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平成２１年度 第１回千葉県政策評価委員会 議事録 

 

日時：平成２１年８月３１日（月） 

午後２時から 

場所：本庁舎１Ｆ多目的ホール   

 

１．開会 

○司会 

 定刻になりました。開催に先立ちまして、１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いたし、同第３条の規定により、一般

傍聴を認めていることを御報告いたします。 

 

ただ今から「平成２１年度第１回千葉県政策評価委員会」を開催いたします。 

はじめに、職員の紹介をさせていただきます。 

４月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。 

小川総合企画部長でございます。千葉政策評価室長でございます。以上でございます。 

 

２.あいさつ 

それでは、小川部長よりごあいさつ申し上げます。 

○総合企画部小川部長 

本日は、大変お足元の悪い中、また、昨日は国政選挙が行われまして、自公の政権が民主党に

転換するという大きな節目の選挙であったと思いますけれども、そういう中で、今日、台風が来

るという大変な日に開催となりました。委員の皆様方には、お忙しい中、御出席を賜りましてあ

りがとうございます。平成１６年から始まりました政策評価制度は５年が経過いたしました。委

員の皆様方には、千葉県の評価制度の確立・向上に向けて、県民に県政をわかりやすく説明する

ことや、職員の意識改革への活用、あるいは、評価技術の向上など、多方面から、大変貴重な御

意見を賜りましたこと、心から感謝申し上げます。県では、本年４月に森田知事が就任いたしま

した。県の総合計画を本年度内に策定するという方針が出されまして、私ども県の総合計画を作

るべく、取り組んでいるところでございます。総合計画は、県政全般に係る最上位の基本的かつ

総合的な計画として、将来を見据えた本県のあるべき姿を示した上で、来年度から３か年で重点

的に取り組むべき施策をまとめるものです。このため、政策評価制度につきましても、これまで

の「アクションプラン」と「課所掌の基本施策」の２本立ての評価から、総合計画に対応した評

価へ移行するため、検討を進めてまいりたいと考えております。本日は、平成２１年度施策の事

前評価結果及び平成２０年度施策の事後評価結果の概要を説明いたします。その後、総合計画の

策定状況の報告をさせていただいたうえで、政策評価制度の見直しについて説明させていただき

ます。県といたしましては、効果的・効率的な県政運営実現のため、有効な評価制度にしたいと

考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意見を賜りますようお願い
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いたします。いずれにしましても、時代の変化に迅速かつ的確に対応するためには、実効性の高

いマネジメントサイクルの確立が欠かせないと考えております。今後も、委員の皆様の御意見を

いただきながら、より一層、県民にわかりやすく、効果的な評価を行ってまいりたいと考えてお

りますので、引き続き委員の皆様のお力添えをお願い申し上げまして、開会にあたりましてのあ

いさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 

○司会 

 部長につきましては、所用により委員長の御挨拶が終わりましたら、退席させていただきます。 

それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

議事に入るにあたり、本日は委員全員の出席をいただいており、「千葉県政策評価委員会組織・

運営要領」第５条の規定を充たしておりますことを御報告申し上げます。 

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２１年度「事前評価」及び平成２０年度「事後評価」について 

○森田委員長 

 足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。ひとこと御挨拶させていただ

きます。今、部長からのお話にもございましたとおり、昨日の総選挙の結果といたしまして、政

権交代が間違いない状態になり、本日の時点で先行きが非常に不透明であると思っております。

政治の状況につきましてはこれからどうなるかわかりませんけれども、圧倒的な多数をとりまし

た民主党のマニフェストの中で税金の無駄遣いをなくすという項目がございまして、その中には

「決算を予算に反映させ政策評価を徹底する」という項目が入っております。新しい政権におき

ましても政策評価の重要性についてはきちんと位置付けられていると思っております。ただ、政

策評価をどのような形で行うのかということにつきましては、部長からお話がございましたよう

に、始めて５年が経ちまして、評価自体の評価も必要なのではないか。そのためには評価結果が

無駄にならないような形で、なおかつ効率的な形で評価を進めていく、そうした方法についての

検討も必要ではないかと思っております。また、本県の場合、４月に知事が代わられまして、新

知事のもとで総合計画が立てられるということでございますので、それと連動する形での新しい

評価のあり方というものも検討する必要があるのではないかと思っております。 

なお、台風が近づいてきているとのことで、東京からお出での委員の方もおり、交通が心配に

なりますので、今日の審議も効率的に進めさせていただきたいと思います。 

 

それでは早速ですが議事に入らせていただきます。 

まず、平成２１年度の「事前評価結果」の全体概要について、事務局から御説明をお願いしま

す。 
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○政策企画課長 

 〈 資料１により説明 〉 

資料１は、平成２１年度課所掌の基本施策評価指標設定状況集計表という資料でございます。 

今回に関しては、知事選がございました関係で、アクションプランを策定しておりませんので、

課所掌の基本施策評価のみを事前評価としては、やっているということになります。この資料を

１枚おめくりいただきますと、３ページ、課所掌の基本施策評価指標一覧表という資料がござい

ます。この資料は、課ごとに課名、課の使命、施策が書いてございまして、施策ごとに施策展開

の柱を複数本、施策展開の柱ごとにどういった指標を設定しているかということについて上位、

中間を柱ごとに記載しております。指標の類型区分につきまして、一番右端に類型区分の欄がご

ざいますけれども、成果、結果、定量、定性とございまして、成果とありますのがアウトカム指

標になっているもの、結果とありますのがアウトプットの指標になっているものという分類でご

ざいます。それとは別に、定量、定性は指標が定量的なもの、定性的なものとして類型区分を丸

印しております。二重丸と丸の印がございますが、上位の指標の区分を二重丸、中間の指標を丸

という記載を課ごとにしてあるものが資料１の本体ということになります。 

資料１を１枚お戻りいただきまして、集計表とございますのが全体を総括した表でございます。 

平成２１年度課所掌の基本施策評価につきましては、上の欄と下の欄が「参考」とございまし

て、下の欄が前年度の集計ということでございます。指標の数で申し上げますと、四角の一番右

下の部分ですけれども、平成２１年度の状況が１４０２指標でございます。ちなみに平成２０年

度は１４０９の指標があったということで、指標としては７指標減少しております。 

一方、アウトカム・アウトプット指標の割合ですが、アウトカム指標が上位指標で０．２％増

加しております。一方で、中間指標で１．０％減少しておりまして、合計で前年度４７．１％か

ら今年度の４６．６％へ０．５％減少しております。また、定量・定性の区分で申し上げますと、

定量指標が前回８０．１％から、今回８１．２％へと１．１％の増加となっております。こちら

の方は上位、中間それぞれ１％程度増加しております。 

これまで、指標につきましては、県民の視点に立って検証するという観点から、なるべくアウ

トカム指標を設定することを勧めてまいりましたが、今回、アウトカム指標の割合が若干減少し

ております。この要因を分析したものを申し上げますと、国体・全国障害者スポーツ大会局とい

う組織がございまして、国体の関係の大会準備業務の進展ということがそのひとつに挙げられる

と思っております。 

指標の設定状況が集計表に書いてありまして、国体・全国障害者スポーツ大会局が設けました

指標が、合計欄をご覧いただきますと６９の指標を今回立てております。前年の数字をここに記

載していなくて大変恐縮ですが、前年と比較しますと、国体局の指標数は２３増加しております。

国体局の指標の立て方の特徴としまして、アウトプットの指標が非常に多くなっております。国

体業務の推進ということでアウトカム指標が立てづらいことからアウトプットの指標が増えてい

ます。指標全体が増えているんですけれども、大半がアウトプットの指標なものですから、それ

に引きずられる形でアウトプットの割合が若干上がるということでございます。 

 なお、県庁全体で国体局を除いた場合にどうなるかと申し上げますと、今回、アウトカム指標、

アウトプット指標ともに減少しているんですけれども、アウトカム指標よりもアウトプット指標
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の方が数多く減少している関係で、全体としてアウトカム指標の割合が国体局を除けば若干上が

っているという状況にございます。 

また、各部における特色を申し上げますと、指標が増加したものとして、環境生活部において

１６指標増加して合計１４２指標となっております。これはＮＰＯ活動推進計画を策定したこと

に伴う指標の設定ですとか、廃棄物の再資源化等にかかる指標設定の見直しをしたことに伴いま

して、指標数が１割強増加しております。また、国体局に関しましては、国体準備事業の進捗に

伴い、指標数が増えているということがございます。 

反対に、指標が減少したものとして、健康福祉部において、県立保健医療大学設立準備室が廃

止したことに伴って指標が減少しております。県土整備部に関しては今回指標の精査をしたとこ

ろ、１２指標ほど減少しております。 

指標の設定につきましては、県民の視点に立った成果重視の企画立案、行政展開を図るととも

に、県民に対して行政活動をわかりやすく説明するため、今後とも、適宜適切なものを設定する

よう努めてまいりたいと考えております。 

事前評価につきまして説明は以上です。 

 

○森田委員長 

ただ今、事務局から平成２１年度事前評価を総括するものとして、事前評価結果の全体概要の

説明がございましたが、これにつきまして御質問等ございましたら御自由に御発言をお願いいた

します。 

 特に御意見がないということで、御了承されたと思います。 

それでは、次に、平成２０年度「事後評価結果」の全体概要について、事務局から御説明お願

いします。 

 

○政策企画課長 

 〈 資料２により説明 〉 

 資料２を御覧ください。２００８年アクションプラン事後評価結果一覧表という資料でござい

ます。こちらの資料の１ページが総括表になっておりますが、１枚めくっていただきますと、本

体の各戦略および施策ごとの帳票の内容をまとめたものがございまして、こちらの見方を御説明

いたしますと左端から順番に、施策番号、施策名、施策の基本的な考え方の後に、最終成果指標、

どういった目標を設定していて、それの達成状況がどうなっているかということが書いてありま

して、それに対する達成状況の総括が文章で書いてありまして、達成状況がＡＢＣで書いてある

というものでございます。その次に、施策全体の方向性として、拡大、維持、縮小、大幅縮小を

書いてありまして、その次に、施策展開の柱、これは施策ごとに複数の柱を設定しておりまして、

その説明と、中間成果指標の項目とその達成状況をそれぞれＡＢＣで記載しております。 

その次に、２１年度以降の対応です。これも柱ごとに方向性を拡大、維持、縮小、大幅縮小と

いうことで記載しております。このような個表が、各戦略、施策ごとについているという資料で

ございます。 
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これを総括しておりますのが、１ページの一覧表でございまして、この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。 

全体概要といたしましては、３８の施策と４７７の重点事業について評価をしております。 

達成状況というグループと方向性というグループの２つに分けて御説明いたしますと、達成状

況につきましては、まず、「１．最終成果指標」の達成状況ですが、２００８年アクションプラン

の３８施策に設定された指標の数は１０６ございます。このうち、目標を達成したものは３３、

目標をほぼ達成したものは４０、当初予定した目標の水準に達していないものは１１、現段階で

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２２ということになっております。 

これを平成１９年度の達成状況と比較しますと、目標を「達成」したものが５ポイント減少し

ていて、「ほぼ達成」したものが１０ポイント強上がっておりますので、「達成」と「ほぼ達成」

をあわせたものの割合は１９年度の６０．２％から２０年度の６８．８％へと８．６％増加して

いる状況でございます。 

そして、「２．目標の達成状況総括」では、困難な課題があるというものはゼロで、順調に進ん

でいる、ないし、概ね順調に進んでいるというものが、これで全てということになっております。 

次に、「４．『中間成果指標』の達成状況」を御説明いたしますと、目標を達成したものは、昨

年と比べると若干減っておりまして、ほぼ達成は１％弱増えているということでございます。そ

して、「６．重点事業の実施状況」では、８８．１％が予定通りの事業量等を達成しています。 

一方で、「当初予定していた目標の水準に達していないもの」については、「１．最終成果指標」

で昨年の９．３％から１０．４％へと１．１％増加しています。それから「４．中間成果指標（各

施策展開の柱の指標）」で昨年の８．０％から９．２％へと１．２％増加しております。 

これに対する分析といたしましては、昨年来からの世界的な金融・経済情勢の低迷に伴いまし

て、貿易・雇用や、企業の協力を要する施策において指標が伸び悩んだことが背景にあるものと

考えられます。 

以上がこのページの達成状況ですが、続きまして、施策等の「方向性」について御説明いたし

ます。 

まず、「３．施策全体の方向性」でございます。こちらを御覧いただきますと、拡大している

ものが昨年の４７.５％から２１．１％へと半分以下となっております。これに対して維持が５２．

５％から７８．９％へ約２６％増加しております。 

また、「５．２１年度以降の施策展開の柱の方向性」でございますが、柱につきましては、拡

大が約２２％減少しているのに対し、維持が約２２％増加している状況です。 

一番細かいレベルが「７．２１年度以降の重点事業の方向性」でして、重点事業のレベルでは

拡大が１０％減少しているのに対しまして、維持が１０％増加しているということで、施策の大

括りなものから、これを細分化し重点事業に至るまで、全体的に「拡大」から「維持」への動き

が多くなってきています。 

このことは、年を経るごとに、アクションプランが進んでいくごとに、その傾向が強くなって

いく状況となっています。これにつきましては、施策を継続することによって、施策展開が成熟・

安定化してまいります。このような「維持」が増えていると考えられます。 
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それから、もう１点は事業展開への財政措置が厳しい状況にある中で、拡大基調を続けていく

ことが難しくなってきている状況です。限られた予算の中で、より効果的・効率的な施策展開を

図っていくために事業を見直しつつ、予算的に事業活動を拡大することができない中でも、県の

重点施策であるアクションプランについて、創意工夫により事業量を落とさずに遂行していくと

いう動きが各課に見られるのではないかと考えております。 

以上がアクションプランに関する事後評価にかかる説明です。 

 

〈 資料３により説明 〉 

続きまして、課所掌の基本施策の事後評価を御説明いたしますので、資料３「平成２０年度 課

所掌の基本施策 事後評価結果一覧表」を御覧ください。 

資料の構成につきましては、概ねアクションプランの事後評価と同じようになっています。 

課の基本施策評価につきましては、資料を１枚めくっていただきますと、「課の使命・役割」、

「施策名」、「施策展開の柱」、柱ごとの「上位成果指標」と「中間成果指標」や「21年度以降

の対応」を並べ、最後に「柱ごとの評価を踏まえた施策全体の達成状況」という構成になってお

りまして、アクションプラン評価と異なる点は、指標については柱ごとに立てているという部分

ですが、その他はほぼアクションプラン評価と同様です。 

 資料を１枚お戻りいただいて、１ページを御覧ください。 

 こちらも達成状況と方向性ごとに説明してまいりますが、今回は、県庁内１２７の課、１３９

施策について、その実施結果を検証しております。 

「達成状況」について、まず、「４．施策展開の柱ごとの評価を踏まえた施策（課）全体の達成

状況」を御覧いただきたいと思いますが、１３９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７３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６６施策でございます。 

ちなみに資料の１ページ目の左半分が平成２０年度の事後評価結果であり、右半分が、参考と

いうことで「平成１９年度事後評価結果」でございます。「４．」のＡとＢの割合は平成１９年度

のものと、ほぼ同様の割合となっております。また、Ｃはございません。 

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．施策展開の柱の『上位成果

指標』の達成状況」ですが、１３９施策に設定された指標数５３３のうち、「目標を達成したも

の」は３００、「目標を概ね達成したもの」は１２１、「当初予定した目標の水準に達していな

いもの」は４４、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６８と

なりました。 

これも、平成１９年度の達成状況の結果と比較してみますと、目標を「達成」、ないし「概ね達

成」を合わせたものの割合は１９年度の達成５６．２％、概ね達成２０．８％を合わせた７７％

から、２０年度には、達成５６．３％、概ね達成２２．７％を合わせて７９％へと２％増加して

おり、各課の達成状況につきましては、全体として「順調」もしくは「概ね順調」に進んでいる

という結果でございます。 
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一方で、「当初予定していた目標の水準に達していないもの」については、１９年度の６．１％

から２０年度８．３％へと２．２％、１３指標の増加となっております。これも、先ほどの    

アクションプランの評価と同様ですけれども、世界的な金融・経済情勢の低迷に伴い、貿易・雇

用をはじめとする経済関係の指標が伸び悩んだことで、Ｃに該当するものが若干増えていると考

えられます。 

続きまして、方向性について御説明いたしますが、「３.２１年度以降の施策展開の柱の方向性」

をご覧いただきますと、柱数４２０のうち、「拡大」としたものは８５、「維持」としたものは

３２５、「縮小」としたものは７、「大幅に縮小」としたものは３、でございました。 

これを、平成１９年度の「柱の方向性」と比較すると、「拡大」が２％減少、「維持」が約２％

増加しております。前回の評価で１８年度と１９年度を比較して「拡大」が約１０％減、「維持」

が約１０％増を示していたことと比べ、１９年度と２０年度の変化の幅は小さくなっています。 

また、「大幅に縮小」したものとして、内訳を申し上げますと、県立保健医療大学設立準備室が

取り組んだ施策「県立保健医療大学（仮称）の設置」に関する２つの柱が、開学準備終了したこ

とにより、それと「高齢者福祉の推進」の１つの柱が、３ヵ年計画の取組みの終了したことに伴

い、合計３つの柱で大幅に縮小となっております。 

「縮小」の７つの柱につきましても、施策の進捗によって問題の解決が図られたことなどに伴

い、事業が縮小するものであり、施策の展開そのものに問題のあるものはございません。 

このような状況から、全体としましては、事業展開への財政状況が厳しい中で事業の見直しを

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少させない

ような工夫を各部各課で行なっているものと思われます。 

事後評価結果の全体概要については以上でございます。 

 

最後に、個別施策を議論する際の若干の留意点を申し上げます。資料２、アクションプラン評

価に関して、２点ほど留意点を申し上げます。 

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す。 

具体的には、資料２の８ページを御覧いただきますと、「安全・安心な生活空間づくり」のう

ち、最終成果指標「刑法犯認知件数」の達成状況欄に斜線が引いてあります。これが警察本部に

関する事業でございます。同じく２１ページと２２ページを御覧いただきますと、２１ページが

先ほどと同じく「刑法犯認知件数」の欄に斜線が引いてありまして、２２ページのほうが中間指

標ですが「交通違反に伴う人身事故の発生件数」のところが斜線となっております。これが県警

の所管分野でございまして、政策評価制度の実施対象になっていない関係上、県警につきまして

は別様式で作成をしている関係で、このような若干軽易な形となっております。 

最後に、事後評価結果の公表の扱いについて申し上げますと、本日の委員会でいただいた御意

見を踏まえまして、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 

御丁寧な説明ありがとうございました。それでは、今の事務局からの平成２０年度の事後評価

を総括するものとしての事後評価結果の全体概要ですが、これにつきまして御質問等ございまし

たら、御自由に御発言お願いいたします。 

 

○坂野委員 

 ２つほどお伺いしたいことがありまして、ひとつは資料２も資料３もそうなんですけれども、

最終成果指標と中間指標の達成率を見ますと、中間指標のほうが「ほぼ達成しているもの」以上

の比率が高くて、成果指標に行くに従って比率が若干下がっている。これは、事業のほうは順調

に進んでいるんだけれども、設定した成果の達成と必ずしも結びついていないというふうに読め

るんですが、たまたま先ほど（アクションプラン事後評価結果一覧表）８ページのところで、Ｃ

が２つあってＡが２つあってＢが１個で総合評価の達成状況がＡになっている。この点の総括の

仕方、多少甘さが入っていたり、そこら辺の関係がどうかと思います。多分ケースバイケースな

ので一概に言えないと思うのですが、どのように考えているのか教えていただきたい。 

もうひとつは前回も申し上げたんですけれども、施策レベルだから仕方がないという気もする

んですが、拡大が多くて縮小が少ない。努力して効果が表れているという考え方もあると思うん

ですけれども、スクラップアンドビルド感が見えないというのは施策でやると仕方がないことな

のか。重点事業のほうでやると１０％くらいトータルでいくと縮小し、事業あたりでやるとある

程度スクラップしているところが見えるんだけれども、施策の中でやると、単年度で比較するか

ら、なかなか縮小が見えない。それにしても拡大が増えていくというのが、資源バランスから考

えるとなんとなく違和感がある。内部の事情を知らないものとしては、なぜ加重していくのか。

どういうふうに考えていったらいいのか、という点をもう一度お伺いしたい。 

 

○森田委員長 

その２点について、事務局から御説明お願いします。 

 

○政策企画課長 

まず、最終成果指標がＡもあったりＢもあったりＣもあったりというなかで、総括の部分がＡ

になっているという点ですが、他にも私の方で最終成果指標にＡがないけれど達成状況の総括が

Ａになっているというものが、いくつか散見されまして、それについては、事前にそれぞれ個別

事情を聞いております。具体に即してなかなか申し上げられないのですけれども、年度の途中で

新規に施策を立ち上げて、それはあらかじめ設定をした指標の中には含まれていなかったけれど、

年度の途中で重要施策になってきて、それを一生懸命やって、うまく運んだので、トータルで見

ると達成状況が良かった、という記載をしているところが複数ございました。 

これは本来のやり方としては、年度の初めに立てた目標に従って、それがどうなったのかを確

認しないとおかしいのではないかという御意見は確かにおっしゃるとおりだと思うのですけれど

も、当該施策としては、その年度で一生懸命力を入れてやったものが、うまくいったため、Ａ評

価にしましたというものがあったり、アウトカム的な指標をなるべく多くするようにと指導して
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おりますので、実際に各課が取り組んでいる施策からすると、乖離しているというか、ダイレク

トに結びつかないという目標になっていて、そのような指標はいい数字が出なかったけれども、

取組みとしてはよくやりましたというものがいくつかありまして、そのような関係で、この帳票

に違和感を感じるのかなと思います。 

もうひとつの、事業量について縮小がなくて２割くらいが拡大ということですが、アクション

プランについて申しますと、県全体での施策の中の重要なものをアクションプランに吸い上げて

いっている関係上、いったん重要だと決めたものは縮小に落としにくいという傾向があり、その

ような中で、年が経つにつれ、だんだん拡大する割合が減ってきて、維持に移行、発展してきて

います。それもスクラップアンドビルドで明快にしてはという御意見もあろうかと思いますが、

現状はそのようになっています。 

これは課所掌の基本施策評価も同様の数字になっていまして、拡大が２割くらいあり、縮小、

大幅に縮小が少ないというように、現状はおっしゃるような状況になっております。今回、アク

ションプランという各年度のものをやめまして、総合計画に衣替えしますので、この機にスクラ

ップビルドという観点につきましては思い切って取組みをしていきたいと考えております。 

 

○森田委員長 

坂野委員は、中間指標のほうが評価が高くて、最終指標のほうが評価が低い場合があるとおっ

しゃったと思いますが。それぞれの課は一生懸命やったけれども結果が出ていないのではないか

という指摘はどうでしょうか。 

 

○坂野委員 

割合的にいうと、中間成果指標の「目標を達成したもの」「目標をほぼ達成しているもの」を足

すと８０％ですけれども、最終成果指標のほうは、約７０％で、そこに１０％くらいの乖離があ

ります。 

 

○政策企画課長 

中間成果指標はアウトプット的なものがやや多いですから、どれだけ事業をやったかというも

のに近いものが中間成果指標に表れております。それに対して、最終成果指標は、なるべくアウ

トカム的なもの、世論調査の結果とかマクロ的な経済数値等、施策がダイレクトに表れないもの

が多い中で、経済情勢が悪化したということもありまして、中間成果指標の状況よりは落ちるよ

うな形に最終成果指標はおさまっているのではないかと思われます。 

 

○坂野委員 

今回だと、一概に言えないんですけれども、そういう差が出たときに、やむを得ない事情でそ

うなっているというのと、やむを得ない事情があったとしても、どういうふうに施策を替えてい

くことで対応できるのかという分析が結びついていると、評価が外に対して見えやすくなると思

うのですが。 

 



 - 10 -

○政策企画課長 

評価結果につきましては、本日御指摘もいただきましたし、また、事務局から口頭で御説明申

し上げたことも含めて、県民にわかりやすいという観点から、公表する段階では、数字だけでな

く説明も加えてわかりやすい公表の仕方をホームページ等で行なっていきたい。 

 

○北大路委員 

５年目となり、きちっとした分析がサマリーとしていただけるようになり大変参考になります。 

１つ知りたいのは、各所属の中で、次はどういうことをやったらいいのか、どのように分析し

ているのか、また、分析結果をどのように把握されているのかということです。 

例えば、地震対策をたくさんやりました。打てる手を打っています。台風対策もやっています。

ただ、大きな台風が来て被害がでてしまいました、といったように、アウトカム指標とアウトプ

ットレベルの因果関係が弱いことが明らかになった、というような分析です。あるいは、今の震

災対策はおそらく効き目が出てくるのは５年後くらいで、今年ではないけれども決して効果がな

いわけではない、というような分析もあるかと思います。説明は難しいと思いますが、ご自分の

所属の中で、どういう結果を出しているかが大事だと思います。企画の部門のほうではそれをど

う掌握されているかを教えていただきたい。 

 

○政策評価室長 

アクションプランでは施策の進行管理票がございます。 

全体の目標の達成状況とあわせまして、残された課題と今後の対応をチェックしたものを進行

管理票で整理しております。目標に対する手段としての事業については非常に良くできたけれど

も、目標の達成が今ひとつであった場合の手段、代替等についても検討しております。 

 

○政策企画課長 

補足しますと、本日の資料にまとめましたものは要旨であり、各課、施策ごとに結構な分量の

記載がある進行管理票という資料を各課で作成しておりまして、政策企画課でとりまとめをして

おります。 

その中に今後の対応も含め、どういう取組みをするかを各課でまとめ、政策企画課で把握して

おります。 

なお、この進行管理票は膨大ですが、最終的にホームページにＰＤＦで公表しておりまして、

これまでは、ただ帳票をアップロードするだけでわかりにくいという問題がございまして、それ

を今回改善いたしまして、トピックス的に、特徴的なものとか、Ｃ評価はどういう要因があって

今後どうしていくということも含めて、県民にわかりやすいものを公表したいと考えております。 

 

○森田委員長 

木村委員、松宮委員はよろしいですか。 

それぞれの課については使命を十分に果たしているのだけれども最終的なアウトカムが十分な

成果を挙げていないという場合、その原因が何かを究明するということと、それが想定外の外的
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な要因による場合はやむを得ないと思いますけれども、施策の立て方そのものに問題があるとい

うケースもあるかと思います。その辺の分析と分析された結果について、特に後者の場合とか、

今後のことについて、政策の改善に結びつけるメカニズム、そうした制度的な対応というのはど

ういうものなのか、これまであまりその辺の話が出てこずに、評価が中心だったと思いますが、

ＰＤＣＡサイクルを行なう場合にはその辺が重要になると思います。 

これからの課題となると思いますが、きちんと評価をした結果を次の政策にどう反映させてい

くか。その仕組みというのも重要でないかと思います。御検討いただきたいと思います。 

 

（２）総合計画策定状況の報告について 

○森田委員長 

総合計画の策定状況の報告につきまして議論をしていただくということで、事務局の方から御

説明をお願いいたします。 

 

○政策企画課長 

総合計画を策定中でございますけれど、これにつきまして、御説明させていただきます。 

資料４でございます。千葉県総合計画策定スケジュールでございまして、現在、８月の終わり

頃ですけれども、総合計画策定の作業中であります。作業につきましては最終的には、来年の３

月に、これは定例の県議会２月議会、２月から３月になりますけれど、この２月議会に総合計画

をかけるという予定にしております。 

これは、今年の２月議会で制定されました新しい条例に基づきまして、総合計画が具体的議決

事項ということに新たになりました。その関係で、これまでは議会に諮らずに策定をしておりま

したけれども、今回の新たな総合計画については来年の２月の県議会に議案として上程をして、

議会の議決を得る。これをもって決定をするというスケジュールでございます。 

そこのゴールに向かって現在作業を進めているところでございまして、表に案の段階で出ます

のが１１月の末の段階でパブリックコメントを予定しておりまして、この段階ではかなり最終形

に近い形での原案、こういうものを策定する予定でございます。本日付けさせていただいた資料

ですけれども、現段階では、骨子案でございまして、骨子案は７月末にかけて骨子案を作りまし

て、これを総合計画につきましては、関係する会議がスケジュールの右の方に書いてありますけ

れども、庁内の会議としましては７月３０日のところに書いてありますが、計画策定推進本部と

いう知事をトップとする本部がございまして、こちらで骨子の方を書いて案を作りました。その

下の８月４日のところで計画策定懇談会がございますが、総合計画をつくるために、新たに設置

をしました外部の有識者の懇談会でございまして、この懇談会で骨子案を案として固め、世に出

したということになります。 

 

続きまして、一枚おめくりいただきますと、総合計画の策定方針がございますが、策定方針で

すので若干割愛しながらご説明をしますが、「２．計画の概要」というところに、総合計画の意義

付けが書いてございまして、意義としましては（１）にありますが、県政全般に係る最上位の基

本的かつ総合的な計画というところでございます。構成としましては２部構成、基本構想と実施
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計画の２部に分けております。基本構想の部分が１０年後の千葉県のあるべき姿とこれを達成す

るための目標と政策の方向性を記載しまして、そして、２番目の実施計画の方で、これは平成２

２年度から２４年度、これの意味するところは、森田知事の一期目の任期ということであります

が、今年度は策定に費やしますので来年度、２２年度から２４年度まで３か年という計画で重点

的に実施する取り組みを実施計画の方で記載をしております。現状におきましてはアクションプ

ランですので、単年度の実施計画でございますが、これが３年間に伸びると、やや中期的な県の

重点事業について、これで形が見えてくるというものでございます。 

何枚かおめくりいただきまして、千葉県総合計画骨子（案）という資料になります。Ａ３が２

枚ございますけれども、骨子案について簡単に概略をご説明したいと思います。まず第１章で計

画策定の基本的な考え方としまして、なぜ計画を策定するのかという趣旨とそれから先ほど申し

上げました計画の意義、県政全般に係る最上位の基本的かつ総合的な計画であります。また構成

としましては２部構成をとる、ということを１章で記載しております。骨子案ですのでまだ文章

は現在策定中でありまして、構成立てまでしか出来ていないんですけれども、１章についてはそ

の辺りのことを書き込んでいく考えです。そして第２章が２部構成のうちの１部目で、１０年後

の本県のあるべき姿と、これを達成するための目標と政策の方向性を第２章で書いていきます。

基本構想でありましてビジョンといってもいいかもしれません。これについて時代背景と課題の

分析を６つの柱に分けまして、人口減少・少子高齢化、経済・社会のグローバル化からデジタル

社会の進展まで、現状分析をした上でどんな課題があるかをまとめております。それを踏まえま

して、基本理念を第２章に書いていきまして、千葉は日本の元気の発信源。首都圏や日本をリー

ドし、すべての県民が「くらし満足度日本一」を宣言できる千葉を実現しますということで、こ

れは端的に理念を記載する予定でございます。 

そして基本目標として３つの柱を立てております。総合計画ですので、ほぼ分野・網羅的な計

画になりますけども、これらをジャンルごとに次の実施計画に分けていますが、それが大きく分

けて、このⅠ「安全で豊かなくらしの実現」、Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」、Ⅲ「経済の

活性化と交流基盤整備」という３つに分けたものでございます。３つに分けたものがこの第３章

ですが、次のページになりますので、後ほどご説明いたします。 

そして、第４章が「計画の推進にあたって」ということで、この中では縦割りの分野におさま

らないような、分野横断的な課題などをこちらに書いておりまして、例えば基本的な考え方「１」

に書いてありますが、多様な主体との協働－県民、企業、団体、ＮＰＯとの連携ですとか、市町

村の自主性・自立性の向上ですとか、首都圏をはじめとした他の都道府県との連携、男女共同参

画など、こちらに書いてあります。そして、「２」としまして、何よりも重要ですが、総合計画を

策定して作りっぱなしではなくて、これは政策評価制度でしっかりと進行管理、フォローアップ

をいたしますということで政策評価も第４章で記載する予定でございます。また、千葉県の行財

政基盤の強化ということで、地方分権の推進ですとか、行政改革計画、財政健全化計画とござい

ますが、これは総合計画と大体同じようなスケジュールでこの２つの計画、行革の計画と、財政

健全化の計画を、これは総務部の方が中心となって策定する予定でございます。この基本的な考

え方を、こちら４章のほうに頭出しをする予定でございます。先ほど委員からの御意見の中で、

スクラップアンドビルドの話がございましたが、行革ですとか財政健全化、この中でスクラップ
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アンドビルドも含めて、行革で事業をどのように改革していくのかといったようなことですとか、

財政健全化についての計画を立てるということでございます。 

続きまして一枚おめくりいただきまして、３年間、平成２２年度から２４年度までの３か年で

重点的に実施する重点事業がこちらの施策体系のイメージでございまして、先ほど申し上げまし

た３つのジャンル分けが、「Ⅰ安全で豊かな暮らしの実現」、黄色い部分なんですが、安全安心、

防災ですとか防犯ですとか、消費者安全、といったことを「１」で中項目をつくりまして、各事

業を記載しております。それから医療・福祉についても、この「Ⅰ安全で豊かな暮らしの実現」

としております。「３」として、国際交流・文化振興・スポーツ振興。「４」として環境全般につ

いて温暖化、自然環境等を記載しております。これが大項目の「Ⅰ」。そして「Ⅱ千葉の未来を担

う子供の育成」ということで、子育て支援ですとか教育ですとか青少年の健全育成などをこちら

の「Ⅱ」でまとめる予定にしております。そして最後、「Ⅲ経済の活性化と交流基盤整備」、水色

の部分ですが、この中で、「１千葉の魅力づくり」ということで、魅力発信、８月から８００円に

なりましたアクアラインを活用した経済活性化、千葉の観光。そして２番目としまして、商工労

働分野で、「挑戦し続ける産業づくり」、新産業の創出ですとか、企業立地の推進、雇用対策を含

めてここで記載しています。３番目としまして農林水産分野「豊かな生活を支える食と緑づくり」。

最後４番目としまして、インフラ関係。これは道路のほか、鉄道とか港湾を含めた「活力ある交

流拠点都市・基盤づくり」ということでまとめています。 

以上のような体系で、まだ骨子の段階ですので文章にはなっておりませんが、今後、各部のヒ

アリングをしまして今後どんな事業に力を入れていくのか、どんな方向性で行くのかということ

をヒアリングしまして、秋の終わり頃には、かなり肉付けをした形で公表できると考えておりま

す。 

当然、政策評価に関しましても、これまでのアクションプランの評価に代わりまして、かなり

事業を網羅した総合計画になろうかと思います。重点的に実施する取り組みではありますが、い

ろいろな分野にまたがる計画となる予定ですので、これに対応する形で政策評価の改善、見直し

を進める予定です。後ほどこれは詳しく説明しますが、以上です。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。ただ今総合計画策定状況の報告がございましたが、これについて、

御質問等ございましたらお願いいたします。 

なお、次のアジェンダが、総合計画策定に伴う政策評価制度の見直しについてということで、

今、最後に課長さんが触れられた論点ですが、場合によっては、これは合わせて御質問いただい

たほうが良いかとも思います。 

この計画策定そのものについては、何か御質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、次の御説明を合わせて伺ってからということにします。 

それでは、次に、総合計画策定に伴う政策評価制度の見直しについて、お願いいたします。 
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（３）総合計画策定に伴う政策評価制度の見直しについて 

○政策評価室長 

 ただいま説明がありました総合計画が策定されるということから、政策評価の方法につきまし

ても、これに対応して見直すことが必要であると考えています。 

資料５－１を御覧ください。この資料につきましては、左側にこれまでのアクションプランと

総合計画の施策体系と評価項目を比較できるように並べております。 

アクションプランにつきましては、各施策と重点事業を束ねた施策展開の柱、その中に成果指

標を設定してございます。重点事業につきましては、ここにお示ししてありますような項目が設

定されてきておりまして、事後評価の達成度を測定する物差しとなっています。 

現在策定中の総合計画につきまして、ここでは、中項目、小項目、その下の主な事業分野とい

うことで示させていただいておりますが、この小項目の施策につきましては、さらに上位の政策

という目標を達成するための手段であるという性格もございますので、これまでの成果を表す指

標に加えまして、必要性であるとか、重要性、有効性についても確認することとしております。 

なお、アクションプランの重点事業では、事業量であるとか、事業額、人員も示されておりまし

たけれども、総合計画では単年度ではなく複数年の計画であるということでございまして、現時

点では予定されておりません。 

その具体的なイメージにつきまして、右に示させていただいております。これは横に並べたも

のを、縦に置き換えておりますが、総合計画のほうで上から順番に、中項目、小項目、主な事業

分野という並びでございます。これは、観光を例に取っていますが、政策として「千葉の輝く魅

力づくり」、その施策といたしまして「光輝く千葉の魅力発信」、「アクアラインによるポテンシャ

ルの開花」、「魅力満載『千葉の観光』」、この「千葉の観光」の主な事業分野ということで、「何度

でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」、「観光地千葉の知名度向上」、「国際的観光地としての

地位の確立」といったものがございます。 

この「魅力満載『千葉の観光』」の目標項目を例示として示させていただいておりますが、観光

客入込数とか、旅行総消費額が考えられているところです。 

下欄には、これまでのアクションプランの指標を示しておりますので、参考にしていただきた

いと思います。 

続きまして、その次のＡ３版の資料５－２でございます。 

左側がこれまでのアクションプランと課所掌の基本施策を中心とした政策評価制度、これが右

側の総合計画を対象とした政策評価に見直しをしたいというイメージでございます。 

アクションプランにつきましては、これまで緊急性や重要度を重視してまとめられていたもの

の、県政の政策を網羅した計画になっていなかったということや、単年度ごとに見直す計画であ

ったということから、別途、課の施策の視点で県の事務を網羅的に捉える必要がありまして、課

所掌の基本施策評価とアクションプラン評価の２本立て評価を行う必要があったところでありま

す。 
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一方、今回作ろうとしている総合計画につきましては、下の囲みの中にも書いてありますよう

に、計画策定の基本的な考え方といたしまして、県政全般に係る最上位の基本的かつ総合的な計

画であるとしております。また、構成といたしましても、基本構想において１０年後の本県のあ

るべき姿とこれを達成するための目標と政策の方向性を明示した上で、この目標を達成するため

に、平成２２年度から２４年度までの３か年で重点的に実施する取組みを実施計画としてまとめ

ているものでございます。 

こうしたことから、これまでアクションプランを政策評価の対象とする際に課題とされており

ました、県政の政策が網羅されていない、あるいは単年度で見直すといったことは解消されるこ

とになる見込みでございます。 

今後の政策評価につきましては、この総合計画の実施計画に掲げます施策単位で評価を行うと

いうことが、施策レベルの評価としては適当ではないか、また、県民に対してわかりやすく説明

するという意味でも適当ではないかと考えているところでございます。 

また、こうした方向で見直すことについて、皆さんの御意見をいただきたいと思っております

が、政策評価そのものということではございませんけれども、本県人事評価の仕組みといたしま

して、目標チャレンジプログラムというものの試行を平成１５年度から重ねておりまして、平成

１８年度から本格実施されているところでございます。この目標チャレンジプログラムでは、個々

の職員が担当する業務の概ね８０％以上をカバーするように、目標を設定しておりまして、その

実績を中間と期末で確認して、職員と組織の成長に反映することとしているところでございます。 

このことから、これまで課所掌の基本施策評価で見てきた、県として継続的に行われる業務で

あるものの、政策から零れ落ちる業務につきましても、概ね個々の職員の単位の業務を通じてと

いうことではございますけれども、改善に努められることになると思っています。 

以上でございます。 

 

○森田委員長 

 ありがとうございました。 

 ただ今、政策評価制度の変更についての御説明がありましたけれども、なかなか大きな変革に

なるかと思いますので、その内容も含めて御質問等ございましたら、どうぞ御自由に御発言いた

だきたいと思います。 

 坂野委員お願いします。 

 

○坂野委員 

 御説明ありがとうございます。 

 基本的に反対はないのですが、短期的というよりは、もうちょっと長期的なのかもしれないの

ですが、総合計画のあり方と言いますか役割について正直な印象から言うと、すごく古典的な総

合計画に戻ったなという感じがすごくするというのが正直な感想で、何でかと考えたのですが先

程のスクラップアンドビルド感がないということと多分関係しているんだと思うのですが、元々

総合計画ができた時代は多分右肩上がりで、どういう事業をやるかというプラスのものを乗っけ

ていった訳ですけれども、ですからスクラップするという発想があまりなかったんだと思います。
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アクションプランは古典的にそうだと思うのですが、セレクトされてこれから伸ばす分野だけピ

ックアップして、それを評価するという形をずっととってきたと思うのですが、スクラップアン

ドビルドの発想からするとそれをセレクターしたことによってどこの分野を削ったのか、元々は

セットで何か示されていないと、無くなった部分は一体何なのかいうこと自体が、あるいはどう

して無くなったのかということ自体が何か見えないんだと思うんですね。その部分が。多分資源

がすごくいっぱいあるときは良いと思うのですが、無い時には本当にそれが正しい選択だったの

かどうかプラスだけ評価してくださいという取り方自体が何か今までの計画の発想があったもの

ですから、何かその計画の発想のまま今回も踏襲している感じがあって、そこら辺が何か違和感

が根本的に、ただこれを具体的にどうするかという話はあまりアイデアとして無いんですけれど

も、ただ資源の有効な配分というのが計画のかなりの重要な機能の一つだとすれば、そこら辺を

整理して少し総合計画のあり方論みたいなものをどこかで少し考えた方がいいんじゃないかなと

いう気がします。 

 

○森田委員長 

 この政策評価委員会のミッションは、計画についてとやかく言うというということではありま

せんので、それについて御意見を審議するという訳には行きませんけれども、当然評価をする前

提が計画なものですからその計画がどういう性格のものであるかということは、しっかりと認識

しておかなければいけない。そういう観点からお答えいただければと思います。 

 

○政策企画課長 

 今回総合計画を作るに至りました背景といいますか経緯としましては、昨年度までの間は、お

示ししたとおりアクションプランということで必ずしも分野を網羅した計画ではないということ

が１点、それから単年度の計画であったということが１点、特徴的にはあったかと思います。そ

の計画推進体制のあり方につきましても、実は県議会などからは「それはおかしいのではないか。」

と「計画とは言えないのではないか。」とまで言えば言い過ぎなんですが、県の進もうとしている

方向性が分かりにくい。これは単年度のことに対する批判なのですが、中長期的にしっかりと道

筋を示すべきではないかという批判が１点。それから体系的な計画を作るときではないかという

批判が１点ございました。これらを受けて今回総合計画ということで、やや古典的といいますか、

右肩上がりの頃の分野を網羅した計画のようにこの骨子上は見えるのですけれども、御指摘のと

おり右肩上がりの時代ではありませんので、資源もふんだんに投入できるわけではありませんか

ら、この策定方針ですとか、この骨子の上の方に書いてございますけれども、実施計画につきま

しては、３ヵ年で重点的に実施する取組ということで、こまごましたものまで含めて全部県庁で

やっていることを記載しますということにはしていないということと、それから先程申し上げま

した総合計画と併せて策定を予定しております行政改革の計画、財政健全化計画、特に財政健全

化計画の中でどれだけの財源を見込んでいて資源をどれだけ投入できるかといったあたりが、そ

こで明らかになって参りますので、それとしっかりと整合性をもった計画にこの総合計画をする

ということも、今回の総合計画のひとつでございまして、先程御説明が漏れたといいますか、説

明しなかった中で、資料４の骨子のＡ３のペーパーを御説明しましたが、その１枚前に計画策定
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体制図というＡ４のペーパーがございまして、その中で総合計画を作るのは真ん中の本部がつく

るのですが、その上に計画策定調整会議というのがありまして、これは役割ということを書いて

ございますが、３計画（総合計画、財政健全化計画、行政改革計画）を整合性と実効性のとれた

ものとして策定するための総合調整を行う、これは両副知事がトップの会議でございまして、実

は随時開催しております。副知事がトップになった会議を随時開催するというのは珍しいのです

が、それぐらい気を配りながら財政状況もしっかりと整合性の取れた計画、地に足の着いたとい

いますか、投入量も資源も加味したというものでございます。その他つくりとして網羅的に非常

に古典的なものに見えるというのはおっしゃるとおりかもしれませんけれども、これはそのよう

な要請にあると、中身についてはしっかりと財政の調整もさせていただきます。 

 

○森田委員長 

 よろしいですか。 

 

○坂野委員 

 背景はよく分かっているんですけれども、これからのことは言っておいた方が良いかなと思い

言わせていただいたのですけれども、財政健全化計画にしろ、行政改革計画にしろ、それぞれの

立場で多分基準を比べるようになって、その整合性をとる必要があると思うのですが、その時に

どれを削るかということに関して総合計画サイドのひとつの考え方や手法なりがあって、それに

基づいて、何か財政課がここまでやった時に、どういう考え方でやらせていただくかというよう

な指針みたいなものが、総合計画の体系の中で示せるようなものも何か出せると本当は良いと思

うんですけれども、また各部から重点的なものが出てきて積み上げ的なやり方にしてしまうと、

今のプロセスがどうしても見えなくなってしまうのではないかという、最後はトップのレベルで

調整するという従来型のプロセスで代わらないのかなという正直な感想なので、具体的にどうや

ればいいかというのは今私は言えないので、それで総合計画の見方を少しもうちょっと中期的に

考えた方が次の時に繋がっていくのかなという気がしたということです。 

 

○森田委員長 

 よろしいですか。承っておきます。 

 それでは、他の委員の方、御発言よろしいですか。松宮委員お願いします。 

 

○松宮委員 

 御説明ありがとうございました。総合計画に今度変わる訳でございまして、その中での我々の

政策評価委員会もどういう風にやっていくか、これからが御相談だと思っております。資料５－

１を見ましてもこれまでの評価項目自体はそんなに分かりにくかったかどうかは、見せ方の問題

が大きく、あまりにも項目の数が多くて、どれを重点的に取り組んできたかということを、県民

に明確に伝えることが難しいところもあったのではないかなと思います。新しい総合計画では、

その辺を是非意識して、わかりやすい総合計画になれば良いなと願っております。 

  



 - 18 -

総合計画では、３年間で重点的に取組む施策をこれから策定されるわけですが、３年間終わっ

てみたらうまくいきませんでしたということにならないように、やはり進捗管理というものは単

年度でやっていかなければいけないと思います。これまで政策評価委員会では、その管理手法や、

成果についての評価などができるようお手伝いしてきたわけです。この５年間に各課の皆様が一

生懸命取り組んでこられた成果や意識改革が定着していて、これまでのような帳票を作成しない

までも、アウトカム指標を立てて管理していこうと、皆様がそういう気持ちでやっていただけれ

ば我々もこれまでやってきた意味があるのかなという風に思います。長期的な政策に取り組むと

きに、やはり単年度の見方というものが何かないと、先程のスクラップアンドビルドの判断につ

いてもそうですが、多分うまく行かないと思います。その辺のところを是非期待して参りたいと

思っております。 

 

○政策企画課長 

 ありがとうございます。見せ方、分かりやすい、これは総合計画もそうですし、また総合計画

に対する評価も県民にわかりやすいものにしたいと思っておりまして、これは総合計画に対応し

た政策評価に衣替えしますけれども、それを待たず、今回のタイミングでの２１年度の事前評価

ですとか、また事後評価についても見やすさ、分かりやすさということで改善は取り組みたいと

思っております。 

 それから、進捗管理ということで確かに３年間の計画でございまして、これについて事後評価

をするという場合に、３年後に終わった後に１回やっておしまいですということにするつもりは

ございません。これはたぶん単年度で各年度でということになろうかと思いますけれども、途中

段階での中間評価といいますか、レビューといいますか、そういうものは必要であろうという風

に思っております。その場合の目標の立て方で年度毎のものが立てられるのかというと中々難し

いものもあるかとは思いますけれども、少なくとも各年度で３年間の内の３分の１は終わった、

この段階でどうかと、半分ぐらい終わった段階でどうかということはフォローアップしたいと思

いますし、また委員の皆様に年度毎に御意見を賜れればと思っております。 

 

○森田委員長 

 よろしいですか。それでは他に何かありますか。 

 はい、木村委員お願いします。 

 

○木村委員 

 今の松宮委員の御指摘と重なり合いますが、今までのやり方は、それなりに合理性があった訳

ですけれども、その反面で多少見にくいごちゃごちゃした要素もあったでしょうし、それから事

務的な負担も多かったということもあろうかと思いますので、その辺は大胆に変えていっていた

だきたいと思います。その一方で、従来からやってきたことのノウハウを上手く活かしていただ

きたいという思いもございます。評価の対象として、施策という大くくりな項目としていただく

のは、それはそれで結構なんですけれども、その反面で何かピンポイントで重点的に評価をした

方がいい、あるいはモデル的に評価をした方がいいようなことがあれば、積極的に取り入れてい
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ただいて、従来型の要素をある程度延長するような形でやっていく面があってもいいんじゃない

かなという感じが致します。 

 それから前段の話と重なりますけれども、アクションプランの総括的な評価は、坂野委員がお

っしゃるようにかなり甘いという印象を受けますので、その甘いという評価は主観的なものです

けれども、それが本当に正しい評価だったのかを検証する意味で、今までの評価結果、総括の評

価を含めた評価結果とどういう関係にあるか、あるいはそれらとの比較という観点から、今まで

のノウハウないし評価結果を繋げていただきたいというのが要望でございます。 

 

○政策企画課長 

 はい、ありがとうございます。 

 まず、今度の新しい政策評価は、わかりやすさですとか、事務の煩雑さをなるべく廃していき

たいというねらいにつきましては、御説明したとおりでございますけれども、これまでのノウハ

ウを活かすとか、委員の皆様からの御意見をいただいた中には、毎年度開催しました委員会の中

でモデル的に具体の事業について施策について担当から御説明をして、それに対して御意見をい

ただくということも、今回は見直しの関係でそういうことができなかったのですが、また来年度

からはそうしたことも積極的に取り入れていきたいと思っておりますし、また各課のノウハウと

いいますか、そのフォーマットの記載の仕方ですとか、ＰＤＣＡの評価の意味づけなんかを全く

変えちゃうとそれこそ継続性という意味で問題が出てきますし、甘いのか辛いのか統一基準がお

かしくなってきますので、そこのところはこれまでのやり方を踏襲してＡＢＣの評価の意味合い

を１００パーセントなのか、概ね８０パーセントなのかといったようなルールについては、でき

る限り特段の支障のないこれまでのものを踏襲したいという風に思っております。 

 また、御指摘いただきました今回のアクションプランの総括評価が甘いのではないかという御

指摘に対しては、先程御説明したとおりではありますけれども、私も最初個人的に感想として、

ちょっと甘いと思ったのは確かなのですが、個別に事情を聞いてみると、いろいろ事情があるよ

うでして、なかなか公表する段階でこういう事情があったんで去年はＢです、Ａにしましたとい

う、どこまで書ききれるか微妙な問題もありますけれども、なるべく分かりやすい公表の仕方と

いうのは考えたいとは思いますし、それから総合計画の評価になったからといって、制度が変わ

ったことをもって甘い評価基準にするということはしないようにしようと思っております。 

 

○森田委員長 

 よろしいですか。 

 

○北大路委員 

 大きく変わるので不安があるのかもしれませんけれども、評価が後になってきちんとできるか

どうかは計画のときに決まってしまいます。余計なことかもしれないのですが、アウトカムだけ

ははっきり具体的にわかるように書いていただきたいというのが唯一のお願いです。施策体系の

資料４の表で大項目のレベルはアウトカムを書けるようなものではありません。大くくりですか

ら。 
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中項目もアウトカムを書けるような感じではない。具体的アウトカムが書けるのは小項目以降か

なと思うのですが、小項目の中でもアウトカムをきちんと表現するのが難しいと思うところが結

構たくさんあります。たとえば、「人間力の醸成」というのはどういうアウトカムなのか。「ポテ

ンシャルの開花」はどういうアウトカムなのか。過去５年間相当この委員会で議論されたウエイ

トの高かった問題・課題というのは指標が上手に設定できていないのではないか、アウトカム指

標がどうも違うんじゃないかという議論が多かったのですが、今申し上げているのはアウトカム

指標ではなくてアウトカムそのものなのです。アウトカムの書き方がぼんやりして抽象的であっ

たり、情緒的であったり、キャンペーン的であったりすると、事業は何でもよくなってしまうし、

わからなくなってしまうし、何をもって成果と考えるのか分からない。総合計画というのはアウ

トカムを定義したものと理解していますので、アウトカムさえキチッと定義してあれば、あとは

指標はいろいろ検討できます。今日の資料はサンプルでイメージを書いたものですからこれをと

やかく言うつもりはありませんが、それでも資料の５－１を拝見していると、中項目に「千葉の

輝く魅力づくり」、小項目に３つ、その更に下の③に関して重点分野が３つ並んでいます。その中

で、例えば小項目の「光り輝く千葉の魅力発信」に関する指標は、おそらくどれだけ発信できて

いるか、ホームページアクセス件数みたいなものになるのかなと思います。しかしそれは、③の

「魅力満載千葉の観光」の中に出てきている訳です。この図は完全に体系が乱れていると思いま

す。体系になっていないというのが、一番やりにくい。今検討中の例ですからこれがどうこう取

りたてて申しませんが、サンプルにそういうのが出てくると結構心配になります。委員長がおっ

しゃったように計画のつくり方についてとやかく言うつもりはないですが、そこだけはしっかり

やっておいていただかないと、あとでこちらの方でどうしたらいいのか、あるいは御担当の方で

も悩むということになりますので、是非お願いしたいと思っております。 

 

○政策企画課長 

 ありがとうございます。 

 計画をつくる段階が非常に重要とおっしゃるとおりでございまして、御指摘のとおり総合計画

の骨子の中の小項目のネーミングが若干キャッチフレーズ的な定義がないと分かりにくいという

おっしゃる部分もあろうかと思います。この総合計画、今回骨子をお示ししましたけれども、実

際に文章化していった場合には、小項目ごとにタイトルと事業名を羅列するだけではなく、文章

で意味するところですとか、県がこの項目の中で何を取り組んでいくのかということを文章化い

たしますので、なるべく分かりやすい、計画は何をするのか、何をねらいとしているのか、そう

いうことが分かりやすい計画にしたいという風に考えています。また、御指摘をいただきました、

指標の上位・下位の混乱といいますか、これはできるだけ無い様にしていきたいと思っておりま

すし、お示しした資料が若干、不安要素のあるような書き方をしておりましたのは恐縮ですが、

魅力発信についてはいろいろな指標が立てられるのかと思います。知名度だけではなくて、知名

度が一番アウトカム的なのですけれども、できるだけマスコミに取り上げられたり、そういった

ことが魅力発信に該当しますので、出来上がった段階で上下が逆転していたり、上にあるのが別

の分野では下にあったり、なるべくそういった混乱がないように留意していきたいと思います。 
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○北大路委員 

 今の御回答で不安がもうひとつ。 

具体的に書くと、結構長い文章でアウトカムを説明されるという傾向があって、なぜ長くなる

かというと、いくつものことを書いてある。それでまた混乱するということがよくあります。ア

ウトカムが複数あるのは全然かまわないのですが、例えば「ポテンシャルの開花」というのは説

明しようとすると、あれもこれもいろんなことを言ってしまう。これも気をつけて頂きたいと思

います。 

 

○森田委員長 

 よろしければ、私の方からも若干質問をさせていただきたいのですけれども、一つは、この委

員会のミッションに関わることですけれども、今度の新しい総合計画になった場合に、今までは

アクションプランと課の所掌事務について事前評価・事後評価ということでやってきた訳ですけ

れども、今度は総合計画になった場合、同じことを我々の仕事としてやるのかどうか。特に、計

画をお立てになる訳ですから計画の小項目がどこに該当するのか知りませんけれども、それにつ

いて指標の設定の仕方、計画としての妥当性、事業としての妥当性というものも事前評価の対象

になるのか。あるいは今回の場合は計画ですので、評価委員の方で問題があるということはなか

なかいいにくいということになると、事後評価が中心になるのか。事後評価を中心とした場合に

現在の計画が今年度中に作成するといたしましても、事業実施そのものは来年度になりますから、

その評価作業といいますのは２３年度にはじめてスタートするといいうことになりますと、あと

１年半何をするのか、その辺について、この評価委員会の成すべき仕事というものはどういうこ

となのかというのを少し御説明いただけますでしょうか。相互で関連いたしますのは、先程の骨

子(案)の中に計画の推進に当たって４章のところで「政策評価制度における進行管理」、これ日本

語の意味がよく分からないので、「政策評価制度による進行管理」だと思いますけれども、そうい

うことも書かれているのですけれども、その事前評価・事後評価をどういう仕事として我々は認

識しておいたらいいのかというのをまず聞かせていただけますか。その評価の場合に何をどのよ

うに評価するのかというのもありますが、それについては今まで委員の先生方からの御発言がご

ざいましたけれども、とりあえず、スケジュール、我々のミッションについてお願いいたします。 

 

○政策評価室長 

 計画のお話はちょっと私の方では触れませんけれども、来年度につきましては、次に書いてあ

ることと関連しますが、今年度の課の所掌の事後評価もございます。これから総合計画の事後評

価制度につきまして、作り上げていかなければならないのですが、その作業が来年度一部皆様の

御協力を得ながら作り上げまして、庁内的に制度化していきたいということを考えております。 

 

○森田委員長 

 来年度は少なくとも総合計画については評価の仕事はないということですね。そうせざるを得

ないということだろうと思いますが。 
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○政策評価室長 

 はい。 

 

○森田委員長 

 わかりました。 

 これはついでといっては何ですが、もう既に委員の先生から御指摘があったところですが、何

をどのように評価するのかというのも今度の総合計画によって変わるように思われるんですけれ

ども、それについては北大路委員から御指摘ありましたとおりなるべくクリアーにしていただき

たいというのが要望です。その場合に、ここからは余計なことですけれども、たまたまアクショ

ンプランを最初に作成したときにお手伝いさせていただいたものですから、その時の事情につい

て少しお話をさせていただきますと、この前の堂本知事のアクションプランそのものはこれは計

画という形で作られたものではなくて、その前の沼田知事のかなり終わりのときに５年計画です

か、１０年計画ですか、総合計画が立てられました。またそれ自体がバブル経済が終わってかな

り厳しい時代だったんですけれども、先程の坂野先生の言い方をしますと、伝統的といいますか

古典的な形の計画でして、当時の財政事情ではそのまま総合計画を実施することは困難であった。

従いまして、計画は計画としておいて置きながら凍結をして、その中から必要なもの、実施可能

なものを拾い上げて年度毎にアクションプランという形で推進していく。そういうスタイルをと

った訳でして、そういう意味でいいますとアクションプランと現在計画されている、想定されて

おります総合計画とは必ずしもパラレルなものではないと思っております。当初は毎年新しいテ

ーマをつくりそれが実現できると総合計画とは違うテーマを取り上げていくというようなことが

構想されていたと認識しております。そういう観点からいいますと今度の総合計画はまた本来の

網羅的・包括的な総合計画を考えていらっしゃるということだと思いますが、ただ坂野委員から

御指摘があったところですけれども時代そのものはかなり変わっておりますので、かつてのよう

な総合計画を立てて、それを実施していくということは難しいと、先程課長の方からそういう御

認識がございましたけれども、その辺は十分肝に銘じておかなければいけないところではありま

して、最近の行政計画の考え方でいいますと、やはりマニフェストの考え方もそうですけれども、

財源を財政計画とリンクさせた形で総合計画が組めるかどうか。これは先程の財政健全化計画と

行政改革計画とリンクしてということですけれども、その３者の関係というのがどうなるのかと

いうのが計画を立てるときにも、実施するときも重要になってくる。本来ならば、一本化しても

いいのではないかという気がしないでもないのですが、御事情があろうかと思いますけれども、

その場合に最近の計画の考え方でいいますと、やはり施策の優先順位をかなり明確にして財政状

況に応じて、あえて言いますと、何を重視するかということの裏返しとして、何を切っていくか、

そうした発想でもって行政の体系性ないし一貫性を保つ、そういうツールとして計画というもの

が有効であるという考え方で出てきているように思いますので、何かの参考になればと思います

し、その際やはり、この評価の対象とする施策は一体何なのか。特に今の財政計画とリンクさせ

るようなことを考えた場合に、本当にその効果が上がっているのかどうかということをキチッと

測定をして、あまり上がっていないものにつきましては、スクラップの対象にしていく、そうし

た視点が重要ではないかと思います。 
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余計なことを申し上げましたけれども、是非そうした形でこの時期に総合計画をお作りになる以

上は良い計画をつくっていただきたいと思いますし、評価をし易い計画にしていただきたいとい

うお願いでございます。 

 これについて何かございましたらどうぞ。 

 

○政策企画課長 

 御指摘いただきましたとおり、坂野委員からも御指摘をいただきましたけれども、何を切るの

かということを総合計画に位置づけといいますか、定義に関わると思うのですけれども、我々の

思いとしましては、総合計画ですので昔のようには行かないのかもしれませんけれども、なるべ

く積極的な部分といいますか、夢のある部分といいますか、そういうものを総合計画に何をやる

か、県はこれをやりますという部分を盛り込むのが総合計画でして、何を切りますという部分は

財政健全化計画なり行政改革計画に記載がされますので、それは当然整合性をもって作りますし、

総合計画の中にその辺の頭だしは入れますけれども、なるべく県はここまではやりますというも

のを記載をするような計画にしたいという思いがあるということは申し上げますが、スクラップ

アンドビルドを実際に事業の施策を立てていくときにしなければいけないということはおっしゃ

るとおりですし、我々もそういう考えですので、そこは総合計画に記載するかは別に致しまして、

そういうものも含んだ計画にしたいと考えております。 

 

○森田委員長 

 はい、是非そうしていただきたいと思います。 

 それではこの件、さらに御発言ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは予定よりも時間が遅れておりますので、次のアジェンダに入りたいと思います。 

 今後のスケジュールについてということで事務局の方から御説明お願いいたします。 

 

（４）今後のスケジュールについて 

○政策評価室長 

資料６を御覧ください。 

政策評価制度の素案につきましては、総合計画の策定スケジュールを踏まえまして策定される

こととなりますが、次回第２回の政策評価委員会におきましては、総合計画に対応した政策評価

制度の評価手法について、皆様の御意見を伺えたらと思っております。 

資料６－２に「政策評価制度見直しの工程表」をお示しいたしました。これは実務的に作業の

目安となりますように、見直しの工程の線を引いてみたものでございます。 

今回の委員会で了解されました見直しの方向性につきまして、今後具体的な検討に着手しまし

て、素案作りに入りたいと考えております。 

１枚めくっていただきますと、参考といたしまして進行管理票のイメージをつけさせていただ

きました。進行管理票につきましては、進行管理や事後評価に使われるものでございまして、最

終的には政策評価の要領の中で規定されるものでございます。現時点では暫定的なイメージのも

のでございますけれども、これをお示しするものであります。 
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総合計画に位置付けられました施策や事業の必要性や重要性につきまして、「１ 施策の現状と

課題・ねらい」といったところや「３ 重点事業の分析」のところの県が行う必要性や重要性、

有効性、こういったところに総合計画で位置付けた内容を記載いたしまして、進捗状況の管理の

様式につきましては、今後の事後評価の手法の検討を待って、作成したいと思っております。 

１枚戻りまして工程表でございますが、総合計画のスケジュールにつきましては一番下の線で

表しておりますが、１１月に原案が示される予定となっておりますので、１１月以降に本格的な

評価制度の検討に入りたいと考えております。 

総合計画が公表されます２月を目安に、素案についてもまとめまして、委員の皆様の御意見を

伺えればと考えております。素案に対する皆様の御意見を受けまして、修正などを行いまして、

庁内各部局との調整手続きを経たうえで、改めて原案として作成しまして、原案に対する委員の

皆様の御意見を踏まえまして、最終案を作成したいと考えております。 

 

○森田委員長 

これにつきまして、御意見ございますか。 

こういうスケジュールに基づいて、これから進めていただきたいと思います。 

以上でよろしいでしょうか。 

 

○政策企画課長 

政策評価制度を総合計画に合わせて見直しをすることを説明しましたけれども、まさに総合計

画、今策定している最中でございまして、それに合わせた政策評価の見直しというのも、走りな

がら考えるという部分もございまして、なかなか政策評価委員会を開催させていただいて、その

場で全部説明するということも難しい状況もございますので、政策評価制度の見直しにつきまし

ては、最終的には、次回御議論いただきますけれども、今後、庁内各部局の意見を聞きながら、 

 

また、場合によっては、個別に委員長、委員長代理の御助言もいただきながら、検討に入らさ

せていただきたいと思っております。 

 

○森田委員長 

委員長、委員長代理も結構ですが、その他の委員にも個別的にはどうぞ御意見を伺っていただ

きたいと思います。 

それでは、この件よろしいでしょうか。 

 

（５）その他 

○森田委員長 

それでは、最後、その他という事項ございますが、事務局のほうから何かその他について御発

言ございますか。 
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それでは、最後のほう、かなり急いだせいか少し時間が残っておりますが、本日予定しており

ました議事の内容は終わりましたので、今日はこれで終了ということに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。 

 

○司会 

 委員の皆様には長時間に渡り御審議ありがとうございました。 

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。 

 

 


