっていますが、そうであれば地域の人材に関するデータ、そういったもの

があってもいいのかなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。 

 

○教育庁教育政策課 

委員ご指摘の通り、数値として表せるであろうと想定されるものもございますが、例えば２極

化のデータはなかなか難しいのですが、２０年前のデータと比べますと毎日運動をやっている子

は若干下がってはいますがちょっとしか下がらない。ところが、ほとんどやらない子は、ガクッ

と運動能力が落ちている。そういったことはあります。それから個々にあるのですが、例えば補

導者数を指標としてあげた場合にそれが指標として適切かという問題、たくさん補導すればそれ

で良いのかという問題がありまして、なかなか難しいところですが、どの指標が適切なのかとい

う検討は更に進めていかなければならないと思いますし、出せるものであれば明確にしたほうが

県民の皆様に分かりやすいのかと思います。今、ご指摘いただいたところについては、例えば不

登校であれば、教育というのは結果がすぐに出にくいという側面もございまして、その環境づく

りを進める中で地道な取り組みが、やはり大事なのかなと思っておりますが、先ほど申し上げま

したとおり適切な指標を再度見直したいと思います。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

私も一言、言わせていただきますと、この教育という分野は人間を育てていくということで、
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なかなか成果が見えてこないということと、ある施策を講じたからそれによって一定の効果が生

じるというものではないと思っております。そういう観点から言いますと、アクションプランと

か、施策の立て方も、なかなか難しいと思います。だからこそ色々な指標を使って総合的に評価

していくという視点が必要ではないかと思われるのが一つです。もう一つはこの施策進行管理票

を拝見していて思いましたが、施策なり概念の具体性を把握できないところがありまして、そこ

はどの程度できるか分かりませんけれども、もう尐し明確にするとこういう施策がこういう形で

出てくるということになりますし、先ほどからお話が出ているところですけれども、マナーとか

規範意識をどういうふうに提供して測定していくのか相当に難しいところだと思います。厳密に

測定してそれでよいのかというとそれで良いというわけでもない。その辺について難しいのは十

分承知はしておりますが、ぜひもう尐し工夫をしていただきたいと思っております。 

３点目ですが、この分野は事前評価にかかわるのかもしれませんけれども、ある施策がどうい

う効果を持つのかがなかなか見えにくい所だとしますと、先ほど坂野委員のほうから指摘があり

ましたが、一種の実験といいますか、あるなんとか委員会を作って活動したところとそうでない

ところでどういう有意の差が出てくるのか、どういう方法がよいのか、そういった意味での工夫

を是非していただきたいと思っております。そうでありませんと、ある施策のなんとか委員会を

作ってどういう効果があるのかというような因果関係が推定できないところで、数字のコンマ何

パーセントだけを議論することは余り意味が無いように思えますので、その辺の工夫を更にして

いただければと思います。 

 

○森田委員長  

他に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。 

 

（課所掌の基本施策について） 

○森田委員長 

 それでは続きまして、農林水産部生産販売振興課が所管いたします施策を議題といたします。 

 担当課のほうからご説明をお願いいたします。 

 

○生産販売振興課 

〈 資料４に基づき説明 〉 

 生産販売振興課副課長の奥倉と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは生産販売振興課の基本施策であります、「園芸・農産作物の生産振興と販売促進」につ

きましてご説明申し上げます。 

 まず、１「課の使命・役割」でございますけれども、課の使命・役割につきましては大きく分

けまして４つあるというふうに考えております。 

 まず、最初の２行のところを御覧いただきたいのですが、全国第 1 位の野菜などの園芸や、そ

の他、米、甘しよ、落花生などの生産維持と拡大が１つ目でございます。 

 ２つめは、資料の「また」以降に記載がございますが、消費者の視点に立った安全・安心で高

品質な農産物の提供と、あわせまして、販売促進活動の展開によります全国に誇れる千葉ブラン
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ドの確立でございます。 

 ３つめでございますが、「さらに」のところでございますが、米やその生産調整の関係でありま

して、活力ある水田農業の確立です。 

 最後、４点目ですが、なお書きにございますが、農業用廃プラスティック対策、さらには野生

鳥獣対策などを行っていくことでございます。 

 それでは、施策展開の柱が５本ございますので、柱ごとに順を追って説明をさせていただきま

す。 

 ２ページを御覧ください。 

 施策展開の柱のⅠ、「千葉ブランドの確立に向けた販売促進対策の推進」です。 

 「目的」のところを御覧いただきたいと思いますが、この柱では、県産農林水産物のブランド

化と有利販売、さらには販路の拡大を図るため、ちばエコ農産物の販売協力店の登録拡大や海外

に向けた輸出の拡大に取り組んでまいりました。 

 ２ページの一番下段を御覧いただきたいと思います。 

 上位の指標が２つございまして、１つが「ちばエコ農産物販売協力店数」ですが、県では、ち

ばブランド農産物の代表格といたしまして、ちばエコ農産物の認証制度を平成１４年度に立ち上

げまして、通常の農産物よりも農薬や化学肥料の使用を２分の１以下におさえた、ちばエコ農産

物の普及拡大に努めているところでございます。 

 販売協力店については、御覧のように増加はしているものの、まだ目標には届かない状況とい

うことになってございます。 

 一方、輸出の関係ですけれども、輸出額については大きく実績を伸ばしておりまして、高い達

成状況となってございます。 

 ３ページを御覧ください。 

 上段に中間の指標がございます。御覧のように５つの指標を掲げてございますが、これらにつ

いても概ね順調に進んでいるというふうに考えております。 

 実施結果の「問題点・課題」でございますけれども、３行目あたりに記載がございますが、ち

ばエコ農産物の認知度向上のため、販売促進資材の提供、あるいは、商談会開催時のＰＲなどに

継続して取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 これらを踏まえました２０年度以降の対応ですけれども、特に輸出について、さらに拡大して

いくために輸出の中間業者などのプロの意見を聞いた総合的な販売戦略を構築しまして、さらに

推進していきたいと考えております。 

 ４ページを飛ばしまして、５ページをお開きください。 

 続きまして、施策展開の柱Ⅱ「流通体制の整備・合理化の推進」です。 

 目的の欄に記載がございますけれども、この柱では、生鮮食料品の基本的なルートである県内

卸売市場の活性化を目的としまして、卸売業者が行う産地と連携した商品開発や、卸売市場法に

基づいた検査・指導等を行って参りました。 

 この柱の成果を把握する上位の指標といたしましては、「県内卸売市場取扱数量」を掲げてござ

います。平成１９年度の具体的な数値はまだ判明していない状況です。 

 しかし、中間の指標を３つ掲げております。これらの指標については順調に進んでいると認識
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しております。 

 実施結果及び２０年度以降の対応ですけれども、ともに同じような書き方になってございます

けれども、卸売業者が行う産地育成や、地場産品のＰＲなどの取組に対して引き続き支援をして

いきたいというふうに考えております。 

 ７ページを御覧ください。 

 施策展開の柱Ⅲ「米政策改革推進対策の推進」です。 

 概要の目的欄を御覧いただきたいのですが、この柱では、農業者が主役となった米需給調整シ

ステムの構築などによる活力ある水田農業の確立などに取り組んでいるところでございまして、

推進体制の整備や湿田でも実施できるように、集団転作の推進などに取り組んでいるところです。 

この柱の成果を表す上位の指標ですが、県産米の需要量を掲げましたが、この需要量について

は、需要に応じた生産を進めるという観点から、需要量イコール生産目標数量というふうに御理

解ください。達成状況については、目標に対しまして６１，０００トンのオーバー、過剰、 

３２７，１２０トンとなっております。 

中間指標の「集団転作」についても、若干数値が落ちている状況となっております。 

 ８ページを御覧ください。 

 実施結果の「問題点・課題」ですけれども、本県は湿田であるため、麦・大豆の転作が向かな

いことや、県全体の交付金が固定されているために、生産調整を拡大しようとすると、従来から

取り組んでいらっしゃる方々の助成金が減尐するなどの制度上の問題があるというふうに考えて

おります。 

 これらを踏まえた２０年度以降の対応ですけれども、「実施結果を踏まえた今後の具体的施策・

事業展開」の中段にございますように、水田を水田のまま活用して転作となる飼料用米などを重

点的に進めるとともに、引き続き、国に対し制度改正の要望等を行っていきたいというふうに考

えております。 

 ９ページを御覧ください。 

 施策展開の柱Ⅳ「地域特性を生かした個性豊かな産地の育成」です。 

 概要の目的欄の２行目を御覧いただきたいのですが、この柱では、本県の特徴である園芸を中

心としまして、その他農産作物の生産拡大を目的として、ビニールハウスなどの施設化、あるい

は共同利用、機械・施設の整備等に支援をして参りました。 

 １０ページを御覧ください。 

 その成果を表す上位の指標ですけれども、「基幹的農業従事者一人当たりの生産農業所得」を掲

げてございますが、これについては１９年度の数値がまだ判明していない状況でございます。 

 ただし、中間の指標に「園芸施設化面積」をはじめとして４つ掲げてございますが、達成状況

は概ね順調だというふうに考えております。これらの達成状況を踏まえた実施結果ですけれども、

施設化については、県下全体の面積を今の段階では把握が出来ておりませんが、約１０ヘクター

ル以上の施設化が進んだところです。また、中段よりもちょっと下のところに記載がございます

が、食味の良い、県育成の米の新品種「ふさこがね」についても、１９年で一般栽培が２年目と

なりましたが、約５，０００ヘクタールまで栽培が拡大したところでございます。 

 １１ページを御覧ください。 
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 ２０年度以降の対応ですが、ハウスなどの施設化に引き続き取り組んでいくとともに、新たな

品種などを活用した新産地づくりにも取り組んでいく必要があると考えております。 

 １２ページを御覧ください。 

 最後になりますが、施策展開の柱Ⅴ「農業における環境対策の推進」です。 

 概要の目的欄を御覧いただきたいのですが、この柱では、農業用廃プラスティックの適正処理、

及び３行目くらいになりますが、野生鳥獣による農作物被害の防止を目的として実施していると

ころでございます。 

 達成状況を検証する上位の指標としては、「有害鳥獣による被害金額」を掲げております。 

 実施状況については、一番下の実施結果欄に記載をさせていただいておりますが、目標は達成

していないものの、１８年度の被害額４億９０００万円から、翌年の１９年度は４億５３００万

円というように３，７００万円減尐しているところでございます。 

 中間指標である「廃プラスティックの処理量」ですけれども、これについても目標は達成して

おりませんけれども、資材費が高騰する中で、廃棄量そのものが減ってきているというようなこ

とも考えられ、まずまずの実施結果ではないかというふうに見ております。 

 １３ページを御覧ください。 

 ２０年度以降の対応ですけれども、鳥獣被害防止特措法が昨年の１９年１２月に制定されまし

て、これに基づいて被害防止計画を市町村が定めた場合は、国が支援をするという制度となって

おります。この制度を積極的に、活用・推進するとともに、廃プラスティック対策については、

引き続き市町村協議会と連携し、回収に努めていきたいと考えております。 

 なお、野生鳥獣対策については、平成２０年度から農村振興課が所管することとなっておりま

す。 

 ４「柱ごとの評価を踏まえた施策（課）全体としての達成状況と方向性」のところですけれど

も、生産から販売流通、そして環境対策まで幅広い分野を担当しておりますけれども、課全体の

達成状況については概ね順調に進んでいるというふうに判断しております。生産と販売が両輪と

なって、まず生産がなければ発展はないというようなことで、２０年度以降重点的に取り組む施

策と資源配分については、後段の３行に記述をさせていただきましたが、農業産出額全国第２位

奪還に向けて、施設化や新産地づくりに重点的に取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上で生産販売振興課の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○森田委員長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま、生産販売振興課が所管する施策についてご説明いただきましたが、ご質問等よろし

くお願いいたします。 

 

○坂野委員 

 比較的農業の話は目的と手段の話が明確で、非常にわかりやすいと思いましたけれども、３点

ほど気になるところがありまして、１つは、施策展開の柱のⅢとⅣですが、施策展開の柱Ⅲの上
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位指標のほうは目標と達成状況の数値がかなり離れているということもありますし、Ⅳの上位指

標のほうも、所得で見ると、これは１９年度の数値がまだ判明していないので１８年度で見てい

ますが、１８年度の所得でみても達成は厳しそうだなということがうかがえるのですが、質問は、

こういう施策を行うことで、本当にこの数値が達成できるのかどうかということです。指標の数

値を理想に近い数値で設定するか、現実に近い数値を設定するかということはあるかと思います

が、これだけ目標と達成状況の数値の乖離があると、裏付けが十分だったのかなということが気

になるのが１つ目です。 

 ２つ目は、私が全く農業に素人なのでご説明いただきたいのですが、施策展開の柱Ⅱのところ

で、市場外流通の増加というのは、市場の流通の合理化ということからいうと、良くないことな

のでしょうか。むしろ市場ではないところで流通が進んでいるということ自体は、経済の合理性

がかえって進んでいるんじゃないかという気がするのですが。全く間違っていたら申し訳ないん

ですが、わからなかったので教えていただきたいということです。 

 ３つ目は、柱のⅤですが、ここには２つの目的として、廃プラスティックのリサイクルと鳥獣

被害の内容があるので、上位指標に鳥獣被害金額だけではなくて、もう１つ、環境に対応したも

のを作ったほうが良かったというふうに思いました。 

 

○生産販売振興課 

 まず、生産調整の関係は、基本的に国の施策になっておりまして、目標値も国の目標値となっ

ていますが、現実は、全国で下から数えたほうが早いような実施状況ですから、目標と達成状況

の数値が離れているのは、ある意味でやむを得ないのかなと思っております。ただし、全面的に

取り組んでいかなければいけない課題だというふうには認識をしております。 

 それから、柱Ⅳのほうの目標値ですが、これは逆に国の目標ではなくて県が独自に定めている

わけですけれども、一人当たりの基幹的農業従事者の生産農業所得にしても、目標が２３０万円

ということで、我々の給料から考えれば、説明を要しないと思うんですね。ですから、こういっ

た目標はぜひ捨てることなく掲げて、目標として進めていきたいというふうに思っております。 

 最後の環境の対策の上位指標については、今、適切なお答えができませんので、よく検討させ

ていただきたいと思います。 

 市場外流通については否定するものではなくて、自由化の方向に進んでいると認識しておりま

す。ただ、帳票の中でも記載がありますように、生鮮食料品の基本的な流通ルートということな

ので、基本となる部分は市場流通で確保し、その上で、活性化という意味で市場外流通もプラス

アルファで足されるというふうに認識しておりますので、割合の問題ではないかなと思います。 

 

○北大路委員 

 坂野委員の続きになってしまいますが、難しいのはよくわかりますが、今の流通体制整備の合

理化というのも、施策展開の柱の表題が「整備・合理化の推進」というのに、じゃあどれだけ整

備・合理化できたのという上位指標になっていないと思うんですね。ですから、上位指標を「市

場取扱数量」とするならば、柱名は、市場を活用するとか、市場を生かすとか、そういうふうに

しないといけない。やはり、柱の表題と指標の内容が離れているのは良くないなと思います。 
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 それから、柱のⅢの生産調整の部分もそうなんですが、「活力ある水田農業」というふうに目的

で謳っていますので、活力ある水田農業になっているかということが上位の指標になっていれば

良いのですが、実際には生産調整の内容で、つまり米を作りすぎているよという内容ですから、

これも表題と指標が合っていないと思うんですね。もう尐し素直に合わせないと、帳票を読んで

いるときに矛盾を感じてしまうのかなと思います。難しいのは承知していますが、なんとか工夫

をしてもらえないかなと思います。 

 

○生産販売振興課 

 流通の関係ですけれども、例えば、整備合理化に向けた計画数とか、そのようなイメージなの

かなと思いますので、今後検討させていただきます。 

 それから、柱Ⅲの生産調整の関係ですが、やはり農家の方々が生産をしてどれだけという世界

だと思いますので、やめていいということではなくて、やはり究極の目的は「活力ある水田農業」

ということを目標にするのが妥当なんだと思います。このときに、どんな指標を掲げていくのが

ふさわしいのかという議論だと思いますが、その場合は、おっしゃるように、柱Ⅳの指標とほぼ

重なってくるのかなというふうに思います。ですから、現在の上位の指標の上に、本当の上位の

指標があって、事業量なり生産目標数量が中間の指標になるのかなと思いますので、その辺は検

討させていただきたいと思います。 

 

○木村委員 

 今のお二人の御指摘とほとんどダブってしまいますが、一番最後の柱のⅤの環境対策ですけれ

ども、この柱の表題についても指標の置き方と併せて、おそらく環境対策ではおそらく狭すぎる

のではないかという感じがします。つまり鳥獣対策ということも含めて、環境と言えなくはない

でしょうけれども、その辺のネーミングも考えていただいて、全体的に柱の名称がインパクトに

欠けると言いますか、内容に即していないところがありますので、その辺をご検討いただきたい

というのが１点目でございます。 

 ２点目は、非常に細かくて初歩的なことで恐縮ですが、２ページ目の柱のⅠで、上位指標の「輸

出額」というのはわかりやすいのですが、もう１つの上位指標を｢ちばエコ農産物の販売協力店数｣

に抑えているのはなぜかということをお伺いしたいのですが。つまり、ちばエコ農産物の販売数

や販売総額ではいけないのかということを教えていただきたいと思います。 

 

○生産販売振興課 

 環境対策の関係は、今年度から当課並びに農村振興課が所管するような形になりますので、両

課で協議をしていきたいと思います。 

 それから、上位指標の「ちばエコ農産物販売協力店数」ですが、確かにおっしゃるとおりだと

思います。私個人のイメージとしても、「ちばエコ農産物の認知度」であるとか、もうちょっと大

きな指標が設定できれば良いかなと思いますけれども、なかなか捕捉が難しいというようなこと

もありまして、とりあえず販売に向けた指標としては、ちばエコ農産物に御理解をいただいた方々

が販売協力店というように協力をいただいておりますので、指標とさせていただいているところ
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でありまして、これについても検討させていただきたいと思います。 

 

○松宮委員 

 先ほどの、柱Ⅲ「米政策改革推進対策の推進」のところで、私も気になりましたのが「活力あ

る水田農業」というところです。次の柱のⅣのところで「ふさこがね」という県で開発された品

種がありもっと宣伝強化をする必要があるようですので、せっかくですからこの県産品をどうい

うふうに増やしていけば、「活力ある水田農業」の実現もできるというような、２つの施策を組み

合わせる多様な対策や、目標を持たれたほうが、県民の方々にはわかりやすいのではないかと思

います。国の交付金が固定されているために、生産調整の面積を拡大すれば一人当たりの助成額

が減尐するのは、国全体の需給調整の問題だと思いますが、その中でどういう工夫を一緒にして

いくべきか、千葉県らしい活力をいかにアピールできるかなどの方法を、うまく施策の指標や柱

のタイトルにされたほうが、前向きで県民の皆様にもわかりやすいのではないかなと感じました。 

 

○生産販売振興課 

 確かにわかりづらいというご指摘はその通りだと思います。施策展開の柱のⅢは国の対策名を

基本的にそのまま持ってきていますので、これで転作の対策だというふうには理解がなかなかで

きないのが普通だと思います。ただ書いてあるのが転作の対策であって、これだけ作付けを抑え

てくださいというだけでは先ほど申し上げた通りになってしまいますので、収益性の高い転作作

物を足すことで「活力ある水田農業」を確立していきますという書き方になっていますので、そ

の部分が余計にわからなくしてしまっているのかなと思います。 

 もう尐し単刀直入に書いてしまえばわかりやすいと思うのですけれども、なかなかそうも行か

ない事情もあるということだと思います。 

 それから、「ふさこがね」の関係ですけれども、県が独自に育成をしたニューフェイスというこ

とになりますので、今後はこれを中心として生産拡大を図っていきたいというふうに思っており

ます。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。私のほうから特に付け足すことはありませんけれども、国の施策の

名前を使わなくてはいけないという事情があるようですけれども、これは県の評価ですし、県民

の方が御覧になって、県が行っている目標をどのように達成したかということですから、地方分

権の時代でもありますし、そこはわかりやすい指標や名称を工夫していただければ、より県民の

方にはわかりやすくなると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

 以上で抽出施策を中心といたしました議論が一通り終了いたしましたが、本日の審議結果を踏

まえまして、２００７年のアクションプラン施策と１９年度課所掌の基本施策の事後評価結果全
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体につきまして講評があればお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 サンプルで全体を評価するのは、なかなか難しいと思いますが、むしろ個別の評価の中身もさ

ることながら、その評価の仕方も含めて講評いただければと思います。 

 

○坂野委員 

 今日は２つの施策を審議させていただいたわけですけれども、特に「教育」のほうは、教育の

評価というのは難しいと思うんですが、随分色々な数値を積極的に集められているなという印象

はありました。もう尐し工夫すると、数字を分析して、より良い評価に繋げられそうだなと今日

の資料を見ていて感じました。ただ、学者と違って仕事を抱えていらっしゃる方が分析するとい

うのは、ちょっと違うタイプの仕事なのでどこまでエネルギーを割けられるかというのはわから

ないんですが、地元の大学の教育学部とかもあると思いますので、そういうところと連携して評

価ができるのかなと思いました。 

 

○北大路委員 

 年々、評価帳票の作成については相当レベルが上がっているなと感じました。尐なくとも、難

しくてもなんとか指標化してみようとか、先ほどの審議の中でも、単刀直入に書くのが難しいと

いうご発言もありましたが、端的に書くことが重要だということが徹底されてきたのかなと思い

ます。特にうれしいのは、もっともっとプレゼンしようというご発言が両担当課のほうからあり

まして、大変積極的に政策評価を使っていこうという姿勢があるなということで、うれしく思い

ました。 

 

○木村委員 

 北大路委員とだいたい同じようなことなんですが、とりわけ２番目に審議した課所掌の基本施

策の農業の関係は、以前に、アクションプランの千葉ブランドの関係で同じ農産関係の評価を拝

見したことがございますけれども、それに比べると格段にわかりやすくなっているなと思います

ので、おそらくアクションプランのほうも質的に向上されているというふうに推測できるところ

でございます。 

 あとは表現ぶりですが、県民に訴えるような表現ぶりを工夫されれば良いかなと思いました。 

 

○松宮委員 

 職員の方が一生懸命工夫して数字の目標を立て着実に成果を上げておられ、政策評価も４年、

５年になりまして、皆さんが自然とこういうやり方に慣れてこられたのかなと感じております。 

 ただひとつ感じますのが、毎年毎年立てられる柱の数が多く、さらにそれらを継続するや拡大

していくという判断が多いためか、また政策がそんなにしょっちゅう変わってしまっては困ると

いうことからか、新規の施策や指標がその上に増えているように思います。もちろん政策は変わ

らなくても良いのですが、施策や指標設定にもう尐しメリハリを利かせ、今年はこれを重点的に

やっていくんだということをはっきり見える形にするために数を絞ったほうが良いと思います。

それによってそれぞれの部や課なりの方向性というものを明確に県民の皆様に訴えられたほうが、
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県民によりわかりやすい政策になるのではないかと感じました。 

 ですので、もう尐しメリハリのある方針の立て方ということが、次の段階には必要になってく

るのではないかと思います。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

 私も、以前に比べますとずいぶん改善をされてきて、非常にわかりやすくなってきていると思

います。 

 この政策評価制度自体が元になっている国の評価制度自体が尐し曖昧なところがございまして、

何をどういうふうに評価するのかということについて、いろんな要素が入っているものですから、

そもそもアクションプランに反映されておりますような県の仕事全体、政策全体をどう評価する

というような話と、それを担当している課がどれくらい高いパフォーマンスを示しているかとい

うように、そこのところが必ずしも区別されていないところがありまして、今回は、それが尐し

明確になってきているかなと思います。 

 今日のアクションプランと課の基本施策を拝見した限りですけれども、先ほども申し上げまし

たようによく頑張っていらっしゃるわけですけれども、教育庁のほうは人員についてはほとんど

前年並みですけれども、農業関係のほうは尐し削減されているわけですね。にもかかわらず、同

じパフォーマンスだとしますと、それだけ効率化が進んでいるというふうに数字の上からでは評

価が出来るということだと思います。そうした、同じ成果を上げながら尐ないコストで行うとい

うのも改善の一つのあり方だと思いますし、もう一つは、コストはコストとしてですけれども、

目的に対してどういうことをして、それが適合であるかどうかということは、また別の評価にな

ってくるのかなと思っております。 

 そんな意味で、さらにそうした工夫というのはしていただきたいと思いますし、特に生産販売

振興課の施策の最後の柱の部分は、委員の皆様は同じような御感想をお持ちだったようですけれ

ども、農林水産部の環境につきましては、廃プラスティックの話と有害鳥獣の話というのが一つ

の目標のもとに置かれているものですから、上位目標、中位目標との関係が非常に不明確になっ

ているところがございまして、この辺につきましては、２つの柱を掲げてしまったほうがわかり

やすいのではないかと思いました。そこが、枠組み、仕組みの話で、もう一段工夫をしていただ

ければと思います。たぶん、課の仕事としてはそれがまとまって一つの単位となっているので、

分けると小さすぎるということだと思いますけれども、なんとなく廃プラスティックの上位目標

が有害鳥獣では、尐しわかりにくいと思いますので、その辺の工夫をさらにお願いしたいと思い

ます。 

 講評ということで、総合的な評価ですけれども、皆さんよろしいでしょうか。付け加えられる

ご発言はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

  

（２）政策評価制度の課題について 

（政策評価制度の点検について） 
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○森田委員長 

 それでは次に移りたいと思います。 

 次は政策評価制度の点検についてですが、これについては、まず事務局のほうからご説明をお

願いいたします。 

 

〈 資料５により説明 〉 

○事務局（政策企画課） 

 それでは、政策評価制度の課題についてご説明させていただきます。 

資料５を御覧いただきたいと思います。 

 千葉県の政策評価制度はご存知のとおり、平成１６年２月に導入されまして４年が経過し、制

度点検の時期を迎えているところでございます。 

 その中でも特にアクションプランと課の基本施策の２本立て評価に伴う帳票の重なり、成果指

標のレベルアップにつきましては、従来から皆様のご指導を受けながら事務局といたしましても

検討を重ねてきたところでございます。 

 今回、職員のアンケート結果も参考にいたしまして、「制度システム」と「業務性質による評価

の差異」の２つの課題を設定させていただいたところでございます。 

 アンケートの詳細につきましては、時間の関係で説明を省略させていただきますが、総括させ

ていただきますと、この職員のアンケートは管理職を対象に毎年実施させていただいているもの

ですが、１番目としましては、アクションプラン評価と課の基本施策評価の位置づけが明確でな

い。２番目としましては、事前評価の必要性が低いのではないか。３番目としましては、業務に

よってはアウトカム指標による管理が難しい。ということが大きな問題点として３点挙げられる

と思います。 

 従いまして、今回、事務局といたしまして、アクションプランと課の基本施策の２本立て評価

の意義を明確にいたしまして、その上で課題の検討を進めて参りたいというふうに考えておりま

す。 

 資料５の３枚目を御覧いただきたいと思います。 

 まず、２本立て評価の意義でございますけれども、時間の関係で結論だけ申し上げますが、千

葉県の政策評価の基本は「課の基本施策評価」になるということです。これを確実に行うことで、

政策評価制度の狙いであります「職員のマネジメントサイクルの確立」、「意識改革による行政政

策能力の向上」、「施策の検証に必要な情報の積極的提供による行政の透明性の向上を図っていく」

というところでございます。 

 それに対しましてアクションプラン評価の意義でございますが、これは課の基本施策評価を生

かして、県の重点施策の集まりでありますアクションプランの成果を県民にわかりやすく説明す

ることにあるというふうに考えております。 

 １ページ目にお戻りいただきたいと思います。 

 まず、課題の１点目の制度システムについてでございますが、これは、現在の政策評価制度の

狙いの一つが、今申し上げましたが「マネジメントサイクルの確立」ということもございます。

そういう関係で、ＰＤＣＡすべてに力点を置くという帳票になっております。すでに評価制度導
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入から４年を経過したこと、また、県としては職員に対するＰＤＣＡの確立は平成１８年度から

本格実施された「目標チャレンジプログラム」の中で、継続的な取組を図っているところでござ

います。そういうところもございまして、今後は、政策評価につきましては施策の成果の確認と、

その改善への取組への評価を中心とした運用にあらためていくべきではないのかなというふうに

考えております。もう尐し具体的に申しますと、今の事前評価の内容や時期等について見直しを

行いまして、事後評価に重点を置いた効率的な評価制度に向けた検討を行っていきたいというふ

うに考えております。 

 次に、業務性質による評価の差異でございますけれども、これは昨年度、坂野委員のご指導も

いただきまして、建築指導課の例を参考にモデル帳票作りを行ったところでございます。 

 これは、いわゆる評価しづらい業務について、ベストプラクティッス帳票を探すということか

ら行ったものでございます。当初は、それぞれの業務類型による細やかな対応を目指したところ

ですが、その作業を行っていく中で、業務類型を決定付けるのは各事業の政策裁量性の程度の違

いが大きな要因であるということが見えてきたところでございます。従いまして、各課がそれぞ

れの業務の性質を見極め、政策裁量性の程度に応じて有効性基準、効率性基準を選択し、また補

足的に必要性の基準も使用することで、適切な指標を選択することが制度の効率化や負担軽減に

結びつくのではないかというふうに考えているところでございます。 

 これから御意見もいただきまして、この課題につきまして事務局としても検討して参りたいと

考えておりますので、よろしく御指導いただきたいと思います。以上でございます、よろしくお

願いいたします。 

 

○森田委員長 

 ただいまのご説明ですけれども、この政策評価制度の点検について、さらに御質問、御意見、

御提案、アドバイス等がございましたらお願いいたします。 

 

○坂野委員 

 今回の提案の一番大きなところは、今までは事前評価をずっとやってきたわけですけれども、

それを事後評価に重点を移すというところにあるのではないかというところだと思います。 

 うまく事後評価が出来ていれば、尐なくとも継続事業については、極端に言えば辞めてしまっ

てもいいかなといった大胆な簡素化もあり得るんじゃないかと思っております。 

 事後評価が出来ていて、その結果を踏まえて大きな予算編成の方針みたいなものに繋げていけ

て、個別の話としては具体的なアクションに繋げていければ良いのかなというふうに思います。 

極端に言えばということですけれども、そういうことも尐し念頭においても良いのかなと思いま

す。 

 最初に全部の課でしっかり評価を行っていた理由というのは、先ほどもご説明がありましたが、

職員の方が評価を行って政策を運用するということの意識の浸透という目的があったので、大変

ですけれども一律にしっかりやってもらうという時期が必要だったのかなと思います。それもあ

る程度の時期が過ぎれば実質的な効果が出るということで、どちらかというと事後評価中心でア

クションに結びつけるというところにうまくウエイトを移していければ良いのかなというのが感
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想です。 

 

○北大路委員 

 事務局からのご提案は大賛成です。事前評価と事後評価の負担を軽減して、事前評価を簡素化

するということは、私は素晴らしいことだと思います。 

 それから、１ページ目の冒頭に「ＰＤＣＡ」すべてに力点を置く評価からアクションを中心に

した評価ということがありますが、アクションを中心にした評価ということで事後評価ではそれ

で良いと思いますが、その後に（成果目標の結果はどうなり、そこからどうしていくのか）と書

かれていますが、あんまり目標の達成度のことを中心にする必要はないのかなと思います。今日

の個別施策の審議でもわかりますが、目標というのはちょっと上過ぎてみたり、不可能な目標を

国が出されたりというのがあるので、もちろん業績の評価は大切だとは思うんですが、むしろ政

策の手段がちゃんと貢献したのかとか、成果に貢献したのかというような、いわゆる全般的な評

価をやるべきだと思いますので、あまり成果目標というのは打ち出さないほうが良いのかなと思

います。 

 

○木村委員 

 資料の１ページの（１）については、坂野委員、北大路委員と全く同感でございますが、３ペ

ージのところの冒頭に２本立て評価の意義というふうに書いてありまして、課の基本施策評価が

基本であるという書きぶりに関して、私自身はアクションプラン評価を基軸にして足りない部分

の評価を課の評価で補っていけば良いと以前は申し上げていたんですが、色々と考え直しまして、

考え直した一つの要素としては、政策別の予算とか政策別の発想にはなかなかうまく進行しない

という現実が国のほうでもあると思いますし、県のほうでもなおさらあると思いますので、やは

りアクションプランよりは課の評価を基本にしていくというのが現実的という感じがします。ア

クションプランについては、課の評価を基本にしながら、課のそれぞれの政策ごとに個性を出し

ながら評価をしていくというやり方、あるいは長期的な評価をしていくというやり方が、それぞ

れの政策に即して個別に判断していくというのがよろしいという感じを持ちつつございます。 

 それから、１ページ目の業務性質による分類でございますけれども、今の文脈で申しますと、

研究会の分類の中で「法律の適正執行を求める業務」というのが、おそらく県の業務の大多数で

はあろうかと思います。ですから、これを基本にして課の評価をしっかりやっていただくという

のが基本だとは思うのですが、これをもう尐し広く考えていきますと、県の仕事の大多数とは言

えないまでも相当部分は、一言で言えばコーディネート機能だろうと思います。つまり、国と市

町村との間にあって全体的に調整していくという役割を持っているというふうに考えるならば、

法律の適正執行というのは表面的にはあるんでしょうが、その背後にといいますか、法律の適正

執行を行う諸々の調整作業、コーディネート作業が必要でありますので、そのコーディネート作

業に注目していけば、若干論理の飛躍はありますが、実質的にはアウトカム的な発想が出てくる

んじゃないかと思います。例えば児童福祉関係であれば、児童福祉法に基づく許認可業務の裏側

に諸々の調整機能があるはずでありまして、それをもって最終的に児童の福祉を向上させるとい

うような目的が出てくるはずですので、法律の適正執行という業務の視点をもう尐し広げていけ
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ば、アクションプラン的な発想にも繋がるし、アウトカム的な発想にも繋がると思いますので、

その辺を柔軟にやっていけば課の所掌事務を基本としながら広い評価ができるのではないかと、

そんなおぼろげな感想を持っております。 

 

○松宮委員 

 先ほども尐し申し上げましたが、５年目に入りまして、約７０パーセントくらいの方々が事後

評価の結果が施策展開に反映されてきているという実感をお持ちで、そのパーセンテージも段々

上がってきているのは成果といえるのではないでしょうか。資料の２ページの肯定的なコメント

にもございますように、室単位で検討するというコミュニケーションの中に反映されてきたり、

あるいは予算取りをするためには何らかの数値で説得しなければいけない、というような意識が

十分に理解され定着してきたのではないかと思います。ですので、もっと簡素化して県民の方々

にもわかりやすい形で、メリハリをつけて説得していこうというお考えには私も大賛成で、でき

るだけその方向で改善していければ良いと思います。 

 平成２０年度以降の施策の方向性については、「維持する」が非常に多いパーセントになってき

ておりますので、維持していく施策については事前評価を何度も綿密にしてもあまり意味は無い

と思います。新規に打ち出していく施策を中心に、みんなで事前評価をしていけば十分ではない

かというふうに私も考えます。なかなか予算案に反映されるということは難しいという実感が強

いようですが、こういった評価がきちんとされていないと、後で県民の方々が納得しないという

こともありえます。引き続き「PDCA」の感覚を持って通常業務が運営されれば、評価委員会でと

りあげるものはいくつかの方向性を決めて、もう尐し重点的に見ていけば良いではないかなと思

っております。 

 これからもぜひ一緒にやっていきたいと思います。 

 

○森田委員長 

 委員の皆さんは今回のこのご提案については、かなり肯定的に評価をされていると思います。 

私自身も今まで色々とやってまいりまして、アクションプランと課の所掌事務の評価が、どう

も重複があるというのはその通りだと思いますし、両方ともどういう目的でやっているのかとい

うことは、当初からの私の認識でいうと、アクションプランは全体としての政策が何のためにや

られているのかということを評価するということですし、課そのものは与えられたミッションを

どのようにきちんと果たしているかということを評価するということですけれども、アクション

プラン自体が課の仕事の束で出来ているということもありまして、そこが重なってきているとい

うことなので、それを整理するということは大変重要なことではないかと思います。その場合の

方向性というのはむしろそれぞれの課がどのようにミッションを認識されているか、そしてその

ミッションをどのように達成されようとしているのか、それについて評価をしていくということ

に収斂させていくことが良いわけですし、特に内部管理業務に関して言いますと、なかなかアウ

トプット指標の作成も難しいものについては、それの存在なり何なり別の観点から見ていくとい

うのは評価の方法として段々洗練をされてきたのかなというふうに思います。また、それぞれ評

価調書を作成される担当課の方もそれによって自分たちの位置づけというものがはっきりしてく
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るということかなと思います。そういう方向でこれから評価制度を動かしていくということは重

要だと思いますし、その方向で、さらに大胆に言いますと、どうしても評価指標が出ないような

ところ、そして効率性の評価がなかなか難しいようなところにつきましては、あえて評価をする

必要があるのかどうかも検討する価値があるのではないかと思っております。 

今回のこの評価の制度の改革についてはそういう方向で、今までの経緯ではよろしいのではな

いかと思いますけれども、ただ、私は国の省庁も含めいくつか他のところでこういうものに関わ

っていますけれども、もう尐し大きな潮流の流れが出てきておりまして、それについては今こち

らで検討されているような評価の方向だけでは尐し物足りないというところもあるかと思います

ので、それは指摘させていただきます。この課所掌の事務についての自己評価、自分で目標を掲

げてそれをどの程度達成したかということですと、尐なくとも課の仕事そのものの必要性につい

てある意味で前提にされているということになりますし、それを事後評価をするということです

けれども、当然のことながらミッションとして与えられたことをやる以上、事後評価においてそ

の仕事はいらないというネガティブな評価は非常に出にくいことになるわけですね。それに対し

まして、今はいろいろなところで財政上の厳しさが増してきたということもありますけれども、

もう尐し、施策そのものの存在意義というものをどういうふうに見直していこうかというところ

がでてきているわけでして、そもそもそれぞれの課が行っている仕事が、より上位の目的ないし

県民のためにどういう形で結びついているのか、そしてその仕事がその上位の目的を達成するた

めにベストな施策であるのかどうか、それを検証しようというような動きも出てきております。

それがもっと大胆な形で、評価もある意味で通り越して、無駄と思われるかどうかも含めて切っ

てしまえということになりますと大阪府的になってくるわけですけれども、あの場合には確かに

財政上の問題はありますけれども、それに対するサービスの質は相当低下することになる。そこ

でメリハリをつけるということになりますと、やはり大きな施策をどのように考えるのか、その

施策が本当に必要なのかどうか、必要だとしたら今の課の仕事ないし目標というものが一番それ

にとって合理的であるのかどうか、そういうことについて事前に検証していくという仕組みも考

えられているところではないかと思います。というのは、ある事業や施策が上位の目標を達成す

るためにベストなものかどうかということを検証しないでそれをやってしましますと、後でそれ

が無駄だというふうに思って止めるということも難しいわけですし、止めたとしたところで１年

分は無駄になってしまいますので、それをどうやってある程度事前にチェックしておくかという

のが事前評価のポイントになるかと思います。事前評価の場合には、できるところ、しやすいと

ころとそうでないところがかなりはっきりしていると思いますが、公共事業関係その他では千葉

県も行っておりますけれどもかなり事前評価の意味や検討というのが重要であろうと思います。

それ以外のソフトな施策につきましてはなかなか難しいわけですけれども、むしろそれに関して

言いますと、他の施策との関係で、いわゆる代替案との比較によってその有効性というものを、

施策を提案される方はきちんと説明していくという説明責任であるとか、そういう仕組みも入れ

ていくということが言われているところです。 

 さらに申し上げますと、それとの関連ですけれども、要するにある目的を達成するために下位

の施策がどういう目的と手段の関係にあるのかということをわかりやすくするということも一つ

の方法ではないかと思っておりまして、私が関わっております某省の政策評価では、それをロジ
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ックモデルというふうに呼んでおりますけれども、例えば、千葉県は農業県であり、農業の生産

を高めていくことが千葉県にとってプラスであるということは証明の必要はないのかもしれませ

んが、そのために千葉ブランドを確立するという施策を行ってらっしゃるわけですけれども、千

葉ブランドを確立するというのは唯一絶対の施策なのかどうか、他にもっと方法があるのかどう

か、それが唯一絶対とは言いませんがベストだとした場合に、その千葉ブランドを拡充するため

に、先ほどもお話がありました「ちばエコ農産物の販売協力店」を増やしていくのがベストなの

か、あるいは、別にブランドの拡大の方法があるのかどうか、そういうことを矢印の図で書いて

いって、それぞれの課の仕事はこの目的のためにこういう手段である、そしてその手段は他と比

べて考えられる限りベストであると、そういうことをきちんと認識しながら位置付けていく、そ

れを県民に示したときに、なぜその仕事をするのかということがわかりやすくなるのではないか。

そういう工夫をして、それ以外の内部管理部門については、私はやめてしまえと言おうかなと思

っておりますけれども、そのほうが評価のメリハリはつくだろうというふうに思っております。 

 尐し余計なことをお話しましたけれども、知事の発言の中ありました、これからの改革は量の

時代ではなく質の時代だというときには、やはり政策の内容そのものについてもう尐し踏み込ん

だ形での評価というものがこれから求められてくるという可能性があるということです。 

 これまで続けてこられました千葉県の政策評価制度については、確実性とそれぞれの負担を減

らして、評価そのものの効率性を高めるためには、今回ご提案のあったような形での方向で良い

のではないかと思っておりますけれども、それにプラスアルファについて検討する必要が出てく

るのかもしれません。そうなりますと、この政策評価委員会のミッションとは何か、範囲はどこ

かという話になりまして、これは規程が必ずしも明らかではないと思いますけれども、そういう

ことも考えていかなければならないのではないかというふうに思っております。 

 

 委員の方から何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 委員の方は基本的に今回のご提案については概ね賛同されていると思われますので、そういう

方向で事務局のほうでは詰めていってもらいたいと思います。 

 それでは、この議題はこれで終わります。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

○森田委員長 

 引き続きまして最後の議題になりますが、今後のスケジュールについて事務局のほうからご説

明をお願いします。 

 

〈 資料６により説明 〉 

○事務局（政策企画課） 

 今後のスケジュールについてですが、次回の委員会では平成２１年度施策に関する事前評価に

関する審議、並びに、本日御意見をいただきました制度点検に対する御審議をお願いする予定で

ございますが、現在のところ日程はまだ未定ですので別途御相談させていただきたいと思います。
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以上でございます。 

 

○森田委員長 

 今後のスケジュールの内容についてのご説明がありましたが日程についてはあらためて調整を

されるということですが、これについて何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、現時点では今後はこのスケジュールに基づいて進行していただきたいと思います。 

 一応予定された具体的な議題は終わりましたが、その他につきまして何か事務局のほうからご

ざいますでしょうか。 

 

（４）その他 

○事務局（政策企画課） 

 １点ほどご説明させていただきたいのですが、前回の委員会でご報告いたしましたが、現在、

千葉県の重要な施策としまして環境問題に力点を置きまして、これは県のあらゆる施策に環境の

視点を導入させていきたいということで、今日は環境政策課のほうから尐しお話がございますの

で、ご説明のほうをさせていただきたいと思います。 

 

○森田委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 

〈 資料７により説明 〉 

○環境政策課 

 環境政策課副課長の鵜原と申します。よろしくお願いいたします。 

 私どものほうから今回、環境の視点を帳票様式に追加させていただきたいということで、その

主旨と内容につきまして簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 皆様よくご承知かと思いますけれども、現在、地球温暖化ですとか、あるいは生物多様性の危

機といったことを地球規模の環境問題について世界的に議論がなされておりまして、先の洞爺湖

サミットでも大きなテーマになったところでございます。今、私たちひとり一人の暮らしが、あ

るいは経済活動のあり方が問われている、そういう状況にあるかと思います。 

そこで県といたしましては、この喫緊の環境問題に対応いたしますために、今年の３月に新た

に千葉県環境基本計画を改定いたしました。この環境基本計画におきましては、「すべての県民が

環境について考え行動する」こういう考え方と、「あらゆる施策に環境の視点を入れる」こういう

考え方、この二つの考え方を合わせまして、環境自治と呼ばさせていただいておりますけれども、

この環境自治の考えに基づきまして、県は率先してその役割を果たしていくんだということを盛

り込んでいるところでございます。この「あらゆる施策に環境の視点を入れていく」こういう観

点から、この環境基本計画におきましては、実は県の政策評価制度にも「新たな環境の視点から

の評価を導入する」という文言が盛り込まれております。これが今回帳票に様式の追加をお願い

するに至った主旨でございます。具体的な様式の内容につきましては、引き続き担当のほうから
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ご説明をさせていただきます。 

 

○環境政策課 

 環境政策課政策室の舘野と申します。私から具体的に記載していただくイメージに関しまして

ご説明申し上げます。 

 資料の７の３ページになります。 

今回帳票への追加をお願いする部分は、この３ページの「５ 環境の視点に関する評価」とい

う部分でございます。この環境の視点と申しますと、違和感をもたれる方も多いかもしれません

が、例えば他部局の事業で既に環境の視点と言えるような視点が含まれているような事業もござ

います。例えば一例を挙げますと、農林水産部で実施されております「里山の保全活用促進」と

いう事業がございます。この事業を考えましたときに、農林水産部の本来の施策目的の他にも、

里山の保全によりまして、その里山の領域内の生物多様性の保全が図られるという効果も考えら

れますし、また、その保全活動に県民が参加していたり、また体験学習と連携するなどいたしま

すと、環境学習の推進というような視点も取り入れることができようかと考えられます。 

もう一点例を挙げさせていただきたいのですが、同じ環境生活部内、これは環境そのものなん

ですけれども、例えば大気保全課にエコドライブの普及・啓発という事業がございます。この事

業は本来的には、自動車公害対策の一環と位置づけているものでして、例えばアイドリングスト

ップ、急加速の抑制など、こうしたエコドライブというものを呼びかけているものです。このエ

コドライブの推進は、自動車燃料の削減にもつながるわけで、そして自動車燃料は化石燃料を使

用しておりますので、化石燃料の削減、イコール、地球温暖化防止にもつながるという視点もご

ざいます。実は部内でもこういうような視点、極々最近取り入れている新しい視点でございます。 

今回この追加いたします帳票は、こうした視点につきまして記載をしていただこうということ

を想定しております。具体例を口頭で申し訳ないのですが、ただ今の環境生活部内のエコドライ

ブの事業を例にして申し上げてみたいと思います。 

まず記載していただく項目は３点です。この帳票にございます事前評価といたしまして「環境

への配慮に関する視点」、それから二つ目には事後評価といたしまして「実施結果」、それから三

つ目といたしまして「実施結果を踏まえた今後の取組方針」この３点でございます。 

例えば、このエコドライブの事業で例にとりますと、一番目の「環境への配慮に関する視点」

としましては、「エコドライブの普及・促進については、良好な大気環境の保全のみならず、省エ

ネルギーによるＣＯ２削減効果も見込まれることから、地球温暖化防止の視点を取り入れて実施

していきます。」というようなイメージを考えています。 

二番目の「実施結果」ですけれども、実施結果といたしましては、エコドライブの実施、特に

これは事業者をターゲットにしておりますので、「事業者への協力要請に当たっては、大気汚染防

止の視点だけでなく、地球温暖化防止の観点からもエコドライブ実施の重要性を呼びかけました。

この結果、新たに○○社からエコドライブの協力が得られました。また、エコドライブ支援装置

の助成制度には、前年度を上回る申請がありました」。これはいずれも仮想のものですけれども、

こんなようなイメージをしております。 

そして三番目といたしまして、その次年度以降の取組方針、「事業者だけでなく広く県民一人ひ
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とりの取組を呼びかけるため、家庭における地球温暖化防止の啓発と連携し、併せてエコドライ

ブの普及についても呼びかけていきます。」という新たな展開、例えば、ちょっと口頭で失礼です

けれども、こんなような書き方が考えられます。 

例えば今のは一例ですけれども、こうしたイメージで全庁的に事業に関しまして従来の事業目

的に加えまして環境の視点から見た関連性、それから効果ですとか、そういったものなどにつき

まして、ご検討いただく契機としていただきたいというふうに考えております。 

 こうした視点ということで、そこに重きを置いているということからいたしまして、今回追加

させていただきたいと考えている帳票には、数値目標という項目を設けませんで、ただ今申し上

げたような形での記述式というような形で考えたところでございます。 

 最後に、この帳票の活用方法について若干申し上げたいと思います。 

この帳票を活用いたしまして、このＰＤＣＡサイクルが何年か回っていくうちには、環境の視

点というものが、全庁的に定着していくというふうにも思いますし、また、これに伴いまして、

この帳票のこの部分に記載される事例数も蓄積されていくということが考えられます。 

こうした事例を適宜、他部局へ情報提供など図りまして、他部局に対する環境の視点の参考に

していただきたいというようにも思いますし、また他部局の例を基に、新たな環境の視点による

事業展開ということにもつながるような形で活用してもらいたいと思います。 

 それから先程副課長から申し上げましたとおり、前段の環境基本計画という上位計画がござい

ます。この計画につきましては当然のことながら進行管理というものをしていく必要があります

けれども、この評価で得られました事例は、この環境基本計画の進行管理といたしましても活用

して参りたいと考えております。 

 この帳票の中に２箇所、事前と事後に１箇所ずつ出て参りますけれども、「環境分野」というの

を、これは評価をしていただく方の理解の助けとして作っております。Ａ：地球温暖化防止、Ｂ：

生物多様性保全・自然環境ですとか、こういうものが８つございます。これは○で囲っていただ

くようなことをイメージしておりますけれども、ここで今ご提示申し上げているこの例は、実は

別途記載例というものを作成することを前提としたものでございます。したがいまして、若干こ

の帳票だけを見ますと、わかりづらいという部分はあろうかと思いますが、本日その部分説明が

足らなくて申し訳ないんですけれども、記載要領といたしまして、これを更にブレイクダウンし

た形で各部局がイメージできる記載要領をご用意したいと思っております。また、説明会にあた

りましても、説明者といたしまして環境政策課が参加いたしまして、すべての部局に対してこの

主旨、記載要領等について詳細に説明をして参りたいと思います。以上簡単ではございますが、

説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

○森田委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 ただ今の、ご説明ご提案につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

 

○木村委員 

 環境にあまり詳しくないので基本的なことで恐縮ですが、今の項目で環境分野というのが事前
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と事後の両方に記載する部分が分かれていますけれども、これを二つ挙げる意味というのが実際

にあるのかどうか。だいたい同じような類型だと思うのですけれども、二つ掲げる意味があるの

かどうかが１点目で、もう一つが、環境に対してＣＯ２の削減とか、そういったものもあるでし

ょうけれども、環境の重要性を住民の方に啓発するという要素が恐らく入ってくると思うのです

が、これはＧ（人づくり・ネットワークづくり）とかＨ（共通的・基盤的施策）とかこのあたり

に入るのかどうか、その辺り教えていただけますでしょうか。 

 

○環境政策課 

 まず１点目の２箇所にあるということについてですが、ご指摘のとおりほとんどの場合は一緒

になるであろうというふうには考えています。ただ、各部局が環境の視点というのを重きを置い

て考えてくださった場合に、事前評価ではこの分野ひとつだけであったけれども、実施過程にお

いて別な分野も一緒にできたという場合には、複数に○をすることがありうるかなということも

考えましてその可能性に対する期待として２箇所をとりあえず設けた次第です。その数は現実に

は多いかどうかということに関しては、ご指摘のとおりだと思います。 

 それから２点目の啓発関係に関しましては、環境に対する施策というのは、啓発関係というの

はすべての分野においてかなりのウエイトを占めたりする部分があります。とかく環境というの

は意識の改革というところに訴えかけていくものである以上、やむを得ない部分もあるのですが、

したがいまして、啓発ということに関しましては、例えば地球温暖化防止に関する啓発、大気環

境に関する啓発、それぞれに分けた形で書いていただくことを想定していました。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございます。 

この政策評価委員会のほうでは、できるだけ各課の評価に対する負担を減らすということで、

一つは事前評価、事後評価を同じことならば事前評価を止めてしまおうという議論も出てきてお

りますし、また、できるだけこの評価の帳票の書き方を簡素化しようということをお諮りした、

そういう方向でご意見をいただいてご賛同いただいたところですので、環境は非常に重要ですし、

これについてそれぞれの所がどう取り組んでいるかということを評価内容に入れること自体には

大いに結構だと思いますけれども、この欄の作り方その他につきましては、できればその担当課

のほうと工夫をしていただいて、なるべくそれぞれの課のほうにご負担にならないような形で、

しかも必要な情報が最小限で得られるというふうに工夫していただければと思いますが。それで

よろしゅうございますね。 

 

○総合企画部長 

 はい。 

 

○森田委員長 

 ちょっと千葉県の場合には環境の概念が広い気がしますので、その辺も含めましてご検討いた

だければと思います。そういうことで、よろしゅうございますか。 
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委員の先生方も特にありませんか。 

 どうもありがとうございました。 

 

 それでは、本日の議事はこれで終わりにしたいと思いますがよろしゅうございますでしょうか。 

 どうもご苦労様でございました。 

 

○司会 

 皆々様には長時間に渡りご苦労様でございました。 

以上を持ちまして第１回委員会を終了させていただきます。 

 


