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平成２７年度千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会 議事録 

 
日時：平成２７年８月２５日（火）  
   午後２時から         
場所：ホテルプラザ菜の花 ４階 槙 

 
 
１ 開会 

 
○政策室長 
 それでは、ただいまから、定刻でございますので、平成２７年度千葉県総合計画の進行

管理に関する有識者懇談会を開催いたします。 
 本日、進行を務めさせていただきます、政策企画課政策室長 金子と申します。 
よろしくお願いいたします。 
 それでははじめに、森田知事よりごあいさつ申し上げます。 
 
 
２ あいさつ 

 

○森田知事 

 「千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会」の開催にあたり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

 本日は御多忙の中、御出席を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げます。 

 平成２５年１０月に策定した総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」については、当懇

談会の委員の皆様のご意見を伺いながら、施策の実施状況や制度を分析し、課題の抽出や

改善に取り組むことにより、計画の着実な推進を図ってまいりました。 

 今年度は、本計画２年目の実施状況について評価する年でございます。 

委員の皆様には、それぞれのご専門の立場から忌憚のないご意見をいただきたいと考えて

おります。 

 そして、いただいたご意見を元に、本計画の最終年となる平成２８年度の施策の効果的

な実施に努め、県民の皆様が「くらし満足度日本一」を感じ、誇れる千葉の実現に取り組

んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

○政策室長 

つづきまして、当懇談会の委員長でございます坂野委員長からごあいさつをお願いいた

します。 
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○坂野委員長 
 みなさんこんにちは。 
今、ご紹介いただきました坂野です。 
評価とは、言うまでものなく、行政の効率化ということと、サービスの質をいかに高める

かということに必須の技術、あるいは、マネジメントの制度となっております。 
 現在、日本は、少子高齢、人口減少の時代を迎え、今後も、地方財政は厳しい状況が当

分続くと思われます。 
 そういう中で、行政においては、限られた資源をいかに効率的に使うかということが、

現在、最も求められている課題のひとつであるかと思います。 
 いかに効率的に資源を使うか、効果的に使うか、何がそのサービスの質を高めていくの

かということを実現するために、評価というものが施策展開にとっては、とても重要な方

法になっております。 
 本懇談会で、この議論が、県政の効率化、ないしは県民へのサービスの向上に資するこ

とが出来れば、我々としては、大変喜ばしいことだと思っております。 
 この評価の仕事自体はだいぶ長く続いております。技術もかなり向上してきたのではな

いかと思いますので、一層の技術の向上に我々のご議論がお役に立てればと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
 
○政策室長 
 ありがとうございました。 
 なお、大変申し訳ございませんが、森田知事は所用がございますので、ここで退席させ

ていただきます。 
 
○政策室長 
 本日の会議につきましては、全員の皆様のご出席を賜ったところでございましたが、急

遽、木村先生から体調の不良のため欠席とのご連絡をいただいております。ご案内申し上

げます。 
 それでは、以下の進行につきましては、坂野委員長にお願いいたしたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 
 
 

３ 議事 

（１）平成２６年度の実施状況について 

 
○坂野委員長 
 それでは、早速ですけれども、議事に入りたいと思います。 
次第に従いまして、まず、（１）平成２６年度の実施状況について、事務局から説明をお願

いいたします。 
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○政策企画課長 
 政策企画課長の田中と申します。よろしくお願いします。 
 私から、平成２６年度千葉県総合計画の進行管理につきまして、まず、実施状況をご説

明いたします。 
今年度は、本計画の２年目の取組状況ついて評価し、その評価結果は、平成２８年度の

事業に反映することになります。計画に掲げました各施策につきましては、それぞれ取組

を進めているところではございますが、平成２８年度は、本計画の最終年度となることか

ら、計画に掲げる目標の達成に向け、一層の取組の進展を図る必要がございます。 
このため、本年度の評価にあたりましては、進捗が遅れている施策を中心に、取組の推

進を図るため、課題の整理、これらを踏まえた今後の取組方針などが重要であると考えて

います。こうした点を踏まえまして、本日の会議におきましては、「資料１－２ 平成２６

年度 政策分野別概要資料」を中心に説明を行い、委員の皆様からご意見をいただきたい

と考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
まず、資料１－１をご覧ください。平成２６年度 「新 輝け！ちば元気プラン」進行管

理の概要でございます。 
総合計画の施策体系でございますが、資料左側のピラミッド上の図をご覧ください。 
総合計画はこちらのピラミッドの頂点にございます３つの基本目標、この実現を目指し

ておりますが、この３つの「基本目標」を達成するために、その下の「１１の政策分野」

があり、この政策を達成するため、更に下の「３８の施策」があります。また、この施策

を達成するための「１７４の主な取組」があり、それぞれが目的と手段の関係になってお

ります。 
 
本計画の進行管理については、ピラミッドの一番下にございます「１７４の主な取組」、

これらにつきまして、それぞれ「行政活動目標」を毎年度設定いたしまして、達成状況の

指標として活用しております。また、その上にございます「３８の施策」の評価について

は、それぞれの施策を構成いたします「主な取組」の評価結果をもとに、原則として７割

以上が目的を達成しているかどうかという観点から評価を行っております。 
なお、昨年度のこの懇談会におきまして委員の皆様からご意見いただきました、主な取

組が３つの場合につきまして、目標達成が２つ、届いていないものが１つとした場合でも、

「概ね進展が図られている」と、こういった特別な判断をした場合の表記につきましては、

今回、今ご覧いただいている資料１－１の右側の下になりますが、アスタリスクの２のと

ころに、「施策中の主な取組数が３つで、２つが目標達成し、１つが目標に届いていない場

合には、概ね進展が図られている」と表記をしているところでございます。 
続きまして、「総合計画の事業費」について、ご説明いたします。 
資料、左側のページの下ございます「総合計画の事業費」の部分でございます。 
３つの基本目標ごとに、当初予算額、補正・前年度からの繰越等を含んだ最終予算額で

ある予算現額、決算見込額、執行率を記載してございます。 
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これらの額は総合計画に位置付けられた事業費の合計でございますので、県の全ての事

業の積み上げとはなってはおりません。 
合計額が一番下にございますが、当初予算で言いますと 8,042 億 4 千 3 百万円、予算現

額で申し上げますと 8,444 億 2 千 6 百万円、決算見込額は 6,443 億 7 千万円となっており

ます。 
 
 次に「施策の達成状況」についてご説明いたします。同じ資料の右側をご覧ください。 
表は、この表の左から順に「基本目標」、「政策分野」、「施策項目」、「施策の総括」と並

んでございます。３８の施策について目標の達成状況において色を区分しております。目

標に対しまして、「進展」をしたという施策につきましてはオレンジ色、「概ね進展」のも

のについては白、「一部の進展」にとどまっているものについては青の色で塗ってございま

す。全体として、概ね順調に進展しているものと考えております。 
なお、「一部の進展」となっているブルーの部分につきましては、それぞれ目標が達成で

きなかった原因は個別にございますが、全体として多いと考えておりますのが、県の事業

あるいは制度そのものの周知が十分でないことによって、理解が進んでいないことが挙げ

られると思っております。そのため今後は、効果的な周知などを含めまして、それぞれの

達成できなかった原因に応じまして、取組の見直しを図っていく必要があると考えており

ます。 

 

続きまして、「資料１－２ 平成２６年度 政策分野別概要資料」について、説明をいた

します。こちらは、１１の政策分野について、それぞれ１枚にまとめてございます。各部

署が自己評価として作成いたしました個別の進行管理票を元に概要としてまとめたもので

ございます。 

まず、初めに、この資料の構成についてご説明をいたします。 
資料 1 枚目にご覧いただいているのは、基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」のう

ち、政策分野１「自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり」でございますが、上段

の黄色い部分、こちらは、総合計画で政策分野ごとに設定してございます社会目標をグラ

フの形で掲載したものでございます。それぞれの政策分野におきまして、複数の目標を設

定しております。 
ご覧いただいているグラフでは、青い線につきましては、実績値を表しております。赤

い点線は、今回の計画の策定の前年であります平成 24 年度の実績をベースに、最終年度で

ございます 28 年度に向けて実現する目標値までを結んだもの、このトレンドに向けて県と

しての目標を進めて行きたいという目印となっているものでございます。 
また、下段の部分の、青い部分でございます。こちらは政策分野に位置付けられており

ます施策につきまして、それぞれの施策ごとに「目標」、「総括」、「26 年度の主な実施状況」、

「課題」、「今後の取組方針」を記載しているものでございます。 
１１の政策分野のうち私からは、２つにつきましてご説明をいたします。 
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１つ目が、今ご覧いただいている、「自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり」で

ございます。 
まず黄色い部分でございます。この政策分野につきましては、５つの社会目標を掲げて

おりますが、このうち４つについては目標達成に向け、順調に推移しております。左上の

「自主防災組織のカバー率」につきましては、昨年度に比べますと、数値自体は、58%から

58.8％と向上しておりますが、目標達成に向けたトレンド、赤いラインから見ますと若干下

回っているということで、更なる取組が必要となっております。 
下段の青い部分でございますが、全体としての説明になりますと、まず、政策分野４つ

ございますが、施策１の「地域防災力の向上」、政策２の「災害に強いまちづくりの推進」

こちらにつきましては、概ね順調な進捗状況となっております。施策３の「危機管理対策

の推進」施策４の「東日本大震災からの復旧復興」この２つについては進展が図られてい

るとしております。全体としましては、概ね良好な進捗状況であると考えております。 
このうち、個別の施策の概要でございますが、先ほど社会目標でご説明いたしました、

更なる取組が必要である「自主防災組織のカバー率」、こちらに関連がございます施策１の

「地域防災力の向上」について、ご説明いたします。 
  

26 年度の施策の実施状況としては、１つとして、平成 26 年 4 月に施行されました「千

葉県防災基本条例」の目的である地域防災力の向上を図るため、地域防災に関する講演、

先進的な自主防災組織の事例の紹介などのセミナーやコーディネーター養成講座を実施し

たところでございます。また、関係機関と連携して実施しました九都県市合同防災訓練や

津波避難訓練、帰宅困難者対策訓練におきまして、前回の参加者の意見を取り入れまして、

高齢者や障害者など避難にあたって配慮が必要な方々の避難訓練を新たに取り入れるなど、

より実践的な訓練に改善をしたところでございます。 
一方、課題でございますが、災害発生時の被害を最小限にとどめるため、県民や地域の

防災意識の更なる高揚を図り、共助の取組を推進するとともに、大規模災害発生時におけ

る、帰宅困難者対策を推進するため、受入の県有施設を確保や、施設における受入体制の

充実を図る必要があると考えております。 
 このため、今後の取組方針といたしまして、県全体の地域防災力の向上のため、「千葉県

地域防災力向上総合支援補助金」の活用によりまして、自主防災組織の育成や消防団の活

性化を進めるとともに、２つとして、一時滞在施設の候補となる県有施設の管理者、所在

地市町村と調整を行いまして、施設の確保を進めるとともに、確保した施設におきまして

は、受入マニュアルや備蓄品の整備を進めることとしております。 
 
もう１つが、６ページ目の基本目標Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」、政策分野１の

「子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり」でございます。 
まず黄色い部分の社会目標でございます。２つ掲げておりますが、このうち左側の「子

供を生み育てやすいと感じる家庭の割合」につきましては、昨年度の 75.9%から 76.1%と

数値は向上しておりますが、目標値のトレンドである赤い点線にはまだ達していないとい
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う状況でございます。 
 また、右にございます「保育所の待機児童数」につきましては、昨年の状況よりも待機

数が増えているということで、悪化している状況でございますので目標達成に向け一層の

取組が必要となっております。 
次に青い部分の総括でございますが、各施策分野３つございますけども、施策２の「親

への育児支援と子育てしやすい職場環境づくり」と施策３の「地域における子育て支援の

充実」この２つにつきましては、概ね進展が図られていると考えておりますが、施策１「子

供の健やかな成長と自立」につきましては、一部の進展にとどまっており、全体として一

層の取組が必要であると考えております。 
施策の概要につきましては、目標との乖離が大きい社会目標「保育所の待機児童数」、こ

ちらに関係のございます施策３「地域による子育て支援の充実」について説明をいたしま

す。 
 
26 年度の実施状況といたしましては、保育所における待機児童の解消に向けまして、基

金の活用や県単独の上乗せ補助制度により、民間保育所１０３施設の整備を支援し、定員

が４，２７３人増加したところでございます。また、多様化する保育ニーズに対して、安

心して子育てができる環境を整備するため、市町村が実施する延長保育や病児・病後児保

育、休日保育等の保育サービスに対して助成を行い、きめ細やかな保育サービスの提供を

促進したところでございます。 
一方、課題といたしましては、都市部を中心に、就労を希望する保護者が増えている中、

需要に対する供給が追いついていないということがございますので、結果として入所待機

児童が増大していること、さらには、保育サービスを提供するために必要な保育士の確保

が困難となっている点が挙げられます。 

このため、今後の取組方針といたしましては、引き続き、保育所の整備促進に取り組む

とともに、市町村が実施いたします小規模保育事業や家庭的保育事業など、地域における

保育支援についても促進し、入所待機児童の解消を図ることといたしております。また、

保育士の確保に向けましては、処遇改善を促進するとともに、「ちば保育士・保育所支援セ

ンター」の機能を活用し、潜在保育士の再就職支援等の取組を進めているところでござい

ます。 

以上のとおり、他の政策分野につきましても同様の構成により、取りまとめを行ってい

るところでございます。 

 

続きまして、「資料１－３ 「新 輝け！ちば元気プラン」実施状況の抜粋」について、

ご説明いたします。お手元のＡ４版の縦の資料でございます。 

こちらは、先ほどの１１の政策分野の概要、これを更に県民の皆様にわかりやすくお伝

えするという観点から、抜粋版として、１政策分野につきまして、１ページにまとめて作

成したものでございます。 
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今年度は、昨年度に委員の皆様からいただきましたご意見をふまえまして、まず、施策ご

とに、それぞれ 26 年度の実施状況と今後の課題･取組方針を対応する形で並べております。

また、特に平成 26 年度実施状況につきましては、なるべく具体的な数値を盛り込む形で、

よりわかりやすいものとなるよう改善を行ったところでございます。 

この抜粋版につきましては、可能な限り多くの県民の皆様に手にとって読んでいただける

ように、県のホームページへの掲載、地域振興事務所や文書館での閲覧、これらは従前から

行っておりますが、今年度、新たに県内の主要な鉄道駅に設置されております県の情報コー

ナーで配架をし、ご覧いただくことができるようにすることを予定しております。 

 

なお、皆様の机上にございますが、黒いバインダーに綴じた資料、厚いものがございま

す。こちらは資料２として、「平成２６年度千葉県総合計画進行管理票」につきましては、

「主な取組」１７４事業について、それぞれの部署での評価の個別の進行管理票を、３８

の施策ごとにまとめております。 

また、「資料３ 事業整理票」につきましては、それぞれの施策で実施されている具体的

な事業の予算・決算の状況をまとめたものとなっております。時間の関係上、説明は省略

させていただきます。 

平成 26年度の実施状況につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 
○坂野委員長 
どうもありがとうございます。 
ただいま、事務局から、平成 26 年度政策分野別概要について説明がございました。ご質

問等ありましたら、お願いします。資料がたくさんあるので、短期間でぱっとは難しいか

もしれませんが、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 
 
○宮入委員 
 宮入でございます。ご説明ありがとうございました。 
 事前の説明の時にも少しお伺いしたのですが、ただいまご説明がございました、基本目

標Ⅱの政策分野１で、保育所の待機児童数が急激に増えていますというご説明がありまし

たが、アベノミクスとか女性活用という中で、女性の雇用機会が増えていると課題にもご

説明があったと思います。素朴な疑問ですが、この社会目標に関しては、これだけを見る

と、未達と言うか、かなり悪い評価になります。ところが、どこかに、雇用促進という取

組があった場合は、そちらでは、例えば女性の活用とか、雇用促進というところでは、順

調に行っていますという評価になるのではないのかと思います。どこかを押すとどこかが

飛び出してしまうようにセットで見ていかないと、これだけを評価するということは、結

構難しいので、１個１個で見るのではなくて、全体として見ていくことが、もしかしたら

必要なのではないかということが、１つございました。 
 それに関連してですが、こちらの資料１－３の方の６ページを拝見しますと、同じとこ

ろで、数字を入れていただいてとてもわかりやすくなったと思いますが、定員数が増えま
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したというと、取組がうまく行っている感じがしますが、それをさらに上回って待機児童

が増えましたという情報は、どのように説明なさるのか。いいことを説明することは、も

ちろんですが、昨年も申し上げたと思いますが、県民の方、または利用者の方と課題を共

有するという意味では、こういう問題があるということも出していかないと、共に考え、

解決するという協働で進めていくことにならないのではないかと感じました。これを見ま

すと、（現状の）課題という場合と、今後の課題という場合では、意味が違うのではないか

という気がいたしました。つまり、現状の課題はこれであるということに対して、今後ど

のように取り組んでいくのかという表現が、資料１－２の方では表現されていると思いま

すが、ダイジェスト版の資料１－３の方では、これから起きてくることに関して、こうい

う課題が予想されますよという受け止め方をすればよいのかなと思って拝見をしていまし

た。実は、これから起きてくる課題、今のような待機児童が、突然、環境変化によって増

えてしまうということを予測して、それにどう対処していくのかのような捉え方を皆さん

がもしなさっているのであれば、それはすばらしいことだと思いますし、現状起きている

ことに関して、これからこう手を打っていきますということよりも、仕事の取り組み方の

価値がより高まるのではないのかと思いました。感想と意見と素朴な疑問というところで

す。 
 
○坂野委員長 
 はい、どうもありがとうございます。今の点について、２点ほど、ご指摘があったと思

いますが、何かありますか。 
 
○政策企画課長 
 保育所の待機児童に関しましては、委員のご指摘のとおり、県としては増やしているけ

れども、雇用情勢の変化、好転に伴って、需要と供給のバランスという点で、結果的に、

保育の点ではマイナスの評価を受け、雇用の点ではプラスの評価があると思います。それ

ぞれの施策分野としてやはり取り組まなければいけない部分もあることから、こういった

評価になってしまうのは、一面仕方がないという思いはございます。 
 また、概要版のとこではございますが、この今後の課題･取組方針については、現在の課

題であり、なおかつ今後もこういったことが課題となるという意識で、取組方針を併せて

記載をしているという部分ではございます。確かに、Ａ３横長の方ですと、課題と今後の

取組方針が分かれていることから、ちょっと整合性がないような感じもありますが、当然、

将来的なものを見据えての取組方針と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
○坂野委員長 
 よろしいでしょうか。 
 
○宮入委員 
 今のご説明でよく理解できました。これから起きることに対して、予測をするというと
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ころが、常に入っていることは、本当に重要だと思いました。ありがとうございます。 
 
○坂野委員長 
 ご要望としては、ただそうは言っても現状の直近で抱えている課題についても、少しは

やはり触れておいたほうがダイジェスト版としてはいいのではないかと、そういうことで

すね。 
 
○宮入委員 
 そうですね、ダイジェスト版の方は、例えば、待機児童の話など、雇用情勢が好転した

ために、これだけの待機児童を抱えているということが課題になっていると思いますが、

それに対して、今後どういう対処や取組をしていくのか、今後、このままの経済情勢が続

くのであれば、更にもっとこういう課題が出てくるだろう、ということがわかりやすくな

っているとより良いのではないかと思いました。 
 
○坂野委員長 
 それは、フォーマット上、今後の取組という課題のところを新しい別のフォーマット立

てをしなくても、記述の仕方で、そのように書けばよいのではないかというご指摘でしょ

うか。 
 
○宮入委員 
 そうです。 
 
○坂野委員 
 他には何かありますか。 
 
○佐藤委員 
 佐藤でございます。まず、これだけ大変な膨大な資料、６００ページを優に超える資料

の作成に、大変心から敬意を表したいと思います。その上で、質問･意見･提案をさせてい

ただこうと思います。 
２つあります。１つは、資料１－１で左のページの下に総合計画の事業費の表があり、

基本目標の３つのうちの３番、「経済の活性化と交流基盤の整備」に関しては、決算見込額

なのですが、予算の執行率が 73.0%ないし 77.5%になっていて、他の基本目標Ⅰ，Ⅱと比

べると、相対的に執行率が低い。そうした場合に、この基本目標Ⅲは、基本目標Ⅰ，Ⅱに

比べて目標達成状況は、どうなのだろうか、低いのだろうかと。普通に考えると、投入資

源が 100%しっかりとインプットされておらず、まだ発展途上にあるわけですから、目標達

成という観点で言えば、目標達成ができてないように考えられますが、現実的にはどうな

のでしょうか。これはお分かりになる範囲で結構でございます。これが 1 つ目の質問です。 
もう 1 点。これは、コメントと言いますか質問を含めた確認内容ですが、資料１－２、
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ないし、県民向けのダイジェスト資料１－３、両方に関わることですが、何かと言います

と、評価と言ったときに、色々なタイプの評価がありますが、例えば、効果測定型の評価

であったり、費用対効果を求める費用便益分析のような評価もありますが、総合計画の進

行管理なので、業績測定型のいわゆるＰＤＣＡサイクルをまわしていく評価になります。

そのときに、評価の役割の１つとして、やはり重要なのは、問題を発見して、そしてその

問題を改善していくことになると思います。ただ、行政の場合、千葉県に限らず、評価報

告書の中で、「問題はこれです」という表記はあまり行わない。どのように表現をするかと

いうと、「課題」と書いています。しかし、実は、「課題」の前に「問題」があるはずです。

何らかの問題があって、それは行政、つまり県が抱えている問題もあれば、県以外の外部

環境の問題であったり、様々な問題があって、そこにはすぐ取り組む問題もあれば、ある

いは長期的な問題もあったり、深刻な問題であったり、簡単に解決できそうな問題であっ

たり、様々な問題があって、今、行政、すなわち県が持てる資源で何を課題として設定し

ていくのかというように、そういう論理の流れとして、まず、評価をして、何が問題なの

かを発見し、こういう問題があるとする。それで今県として、これを課題として取り組ん

で行きますと、そして具体的には、今後の取組方針として、こういう活動をやっていきま

すよというように、評価のロジックとして、そのように流れていけば、ＰＤＣＡサイクル

の中の、チェック（Ｃ）・アクション（Ａ）・プラン（Ｐ）・ドゥ（Ｄ）が、きれいに論理的

な連鎖で見えてくる。例えば、資料１－２のＡ３の横長ですと、下に施策ごとに表がつい

ており、「目標」、そして「総括」、「判定結果」、「26 年度施策実施状況」、「課題」、「今後の

取組方針」とありますが、この中で、例えば、26 年度の施策の実施状況、これは何をやっ

たかということですので、ＰＤＣＡの中のＤにあたります。次の「課題」という部分には、

ＰＤの次のチェック（Ｃ）・アクション（Ａ）・プラン（Ｐ）まで、実は入っています。そ

して、今後の取組方針も実はＰになっています。Ｐが「課題」と「取組方針」と、次元は

違いますが、２つに分かれて入っていますが、本来この評価ということで言えば、この課

題の部分にもう少し、力を割いて記述したほうがいいのですが、ただこれは、この政策分

野別概要資料というのが、おそらく各担当課が作成された評価シートを元に政策企画課が

作成をされたので、どうしても加工過程で情報を圧縮せざる得ないので、そこが見えてこ

ないということもありますが、しかし、もう少し、今申し上げたような、ＰＤＣＡサイク

ルの中のＣＡＰの部分が見えるような形で表現をされると良いと思います。これは県民向

けのこの資料１－３についても同じようなことが言えるので、こういうことをやりました

よ、そして、こんなことが課題ですよと言うのであれば、何も問題がないように見えてし

まいます。確か、昨年度、宮入委員が、こちらのこの県民向けのダイジェストについて、

平坦に書かれていて、生々しさが伝わってこないということを仰っていて、私も同感で、

もう少し、こういうことが出来ていますよという評価すべき部分と、ここがちょっと出来

てないですよと言う部分を、ちょっと勇気がいるのかもしれませんが、ぜひ書いていただ

いて、それに対してこういう課題があるから、具体的にはこんなことをやっていきますよ

と書けば、非常にわかりやすくなるし、その情報を見た人も、興味がわくような内容にな

るのではないかと思います。これは提案で、質問ではありません。以上でございます。 
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○坂野委員長 
 どうも、ありがとうございます。これについて、どうでしょうか。 
 
○政策企画課長 
 今、ご質問ございました、執行率との関係でございますが、まず政策分野の３つ目のも

のが７割台前半と言うことの１つの理由をご説明いたしますと、執行残あるいは繰越額と

いうものが発生したことによる低下が主な原因でございます。具体的に申し上げますと、

「経済の活性化と交流基盤の整備」の中では、中小企業振興資金の預託金の需要が減った

ことによる執行残が発生しており、具体的な金額で申し上げますと、こちらは 443 億円、

更に基盤の整備に関して言いますと、県単の道路改良費などでは 14 億円あまり、さらに橋

梁費ですと 9 億、区画整理ですと 6 億程度、こういうものが執行残、あるいは繰越として

出てきていることが原因となっております。その執行率が低いことが結果的に計画自体の

進展についてどうかということになりますが、同じ資料の１－１の右側をご覧いただきま

すと、こちらは、それぞれ３８の施策について、言ってみれば、オレンジの部分は評価が

高いと言えると思います。青い部分は、どちらかと言えば、進展があまり進んでいないと

いうことになりますので、数で言えば、確かに、青が多いのは、Ⅲの柱にはなるのですが、

この１つ１つの規模や性格は、全くばらばらのものでございますので、ただこの数だけを

比べてⅢが進んでいないと言う評価はなかなか難しいと思っておりますが、比較的進展し

ているものが少ないという現状はあろうかと思っております。 
 
○坂野委員長 
今の話は、予算の執行率と実際の概ね進展、一部の進展と言うものに関して、比較的対

応がついているということでよろしいのですね。青が多くなっているということなので、

大体対応がついていますよね。だから、やはり予算が執行されていないものについては、

一部進展が多くなってしまうという形で、評価と比較的整合が取れている結果に今回はな

っているということになる。 
 

○政策企画課長 
政策の分野全体としてはそういうことが言えるかと思いますが、個々の施策の１つ１つ

を見た場合に、必ずしもそれが一致した対応になっているかというところは、まだ検証は

していない部分がございます。 
 

○坂野委員長 
集計をしてみると、概ね対応しそうな感じになっているということですね。 
２点目なのですが、問題というものをもう少し明確に、課題に行く前に、しっかりと書

くというご指摘だったと思うのですが、いかがでしょうか。 
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○政策企画課長 
 お手元には、より細かな票がございますが、その中で確かに委員ご指摘の通り、１枚に

まとめる過程において、だいぶ省略をしている部分があるのは事実でございますので、何

が問題なのかということをもう少しわかりやすくまとめる工夫をすることで、そのあたり

を県民の皆さんとの問題意識の共有が出来ると思っておりますので、改善を進めてまいり

たいと思っております。 
 
○坂野委員長 
佐藤委員は、フォーマットも変えたほうがいいということまで言われているのですか。

それとも、それは少し書きぶりを変えていただければ何とかなりそうだということですか。 
 

○佐藤委員 
 今日、机上にあるグレーの資料２の進行管理票の方を読むと、細かく書いてあり、Ａ３

判の資料にする過程で、かなり省略をされているところがある。後で話しますが、課題の

中に、実は問題が書いてあるものもあれば、課題だけ書いてあって、何が問題なのか良く

わからなくて、いきなり課題はこれです、何々する必要がありますと書いてあり、なぜこ

れが必要なのか良くわからない、読んでいる人から見ればわかりづらいものも散見されま

すので、そのあたりの書きぶりを少し変えることによって、より評価の質的な向上が出来

るだろうし、見る人にとってみればわかりやすくなるかもしれないと考えます。個別には、

また、主な施策の説明のところでお伝えしようと思っております。 
 
○坂野委員長 
 そうしますと、まずは、集計したＡ３版ではなくて、こちらの細かい主な取組が書かれ

ている方について、課題の部分と問題というものの記載が、出来ているものと出来ていな

いものがあるので、そこはできるだけ意識の上で違っているという事を念頭において、整

理していただいたらどうか。その上で、それができるだけこちらの集計したＡ３版の方に

も反映できるようになれば、もう少し見やすい、読みやすいものになるのではということ

でよろしいですかね。 
 
○益田委員 
 今の両先生のご意見の言い直しのようなコメントになってしまうかと思いますが、施策

の目標設定は毎年、新たに行っていると伺っています。その際に、事前推計の上で立てた

目標が一部の進展で終わった場合と、事前推計にのっとって、結果は出ているが、しかし

ながら、想定外のことが起きて、実質的には、一部の進展にとどまっている場合の２つに

分けることができるならば、それぞれ異なった慎重な対応が必要になると思います。 
前者の事前の推計にのっとり施策の目標値を設定して、それと比較して、一部の進展に

とどまった場合においては、今回は、前年度と今年度の総括の結果しか載っていませんが、

例えば、３年連続で一部の進展になっているものがあった場合に、そもそもその推計の出
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し方が正しかったのか、もしくは推計のみならず施策の展開、運用状況が悪かったのかと

か、それぞれ焦点を当てて、重点的に詳細な検討を加えて行くことが必要と感じます。そ

れから、後者の方の、先ほどから何度も保育の政策の方で話が出ておりますが、おそらく

事前推計のもとでは、この書きぶりを見ますと、計画通りに定員数の増加に取り組みまし

た、民間保育所の施設を整備して定員数の増加に取り組むことができたということで、概

ね進展が図られていますということになっているのだろうと思いますが、こういった場合

は、先ほどから何度も出ていますが、住民の方により詳しい説明、より詳しい現状認識の

説明が必要になると思います。つまり、推計をした時とは違う大きな要因が発生し、この

ような結果に終わりました、今後はそれを組み込んだ形で推計を出して、このように対策

を取りますというようなところまで、ある程度そこまで載せなければ、また、この施策は

失敗してしまう。失敗と言うか、現状に合わなくなってしまうのではないか、計画には合

っているが、現状には合わないというおそれがあるという不安感を与えかねませんので、

そのような現状認識について書くと読んでいる方はある程度納得されるのではないかと感

じました。以上です。 
 
○坂野委員長 
 どうもありがとうございます。これについていかがでしょうか。 
 以前より、ずっと問題の分析をどこまできっちりとやるかということが問題になってい

ましたが、まだ足りないのではないかという御指摘なのだと思いますが、いかがでしょう

か。 
 
○政策企画課長 
 資料１－１の右側にございます、２５年度と２６年度の総括の評価がございますが、計

画は２５年度からのスタートですので、今のところ２年分となります。このうち、施策が

３８ありますが、今、お話になりました２年連続と言うものは、実はこのうち３つござい

まして、これらにつきましては当然、昨年度、評価において一部の進展にとどまったもの

について原因を分析した上で、新たな対策を講じて２７年度は取り組んでいる状況でござ

います。２５年度の評価が、実際には、２７年度に反映されているところがある関係で、

なかなかすぐ、それが２６年度に反映できていないというところは、評価の制度上、ある

程度やむを得ないところがあるかと思いますが、当然、今年度の執行状況については、よ

り詳しくフォローをした上で、仮に３年連続ということがあれば、なおさら原因について

は、十分解明した上で、先ほどの話にありました抜粋版の中でも、明確に打ち出していき

たいと思います。 
 
○坂野委員長 
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 
 フォーマットで上手くいくかどうか判らないですが、３年連記帳とか、日記で５年連記

帳とかありますよね。あれと同じように、本当は、毎年度ごとに何をやったということが
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施策ごとにわかると、同じことがまた課題として挙がっているとか、何か見えたりするの

で、どういうフォーマットにしたらよいのかはわからないですが、推移ということを明確

にするのであれば、そのような工夫もできるという気がしたということと、色々なフォー

マットがあって、分析をどこのフォーマットの中で、どこまでそれぞれ書き込むかという

問題が多分あると思いますが、なかなか、このＡ３版のところに細かく書けないという問

題があり、表にはなかなか出にくいのかもしれないですが、佐藤委員からのご指摘で、問

題とその関係のところでもありましたが、こちらのＡ４版（進行管理票）の方で、ある程

度、充実させ、その中で本当に重要なものがＡ３版の方に反映されるという形が確立する

と、少し改善していくと感想として思いました。 
 あと、私が気になったのは、抜粋版の方ですが、これに出ている実施状況ですが、これ

は、必ずしも実施状況の全体の概要を示しているわけではなくて、どちらかと言うと、こ

の施策分野の主だった取組について報告をしている形だと思います。なので、これを「実

施状況」と言ってしまうと、なんとなく誤解される気がするので、この内容の紹介の仕方

をするのであれば、「実施状況」という表題を変えた方がいい気がしております。 
 あと、私が感じたもう１つのことは、このＡ３版の方ですが、こちらを見ると、それぞ

れの施策のところに概ね進展が図られていますと書いてあり、（ ）の中で、達成３、概ね

達成１、目標に届かず１と書いてあり、これを見ると、なぜ概ね進展が図られているかが

わかるので良いのですが、特に、目標に届かずがどれで、目標に達成しているのがどれか

ということが、読んでいるとなかなかわかりにくいです。これをこのスペースの中で全部

書くのは、ちょっと大変だと思うのですが、折角、目標に届いてない取組があることが判

ったので、どれが目標に達成していなくて、それに対して課題が出てくると思うので、そ

の関係が何かわかる記述になっていると、先ほどから言っている、問題から課題に行くと

いう流れがわかり、スペースで全部書くのは大変かもしれませんが、もうちょっと工夫が

できるという感じがいたしました。 
 
○政策企画課長 
 概要版につきましては、確かに、この元の資料の「実施状況」という言葉をそのまま使

ってしまいましたので、誤解があろうかと思います。それは、「主な取組」という形で改善

をすることで、わかりやすくなると思います。また、達成状況につきましても、具体的に

何が問題だったのか、どこの部分がということが、このＡ３横長に書き込めるのであれば、

どこに問題があるのかということがわかりやすいというご指摘かと思いますので、そこは、

全体のスペースの中で工夫したいと思います。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございます。大体よろしいでしょうか。 
 
○宮入委員 
 質問なのですが、社会目標に関するグラフ、例えば、７ページを拝見しますと、基本目
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標Ⅱの２「世界に通じ未来支える人づくり」というグラフが、目標値に対して下回ってい

るものがいくつかあります。資料２の進行管理票に非常に細かく書かれていますが、ざっ

と見た感じ、先ほど、佐藤委員からもありましたように、何が原因で、この目標値と乖離

が生まれているのかなどの分析は、どこまでやっているのでしょうか。こういうことをや

ってはいるのだけれども効いてないのではないだろうかとかというのであれば、益田委員

が仰ったように、方法が悪いのか、回数が足りないのか、それとも、最初にご説明があっ

たように、そもそもこれはアンケート調査なので、どうも周知や広報がされてないのでは

ないかとか、という仮説を持てると思うのです。では、増やしてみた場合にどれくらい増

えたのか、広報の仕方を変えてみたら、それが周知されていることがわかって、どれくら

い効いたのかがわかったのか、何か乖離があった場合の分析と原因を突き止めて、それに

対して、もし仮説を立てて、やってみて、こっちじゃないといったら、また違う方向で手

を打たないと、足りないからもっと広告費を増やせとかそういう話ではなくなってくるわ

けです。そのあたりの対応の仕方は、実際には、どのようになさっていらっしゃるのか。

例として、この７ページを拝見していますが、社会目標はきっと変えられないと思うので

すね、それはご説明にありましたので。その社会目標自体、政策分野によってバラつきが

あることは前から思っているのですが、そこは変えられないという前提であれば、アンケ

ートの結果を元にしますと、反応について、こちらが予測した、きっとここを押せば、こ

のアンケート結果が良くなるだろうと思っていることが、なかなかそうはいかないと思い

ます。それを、分析して、その対処、対応をどうなさっているのかということを、教えて

いただければと思います。 
 
○坂野委員長 
 いかがでしょうか。今、例が出たので、他の例でもいいのですけども、多分、担当課と

企画課の間では、数値を巡って、議論とかがあったと想像しますが。 
 
○宮入委員 
 一般的な話でも結構です。 
すごく大事だと思うことは、学習サイクルになっているかどうかだと思います。先ほど、

ＰＤＣＡのお話がありましたけれども、結果的にそこで、ここじゃなかったら違う手を打

とうとか、こういうやり方をすると上手くいくんだ、じゃあ他でもやってみようとか、庁

内全体としてのそういう学習サイクルが回るかどうかということは、分析をして、仮説を

立てて、やってみて、違ったら変えてみてというところ、そこが回っているかどうかとい

うことも一方で重要かと思いましたので、実態どうなっていらっしゃるかを伺いました。 
 
○教育政策課 
 教育庁教育政策課でございます。 
 こちらのアンケートの方について、今、ご意見を頂戴いたしましたので、まず、このア

ンケートの内容についてご説明申し上げます。 
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 この保護者アンケートについては、私ども、教育政策課の方で、内容について各学校に

簡単な例示をした上で、各学校の教育の取組内容に基づいて、各学校が具体的な質問項目

等を設定した上で実施をしております。それを集計した結果が、こちらに記載されている

ものになります。このアンケートの内容は、各学校において設定しておりますので、例え

ば、各学校において、ある目標を達成したということであれば、さらなる高みを目指して

質問そのもののハードルを上げて行くというようなことも実際ございます。そういったこ

ともあり、アンケートの結果が、このような状況になっていると私どもは考えております。

各学校において更に保護者の皆様の満足度が高くなるように、昨年度、教育振興基本計画

等も新たに定めたところもございますので、そちらの周知等に努めてまいりたいと考えて

おります。 
 
○政策室長 
 全体論ということになるのですが、基本的には、社会目標の達成ということでは、県が

一主体として事業をやっていても上手く行かないものがほとんどでございます。そういっ

た中で、今のお話であれば、学校であったり、市町村であったり、場合によっては企業で

あったり、連携なり、協力をし合いながらやっていく形があります。行政の執行において

は、ほぼそのような形で、様々な主体と連携を組んでおりますので、それが上手くいかな

かった場合は、当然県だけでなく、一緒に連携を組んでいる方たちの現場でのご意見など

を伺いながら、じゃあもうちょっとここを押し進めてみようかとか、もうちょっと違う方

向で今度は切り口の方を見てみようかということは、一般論としてはやっておりますし、

今回の評価にあたって各部局のヒアリングを行っている中でも、多少ものによって差はご

ざいますけども、要因分析と言いますか、突破口の見つけ方というものを探っております。

以上です。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございます。よろしいですか。 
 今の話をお伺いして、感じたことがあるのですが、１つは、指標で、主観指標と客観指

標が入っていて、ある分野については主観指標が中心で、ある分野では客観指標で、ばら

つきがあり、これについては、少し整理する必要があるという気が若干しています。考え

方としては、主観指標は全てで設定できるので、分野ごとに主観指標を１つ挙げる考え方

もあり、もう１つは、安全安心のような市民の本当に客観だけでは捉えられないようなも

のまで取り込んでいる分野については、積極的に主観を入れていくという、いくつか考え

方がある気がしますが、そのあたりは、すぐにということではないと思うので、こういう

形で資料をずっと何年間か継続して取ってきたということを踏まえた上で、もう一回、主

観指標と客観指標のバランスについて考えてもよいのではないのかという気がしました。 
 その際に、今のご議論をお伺いしていても、主観指標とは単に、満足している、してい

ないということだけではなくて、先ほどの、まさに社会目標と言う意味は、県単独ではで

きない、色々な協力があって初めて実現する目標があるので、そのパートナーとなるよう
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な方たちが、実際にどのように感じていらっしゃるかということ自体が、実は、とても重

要な意味があるので、周知が徹底した上で、その社会目標を達成することは、単に満足し

ているか、してないかということ以上に意味があるということを今ご説明された気がしま

す。そういうことを含めて、主観指標の数字が上がる意味と、客観指標の数字が上がる意

味は、意味合いが違うという整理があって、その上で、先ほどから益田委員も言われてい

て、その数値が上がることの原因として、外部環境の影響なのか内部環境の影響なのかと

いう、その分析のためのロジックがいくつかあると思います。その分析のためのロジック

というものを、整理しておき、分析するといいと思います。今、何パターンでできますと

か言えるといいのですが、そんなに簡単にはできないので、ただ、話をお伺いしていると、

基本形はそんなにないので、基本形くらいは整理しておき、こういう形で、乖離が生じる

ときは見てくださいというようなことができると、宮入委員が言った学習のサイクルに上

手く結び付くと思いますので、課題にしていただければと思います。 
 
 
（２）主な施策の説明 

①高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会の推進（健康福祉部高齢者福祉課） 

②県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地促進 

（商工労働部産業振興課・企業立地課） 

 
○坂野委員長 
それでは、まず最初の（１）平成２６年度の実施状況についてはこれで終了したいと思

います。次に、（２）の主な施策の説明に移ります。個別の施策のうち、本日は、高齢者対

策と産業振興の２つの施策について県の取組状況についてそれぞれの担当課から説明を受

け、ご意見をいただくこととしております。 
説明にあたっては、目標との関係で手段が有効に機能しているか、機能していなければ、

その要因や改善策がないかといった点に言及していただくようお願いします。なお、ご質

問等は、２つの施策の説明が全て終わった後に、お願いいたします。 
まずは、連続して、２つお伺いしたいと思います。最初に、「高齢者が生き生きと安心し

て暮らせる社会の推進」について担当課からご説明をお願いします。 
 
○高齢者福祉課 
高齢者福祉課の山口でございます。よろしくお願いいたします。 
お手元の資料４－１をお開き頂きたいと思います。４－１は、基本目標Ⅰの「安全で豊

かなくらしの実現」の中の、項目３「高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会の推進」

について抜き出したものでございます。いくつか項目がある中の１つです。 
まずは、社会目標からご説明をさせていただきたいと思います。先ほど議論にもなった

ところですが、28 年度までに、「高齢者対策について満足している県民の割合」が３５％に

するという目標になっております。これは、県が、毎年、世論調査を実施しておりまして、
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これに基づく評価でございます。残念ながら数字を見ますと、若干、例年数字が落ちてい

る状況です。一方、県では高齢者施策を非常に重要だと認識しており、同じ世論調査の中

でも、県民の県政への要望の第２位が「高齢者の福祉の充実」となっており、重要な状況

でございます。 

高齢者施策としては様々ありますが、１つ目として特別養護老人ホーム等の施設整備（高

齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進）、それから、地域での支え合い（高齢者の尊

厳を守りながら互いに支え合う仕組みづくりの推進）、さらに、新聞やテレビ等でも多く報

道されている認知症対策（総合的な認知症対策の推進）、これらの非常に重要な項目３つが、

主な取組１、２、３という形で資料に掲載してございます。 

数字の状況を見ますと、それぞれ、主な取組２と３については、目標を達成している状

況ですが、特別養護老人ホーム等の施設整備につきましては、伸びてはいますが、まだ若

干目標に届いていない状況です。個々にはまたご説明いたします。 
目標については、若干補足をしなくてはいけないので、ご説明させていただきます。高

齢者対策について満足している県民の割合について、世論調査においては、「満足」「やや

満足」「不満」「やや不満」「わからない」という選択肢を設けていますが、回答に特徴があ

り、平成 26 年度の調査においては、「無回答」「どちらともいえない」「わからない」が 58.8%
となっております。高齢化が進み、高齢者も非常に増えており、県では 65 歳以上人口が４

人に１人、１０年後には３人に１人という状況ではありますが、高齢者と一緒に住まない

方や、高齢者と接しない方も実際増えております。その中で、「無回答」「どちらともいえ

ない」「わからない」という回答が非常に多いという状況です。平成 20 年当時は、全体の

8.6%の方が、「高齢者対策について満足」というお答えだったものが、26 年度は 15.5%と

伸びてはおりますが、最近の数年間で少し数値が落ちているという状況です。 
その一方で、「高齢者対策に対して不満」な方の割合について申し上げますと、その数字

は、20 年当時は 46.7%の方が「不満」というお答えだったのが、26 年度の数字を見ますと、

25.8%と、かなり低くなっています。したがって、長期的にみると、満足な方も若干減って

いるが、不満な方も激減しているということも少し認識しなければならないと考えており

ます。 
それから、目標設定については、目標を設定した平成 20 年当時の過去４年間の伸びを、

これからさらに高齢化が進む中でしっかりやっていかなくてはならないということで、満

足だと思う県民がこれまでの２倍の伸びで増えるという想定をしたため、35%という高い設

定で満足の数字を捉えたという状況です。 
目標についての状況と分析については以上です。 
それから、個々の事業について若干ご説明いたします。 
まず、取組１「特別養護老人ホーム等の施設整備」ですが、非常に重要でございます。

要介護３、あるいは５と、特に重くなればなるほど充実した施設での対応が必要になって

きますが、実は県内待機者が非常に多い状況にあり、それに対応していかなくてはなりま

せん。過去６年間の間に約 7,000 床増やしてきたところですが、実はこれについては、本

県では、他県よりも高い金額で１床あたり 400 万円という金額を提示して整備してきまし
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た。ただ、それでも目標に追いつかない状況でございますので、今年度以降につきまして

は 450 万円という高い金額に更に上げまして、ここ３年間の間にさらに約 6,000 床増やす

べく対応していくというのが、現在の私どもの計画でして、目標に届かないことについて

更に努力をしていきたいと思います。課題にありますとおり、いくつか最近の建設費の高

騰ですとか、人材の関係などがございますが、そういったものについても取り組みながら

対応をしていきたいと考えてございます。 
それから２点目の取組２でございます。こちらは、資料をお配りしたいと思いますが、「ち

ば SSK プロジェクト」についてはもしかするとわからない方もいらっしゃるかと思います

が、実は千葉の独特の制度であり、地域の見守りが重要だということで、地域で様々な協

力をしていただこうと、市町村の協力、それから民間の事業者にも協力いただこうという

ことで進めているものでございまして、目的にございますように、一人暮らしの高齢者の

方が孤立することなく暮らしていけるように、ネットワークを結んで協力していいこうと

いうものです。 
平成２３年、２４年、２５年につきましては、周知徹底、啓発にかなり力を入れまして、

テレビ等も活用しながら、啓発をしてきたところですが、だんだん定着してきまして、最

近町を歩きますと、例えばセブンイレブンに、資料の裏をご覧いただきたいのですが、千

葉ＳＳＫプロジェクトというのは「しない、させない、孤立化！」というのをアルファベ

ットにしたものでございますが、この看板が結構県内に広まっているところです。当初市

町村に協力頂きながら、まず取り組む市町村を増やしていこうというところだったのです

が、昨年度から新たな展開ということで、もう一度ちばＳＳＫの裏面、カラーではない方

にお戻りいただきまして、下の協定の締結ということで、セブンイレブン、あるいは郵便

関係、第一生命などと協定を結びまして、それぞれがお声がけであるとか、宅配のサービ

スですとか高齢者の見守りに協力していこうということで進めております。いずれに対し

ましても、まだ、全市町村までネットワーク広がっていないということでございますので、

お手元の資料の中では取組２の中で現在 39 市町村となっていますが、本年度も更に増やし

ていくということで進めているところでございます。 
それから、３点目ですが、これから認知症の患者、高齢者が非常に増えていきます。全

国で、10 年後には 700 万人、千葉県でも 27 万人と非常に多い数字になってくる中で、様々

な事業展開をしています。１つは、県民への周知徹底ということで啓発関係、それからや

はり、医療関係者の皆さんが認知症を詳しく知っているわけではないので、やはりそうい

ったものを詳しく研修の場で対応するということで、その１つがサポート医の関係です。

特に、地元で活躍される、かかりつけ医の方々の様々な認知症の相談に応じたり、あるい

は実際に現場に行って、これから取り組むべく認知症初期集中支援チームというのがある

のですが、これは、介護と医療のメンバーが一緒になって現場で認知症でお困りの方を見

ましたら、早期予防・早期発見をして、対応を早期にするというシステムをこれから全市

町村で展開していくのですが、その中にも、サポート医というのは非常に重要な役割を果

たしますので、一緒にチームを組むというメンバーでございますので、そのサポート医の

養成数を増やしていこうと取り組んでおり、これまで目標通り増えてきまして現在194名。
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本年度も更に 20 名の養成研修をすべく、今準備を進めているところでございます。こうい

った中、様々な高齢者施策については、財源も投じながら、また、組織的にも強化しなが

ら取り組んでいるところでございます、目標の関係は若干数値に対して低い状況にござい

ますが、先ほどの説明のような状況でございます。以上です。 
 
○坂野委員長 
 どうもありがとうございます。それでは続いて、「県経済の活力を生み出す産業の育成と

企業立地促進」についてご説明をお願いいたします。 

 
○産業振興課 
 それでは商工労働部産業振興課から、資料４－２によりご説明いたします。 

 今回ご説明する施策は、基本目標第Ⅲ項「経済の活性化と交流基盤の整備」の２番目の

政策分野「挑戦し続ける産業づくり」のうち、「県経済の活力を生み出す産業の育成と企業

立地促進」についてです。 

 この施策は、千葉の未来を支える成長分野の振興と企業立地の促進、県内企業による新

製品・新技術の開発などへの支援などにより、県経済の活力向上を図ろうとするものです。 

 まず、この施策の社会目標についてご説明させていただきます。１つは、県内製造品出

荷額等について、東日本大震災前の平成 22 年の 12 兆 3,805 億円を基準として増加を目指

すというものです。もう１つは、県内への企業立地件数について、平成 25 年から 28 年の

４年間の累計で、160 件を目指すというものです。 

 製造品出荷額につきましては、震災の影響などにより 23年度は減少しましたが、24 年度

は震災以前の水準まで回復し、25 年度はさらに増加しており、順調に推移していると考え

ています。製造品出荷額の動向は、経済社会情勢など様々な影響を受けますが、後ほどご

説明させていただきます京葉臨海コンビナート、健康長寿産業等をはじめとした「産業振

興ビジョン」に掲げた取組や、ものづくり基盤技術の高度化に向けた取組などにより、引

き続き増加傾向が維持されるよう、効果的な施策を実施していきたいと考えております。 

 また、県内への企業立地件数につきましても、25 年度は 54 件、26年度は 78件で、合計

で 132 件と、こちらも目標達成に向けて順調に推移しております。こちらの詳細は、後ほ

ど担当の企業立地課からご説明させていただきます。 

 次にこの施策における主な取組についてご説明させていただきます。総合計画では、資

料の右上にございますとおり、本施策について、５つの主な取組を掲げてございますが、

今回は、これらの取組の中から、「千葉の未来を支える産業の振興」、「ものづくり基盤技術

の高度化」、「戦略的企業誘致の推進」の３件についてご説明させていただきます。 

 まず、「千葉の未来を支える産業の振興」についてです。この取組につきましては、資料

の実施状況の欄にございますように、昨年３月に策定した「明日のちばを創る！産業振興

ビジョン」に基づき、取組の具体化を進めているところでございます。同ビジョンでは、

資料に記載のとおり、５つの施策の柱を掲げてございますが、今回はそのうち、「京葉臨海

コンビナートの競争力強化」と、「健康長寿産業の育成と振興」に関する取組についてご説
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明させていただきます。 

まず、「京葉臨海コンビナートの競争力強化」についてですが、京葉臨海コンビナートは、

本県全体の製造品出荷額の約６割を占めておりまして、本県経済を支える重要な地域であ

り、競争力の強化が、この施策の社会目標である県内製造品出荷額等の増加に大きく寄与

するものと考えております。平成 26 年度における取組としては、木更津南部地区・房総臨

海地区の２地区の工業用水料金等の引下げや、工場に一定の緑地面積率等の確保を義務付

けている緑化規制について、緑地面積率等の引下げを内容とする見直しなどを実施いたし

ました。 

 次に「健康長寿産業の育成と振興」についてですが、健康長寿産業は、今後成長が期待

される分野であり、将来に渡る本県経済の活性化のために重要になると考えています。ま

た、資料にもございますが、本取組の平成 26 年度の指標は、「ちば健康・医療ものづくり

ネットワーク推進協議会の設置」でございましたが、平成 26 年４月に県と支援機関からな

る組織を設置し、この組織を活用しながら、具体的な事業を展開しているところです。具

体的な事業内容ですが、まず、医療とものづくりの現場の双方を熟知した医工連携コーデ

ィネーターによる相談・アドバイスや新規参入支援のためのセミナーなどを実施し、もの

づくり中小企業の健康・医療分野への新規参入の促進を図っております。 

 また、県・国立がん研究センター・千葉大学・千葉県産業振興センターの４者が連携し

て、医師のニーズと中小企業のシーズを結び付ける場を提供するプロジェクトである

「C-square」を始動しております。このプロジェクトからは、数件の共同研究案件が既に

生まれているところでございます。 

 これら取組における課題ですが、「京葉臨海コンビナートの競争力強化」につきましては、

企業ニーズや他県の取組などを踏まえながら、新たな企業立地のみならず、立地企業が地

域へ定着して発展するための支援を一層充実させる必要があると考えております。 

 また、資料には、課題として千葉の未来を支える新たな成長産業の育成と振興や、地域

活性化を図るための起業家の増加に向けた支援に取り組む、と記載してございますが、健

康長寿産業について言いますと、多くの県内中小企業にとって、新しい挑戦的な取組とな

りますことから、県が仲介役となって、参入の敷居を下げるということ、また、先導的に

成功事例を作り出していくということが必要だと考えております。 

 続きまして、今後の取組方針ですが、「京葉臨海コンビナートの競争力強化」につきまし

ては、コンビナートの操業を確保するための人材育成や、規制緩和等に関する検討を進め

て行きたいと考えております。また、「健康長寿産業の育成と振興」につきましては、専門

人材の活用等を通じたものづくり中小企業の新規参入支援や、医療機関・大学・医療機器

メーカー等との接点を強め、医療機器開発の質と量の双方を高めて、より多くの共同研究

化・事業化を目指していきたいと考えております。 

 続きまして「ものづくり基盤技術の高度化」についてご説明いたします。 

 この施策は、技術相談や技術開発支援等の施策を通じて、県内ものづくり中小企業の技

術力向上等を図ろうとするものでございます。ものづくり中小企業の技術力向上は、この

施策の目標である県内製造品出荷額等の増加にもつながるものと考えております。 
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 主な取組の実施状況ですが、産業支援技術研究所や東葛テクノプラザ等の支援機関にお

きましては、金属・電子・化学・食品など幅広い分野の技術相談を受けているほか、4,129

件の依頼試験や、2,752 件の中小企業等による機器設備利用により、企業の製品開発や技術

的課題の解決を支援いたしました。 

 また、県内企業の持つ製品の市場競争力やブランド力を高めるデザイン活用の支援を行

うため、商品企画・販売促進のためのデザイン活用やデザイン活用事例等に関するセミナ

ーを計５回実施し、139 名の方にご参加いただいております。 

 また、デザイン活用のニーズのある事業者に対して、デザイナー等による協力のもと、

商品をブラッシュアップするための支援を行っております。 

 指標として、県関係技術支援機関の技術相談件数を 1,300 件とする目標を設定しており

ますが、平成 26 年度の実績は 1,380 件で、目標を達成することができております。 

 この取組における課題ですが、個々の企業が抱える課題が複雑化・高度化していること

から、企業に積極的に出向くなどして企業ニーズを的確に捉え、それに応えられるような

支援体制を整備していくことが必要だと考えています。 

 今後の取組方針につきましては、県内企業を積極的に訪問するなど、支援メニューの周

知や情報提供を行うことにより、支援機関の利用を促進してまいります。また、企業から

の技術相談の内容や業界の動きを引き続き把握することにより、企業ニーズを的確に捉え

てそれに応えられる支援体制を整備してまいります。 

次の、主な取組３の内容につきましては、企業立地課からご説明いたします。 

 

○企業立地課 

 企業立地課の稲生と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 私の方からは、今の施策の後段の部分になります、企業立地の促進についてご説明いた

します。この施策の方向性としまして、「新 輝け！元気プラン」においては、企業を誘致

することで雇用の場を確保し、地域経済を活性化するということを位置付けており、この

ために、取組として、「戦略的企業誘致の推進」を進めていくこととしております。 
２６年度の実施状況でございますが、まず企業の訪問活動についてです。これは、国内

外の企業（国内企業１万社、外資系企業２千社）に対して、千葉県内への投資に係るアン

ケート調査を昨年の６月に実施し、回答のあった企業について、訪問を行ってまいりまし

た。また、企業からの投資に係る電話相談（月 10 件～20 件ほど）や、金融機関からの企業

の投資状況の提供などもございます。こうした企業の訪問活動を実施していくことで、立

地につなげてまいりました。 
次に知事のトップセールスについては、知事自らが千葉県の投資環境を PR するものであ

り、昨年は７月１０日に東京で、９月９日に大阪で、企業の方が約２８０名参加して実施

したところでございます。 
また、企業立地につきましては「千葉県立地企業補助金制度」がございまして、昨年度

大幅な見直しを行っております。１つ目は、新規立地に係る対象要件を敷地面積が 1,000
㎡以上であれば補助できるように緩和した点、二つ目は千葉県に既に立地している企業が
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工場等を増設するなどの再投資を行う場合の新たな支援制度を創設したということがござ

います。昨年度はこういった補助制度の PR も積極的に行ってまいりました。 
こうしたことを踏まえ、数値目標ということで、企業訪問件数を掲げてございます。企

業誘致を行うための基本となる数値であり、昨年度は、目標 950 件のところ、実績は 1,322
件でした。数値は年々増加しておりますが、これは圏央道などの交通インフラの整備の進

展や、企業からの引き合いも増えている影響もございます。また、県としても、積極的な

誘致活動を進めていることも要因であろうと考えております。 
それから、一番上にあります社会目標については、県内への企業立地件数を掲げてござ

います。昨年度については、県として、1,322 件の企業訪問を行いまして、企業のニーズを

的確に把握するとともに、知事自ら県の魅力を PR するトップセールスなどを行った結果、

78 件の立地につながりました。25 年と比較しまして、24 件増加しました。 
この要因ですが、積極的な誘致活動の成果ということもあると考えておりますが、先ほ

ど交通インフラと申しましたように、アクアラインの利用料金の引き下げの継続や圏央道

の整備進展、成田空港の機能拡充と、県内の交通インフラの整備が進んでいるということ

も大きな影響があると考えております。 
また、見過ごすことができないのが、最近の経済情勢によるところもかなり大きいので

はないかと考えております。毎月報告されている経済情勢等を見ると、県内の経済情勢が

ゆるやかに回復しているという報告がこのところずっと続いており、これは、千葉県だけ

ではなくて、国の月例経済報告でも同様の傾向が出ております。こうした景気の回復が非

常に大きいということもこの立地件数で見て取れると考えております。 
次に課題ですが、今後立地が見込める成長分野の企業動向に注視して対応していくこと

が１つ、また立地件数が増えているということから、企業のニーズに応えられる用地が年々

減ってきているということがございます。 
こうした課題を踏まえました今後の方向性ですが、引き続き知事のトップセールスの実

施や、市町村や金融機関と連携した誘致活動を積極的に実施してまいります。 
また、用地の減少については、茂原市と袖ケ浦市の２つの市に工業団地を整備しており

ます。平成 29 年度に分譲開始の予定となっており、そういったスケジュールに沿って整備

を進めてまいります。 
また、工場跡地などの遊休地について、市町村だけでなく金融機関などから、こういっ

た遊休地情報の収集を強化し、最新の情報を企業に提供して、１件でも多く、県内での立

地に結び付けていこうと考えております。 
私の方からの企業立地の促進の後段の部分の施策についてのご説明は以上でございます。 

 
○坂野委員長 
どうもありがとうございました。２つ続けてご説明いただきました。 
皆様の方から、ご意見、質問等いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○宮入委員 
 ありがとうございました。 
 確認をさせていただきたいのですが、ただいまⅢ－２－①で「県経済の活性化を目指す

産業の育成と企業立地促進」の取組３つについてご説明がありましたが、この施策の中に

は５つの主な取組があり、そのうち、今ご説明のありました３つ、目標を達成している取

組を取り上げて、ご説明をいただいたという理解でよろしいですか。 
 他の２つは目標に届かずになっておりますが、今回は、達成した方のご説明をいただい

たということでしょうか。 
 
○政策室長 
 今回の各施策の取組につきましては、そのような基準では選択しておりません。基本的

に、社会目標に対して、より関連性が深いものを選択させていただいたところでございま

す。昨年度などですと、上から順にということでやっていたのですが、それですと社会目

標との因果関係など関連性がイメージしていただきにくいということで、どちらかと言う

と、今年度の評価の結果と言うよりも、因果関係が深いものから採択をさせていただいた

ということでございます。 
 
○坂野委員長 
 特に達成されている、されていないということではないのですね。 
 
○政策室長 
 取組レベルでは、そういうことではないです。 
 
○宮入委員 
 わかりました。そのような基準であると、他の２つの目標に届かずという取組について

は、特にこの社会目標、一番上のグラフを拝見しますと順調に右肩上がりにここ最近は行

っています、それに貢献したのが、この３つの取組です、という理解をさせていただけば

よろしいのですね。 
 
○政策室長 
 全てではございませんが、概ねそのようにご了解いただけるとありがたいです。 
 
○宮入委員 
 もう１つよろしいですか。先ほどの資料、一番最初の政策分野別概要資料の９ページの

施策１が今のご説明がありましたⅢ－２－①の施策ですね。ここの総括では、一部の進展

にとどまっていますという評価になった理由が、５つの取組のうちの３つ、今ご説明のあ

った３つは達成したけれども、２つは目標に届かなかったということで、トータルの評価

としては、一部の進展という評価になっていると思います。こちらの政策分野の概要資料
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の中では、総括をされて、評価が出ていますが、主な取組のところには評価が記載されて

いないので、この 600 ページ（資料２「平成２６年度千葉県総合計画進行管理票」）の中か

ら探して、ああそうだったのかということを確認したところです。このように、資料がつ

ながっている、整合があるのに、それぞれを見ないとわからないことがとても不便である

と思いましたので、もうちょっと工夫をしていただけると見やすくなるというのが１つ。 
それから、総合評価が一部の進展にとどまっていますという評価なので、やはりその原

因となった、届かなかったところが、社会目標と関連がどの程度あるのか、ないのかとい

うことも、自己評価をされた方がよろしいのではないかと思います。ただ、未達のところ

を見ますと、あと１件とか、惜しいという感じの未達が結構ございましたので、そのあた

りをご自分たちでどうのように考えていらっしゃるのかということも、聞かせていただけ

ると、さっきの原因分析につながるのではないかと思いました。できたところ、例えば、

企業訪問件数とかは素晴らしいと思ったのですが、民間で言えば、あと何件頑張ろうみた

いにすると達成できるところだと思います。モチベーションの高さを表していると思うの

ですが、努力をすると達成できるというものと、やってみたのだけれども、結果が出なか

ったというものは、先ほど、坂野委員長からご指摘がありましたように、質が違うのでは

ないかと思いました。もう少し、達成できていないところをおさえてみるということも、

大事ではないかなと思います。この資料のつながりと、それから見せるところと見せない

ところ、これでいうところの判断基準ということをお伺いしました。 
 

 
○坂野委員長 
 確認ですが、この施策概要資料というのは、これを公表することを前提としていると言

うより、今日のこの懇談会のために、施策を説明するための資料として用意していただい

たということでよろしいでしょうか。もちろん、この懇談会で出れば、公表の対象にはな

ると思うのですけれども。 
 
○政策室長 
資料４－２につきましては、基本的には、今日のご説明用に、このようなかたちで、そ

れぞれの担当課で取り組んで評価を行っているとご説明をするものです。ただ、今、委員

長からもお話をいただきましたように、会議資料自体は、トータルでホームページにアッ

プしますので、これは添付資料ということで、その中では、公開になります。 
 

○坂野委員長 
 今の、宮入委員のご意見は、そうは言っても取組が５つあるのだから、５つの話、全て

を聞けた方が良かったのではないかということだと思います。３つにしなければいけなか

った理由は、時間的制約と考えればよろしいのでしょうか。 
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○政策室長 
 ご指摘の通りで、今、反省をしております。ものによっては、５つ、６つと複数になり、

どこまでご披露をさせていただくか、時間の関係があることももちろんありますが、その

中で、私の方で、今回、一部の進展にとどまっている施策を選んだにもかかわらず、より

社会目標の方に観点が移ってしまい、私自身の判断ミスもあったかと思います。来年度以

降、そのあたりを踏まえまして、施策の方の資料も、総括の表記等、連携部分につきまし

ても再度考えさせていただきたいと思います。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございました。 
 
○益田委員 
もう既に宮入先生から指摘いただいた件と類似していますが、高齢者対策の方の資料を

拝見しまして、全ての施策を振り返った上での、社会指標との関係ではないと思いますが、

課長、室長から因果関係を見た上で、この３つの取組が社会目標の指標の数値と関連して

くるのではないかとの考えをお持ちだということを先ほどの説明で知りました。その上で

お伺いするのですが、主な取組が３点ありまして、そして３つとも大体目標値と実績値が

合っている。大体およそ達成していることが見えるのですが、であるにも関わらず社会目

標と実績値が極端に乖離しているというところは、分析するには大変興味深いと思います。

先ほどのお話にありました通り、社会目標とそれからそれぞれの施策との間には様々な要

因が影響して、必ずしも比例関係が成り立つわけではないということなのでしょうけれど

も、少なくともこの数字からみるとすごくギャップがあるところが非常に興味深いので、

その理由を考えることで何か得られることがあるのではないかなと思います。 
今現在のお考えをお伺いしたいのですけれども、この社会目標の数値と実績値との大き

な乖離はどんなところに理由があるとお考えでしょうか。例えば、社会目標の数値の取り

方をもう少し年齢別に取ると、違うものが見えてくるとか、社会目標のアンケート、世論

調査のデータ分析のところの出し方の問題なのか、それともそうではなくて、先ほどから

お話があるような様々な施策間の連携とか自治体の地方政府レベルでの連携であるとか、

民間との連携でとか、そのようなところにあるという分析なのか、現状認識をお伺いでき

ればと思います。 
 

○高齢者福祉課長 
 高齢者福祉課長の山口でございます。説明いたします。まず、先ほどもちょっと触れさ

せていただきましたが、実は、高齢者施策というのは、日々非常に県民の期待が高まって

おりまして、やはり、毎年毎年の中で期待に対してどれだけお応えできるのかというのが、

私どもはまだお応えしきれていないというのが１つでして、分析的にはそういった点が一

番大きく、乖離の原因ではないかというのが１つ。もう１つは、これはアンケートの取り

方にも関係すると思うのですが、満足というのを指標にした関係で、もう一度繰り返す形
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になってしまいますが、実は、高齢者福祉施策についての満足度を調査すると、26 年度で

は、全体で 58％の方が良く分からないという状況です。良く分からないというのは、たぶ

ん、あまり高齢者に接しない方も多くなっている中でということがあって、良くなってい

るか、悪くなっているか分からない。一方で満足について、全体として 15.5%という数字

なのですが、これが平成 20 年の時と比べると、実は満足度自体は、8.6%という数字から、

15.5%ですから、かなり上がっている。ところが、不満というのが実は平成 20 年当時は

46.7％でしたが、平成 26 年には 25.8％と、かなり激減している状況にあります。ですので、

こういったところをやはり考えていかなければいけないということと、もう１つ年齢の関

係がございましたので、65 歳以上の数字はどうかということで分析いたしますと、平成 26
年度の数字の満足している方というのは 65 歳以上では 21％でございます。従いまして、全

体の 15.5％を 5％以上も上回っている状況にございます。一方で不満のパーセンテージは

全体とほぼ同じくらいということでございます。ですので、多分 65 歳以上の高齢者の方は

一般の方よりは満足している人が多いという、そういった結果になっているというのがこ

の時のアンケート結果でございます。いずれにしても、満足度ということでやっています

ので、様々な事業展開、認知症高齢者施策、その他を進めまして、一人でも多く満足して

いただける方を増やしたいということで、今後とも取り組んでいきたいと思っております。

いずれにしても、世論調査については広報の方とまたよく相談していきたいと考えており

ます。 
 
○益田委員 
 ご説明ありがとうございます。ということは、この社会目標のところの書き方を今ご説

明いただいたような形で複眼的に見ていくともうちょっと違うように現状が見えてくると

いう理解でよろしいですか。 
 
○高齢者福祉課長 
 はい、その通りでございます。 
 
○益田委員 
 では、連携とか、そういったことが何らかの影響を及ぼしているということよりも、こ

の社会目標の見せ方に大きな課題があると考えているということでよろしいですか。 
 
○政策室長 
 目標に関しては、やはり満足度というものがありますし、成果指標的なものであったと

しても、見ていくことができると思います。そこをどれだけ細分化して総合計画の目標に

して見せていくのか、という部分におきましては色々な見方があっていいのかと思います。

見方があるというのは、これは私見なのかもしれませんが、高齢者施策というのは、いず

れ住んでいる方はもちろん高齢者になっていくのであって、なおかつ家族で抱えていらっ

しゃる方もおられます。そういった方々にも知っておいて、千葉県しっかりしているねと、
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地方創生の中で千葉県という地を選んでいただくにあたって、そういった面も含めて PR し

ていくという側面も１つ大事なのかなと考えております。今、仰られた点というのは、目

標は目標として、先ほどから、ご意見のありました課題と問題をどのように捉えるかとい

うこと、さらに分析を行って、それを問題なり課題と認識して取組に進んでいくことにつ

なげていくというのがまずは重要なのかなと。うまく説明できないのですが、社会目標を

見方によって細分化するのは、それはそれでわかりづらくなるので、その結果というもの

に対して、じゃあ何がいけないのか、そこからさらに分析して問題の方にアプローチして

いくということを今のところは考えています。そうは申し上げても、先ほどから、目標の

立て方というものが果たしてどうなのかという議論もあります。そういった点については、

また２年後に総合計画の見直し時期を迎えますので、ご意見等を踏まえながら、どういっ

た形が合うのか、それぞれの分野に対してどういう形が合うのかというものも勘案しまし

て、目標設定を考えてまいります。 
 
○坂野委員長 
 今との関連ですが、満足度というのは単なる満足度ではなくて、千葉のアイデンティテ

ィとか千葉のイメージとかいったことと捉えて、そういう政策的含意もあるという意味で

社会目標というのはおもしろい視点だと思います。この目標だけにとどまらず、主観指標

一般について言える話なので、次の総合計画を立てた時に主観指標をどういう位置付けに

するか、もう一回整理して、そういう視点もあるのだということを明確にするのも重要な

ことだと今の話を聞いていてわかりました。 
それともう１つは、満足度という指標は、サービスのクオリティをどのように測るかと

いう研究があるのですが、その中で言われていることは、サービスクオリティというのは

１つは機能的側面や道具的な側面と、もう１つは関係性というリレーショナルな側面の２

つがあってサービスの質というのが評価される議論があります。それで、ここでいう道具

的ファンクショナルな部分、道具的な部分はどこに来るかというと、例えば特別養護老人

ホームのニーズがあって、本当にニーズを満たしているか、いないかというのはファンク

ショナルな部分に入ると思います。で、問題なのは、何万床作りましたが、待機高齢者が

多ければ、当然不満は多くなります。なので、どのくらいニーズがあって、そのニーズを

どのくらい満たしているかというのが、主観的な意味の満足度と関係してくる部分だと思

います。もう１つリレーショナルな部分というのは、そうは言っても県として政策をどの

ように打ち出していくかという、まさにパブリックリレーションズの部分であって、そこ

の部分がうまくいっていなければ、道具的な部分がうまくいっても、評価は低くなるかも

しれない。その２つの部分を合わせて、満足度が出てくると一般的には言えると思います。 
あともう１つ満足度に関する研究で言うと、生活満足度というのは、実は、なかなか高

まる要因が分かっていません。それはなぜかというと不満が減ると、満足度が高まるかと

いうと、決してそうじゃない。さきほどの不満は減っているが、満足度は上がらないとい

う現象は、満足度に比較的普通に見られる現象で、満足度を高めていくためには、一般的

なサービスの質ではなくて個別的にその人に対応するというリレーショナルな部分も大切
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だと言われていますが、そういうものが県の施策としてどこまでできるか、市レベルだと

個人個人の個別の対応のリレーショナルな部分は、PR 以外の部分として、上げていくこと

ができると思いますが、そうではなく、県の施策でそこまで踏み込むことは大変だと思い

ますので、そういった研究も指標設定の時に少し参考にするといいのではないでしょうか。 
 他には何かありますか。 
 
○佐藤委員 
 満足度の指標の話が出たので、加えてお話させていいただきたいと思うのですが、満足

度指標というものは、主観指標なので、これ単独で施策の成果を判定するというのは大変

危険であるという点が一点。できれば次回改定されるときは、客観指標を付け加えて両方

で見ていくということをやられた方がいいのではないかと思います。色々な評価の研究の

中でも考え方に違いがあるかもしれませんが、満足度は、私は成果指標ではないと考えて

おります。行政（千葉県）の行った施策に対する成果の価値判断が満足度でありますので、

そこは分けて考えた方がよいのではないでしょうか。つまり、行政、県が色々な取組をや

って、頑張って、成果を上げたけれども、だからといって満足度がパラレルに上がるとは

限らないという逆の現象もあり得るのだということなので、ここは少し注意して見た方が、

指標の値を見誤るということは少ないと思います。そうは言っても、これを社会目標とし

て置いている以上、先ほど申し上げましたように、なぜ、不満の割合が激減しているのに

も関わらず、満足度が上がらないのか、横ばい、低調気味であるのか、この点についての

要因分析というものが求められると思います。これは、自己評価ですし、職員による評価

ということで、実務上、これまでの職務経験であるとか、勘といいますか、そういったも

のを基に、どこに問題があるのかという仮説を立ててみるということになるわけです。こ

れは、当事者、実際に行政を運営していないと見えてこない。我々のような外部の人間で

はわからないので、是非ともそういった形で仮説を立て、取組につなげていく形で、PDCA
サイクルを回していくと良いと思います。 
それから、もう少し満足度指標についてお話しすると、私も他県で政策評価委員をして

おりまして、そこの県と千葉県とを比較してしまうのですが、そこがいいとか、悪いとか

ではなく、こんなことをやっていますよということで情報提供をしたいと思うのです。も

う１つの県で関わっている政策評価の活用法の１つとして、やはり県民満足度調査という

のを施策別にやっています。基本的に全ての施策の満足度を世論調査で行っています。先

ほど政策室長のお話にありましたけれども、要因分析にどうつなげていくのかというとこ

ろで、せっかくアンケート調査を時間かけて、お金をかけてやるわけですから、それをそ

のまま放っておくのはもったいない。他県では、例えば年齢別にクロス分析をしたりであ

るとか、県ですから広域ですので地域別にさらにクロス分析をかけてみたりして、そうす

ると、なぜ、昨年度、一昨年度から数字が下がっているのかとか、平均値を押し下げてい

る要因がどこにあるのかというのが見えてきたりすることも多々ある。そうすると具体的

な対策につなげていくこともできますので、今回、資料４－１というのは紙面の都合上、

そこまで詳しくは書けないのですけれども、ぜひ次の課題出しに行くところの過程で、そ
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ういった分析を加えてみるのも良いのではと思いました。 
高齢者福祉の場合、社会目標の満足度が徐々に減ったり、横ばいになっているのはなぜ

なのだろうかというところをお聞きしたいのですけれども、どういうふうに捉えられてい

るのか、担当の方からお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 
 

○高齢者福祉課長 
 一番大きいのはやはり高齢者が非常に増える中で、高齢者施策に対する、県、あるいは

市町村に対する期待というのが本当に年々高まっているというのが一番大きな理由である

と分析しています。当然ですけれども、高齢者施策に関しては県も力を入れて、組織改編

をしたりとか、あるいは、そういった認知症のための組織を作ったりしながら、様々取り

組んでおります。市町村の方も、実は今まで市町村の中での高齢者施策といってもなかな

か具体的な施策というのは通常の介護保険の関係であるとか様々な事業で、手が伸ばせな

い部分があったのですが、そのあたりを地域包括ケアを地域でつくって、これは全国、そ

して千葉県を含めた施策になっているのですが、地域で介護士が不足する中で、単なる施

設だけでなくて住民自らが支えていかなければいけないと動き出しています。それともう

１つは、医療介護の連携の関係で申し上げますと市町村レベルでは、医療との連携が手薄

な部分があったので 県が支援をしていかなければならないだろうと、そういった新たな

取組もしております。いずれにしましても、住民・県民の高い期待に応えるべく、新規事

業も含めて色々なことをこれから取り組んでいくという状況に今なっています。 
 
○佐藤委員 
 はい、ありがとうございます。先ほど、問題と課題のお話をさせていただいて、課題の

前に問題があるいうこと指摘させていただいたのですが、ここで具体的にこの高齢者福祉

の施策の資料４－１Ａ３横がありますが、これの主な取組１つ目の「高齢期に向けた住ま

いの充実と多機能化の推進」のところで、そこの中の課題が２行にわたって書いてあり、

ここはむしろ問題が書いてあります。「建築工事費の高騰に伴う設置者の負担増により、整

備の遅延が懸念される」という問題がちゃんと書いてあります。実は逆に資料４－２の方

は、あまり問題らしきことが書いておらず、課題が書いてある。そのため、何が問題かが

不明瞭であると思います。この高齢者福祉の主な取組の１の場合、どのように書けばより

外部の人から見てわかりやすくなるのかというと、個票を見れば分かると思うのですが、

資料４－１とか４－２をメインで議論しておりますので、お話させていただきますが、「建

築工事費の高騰に伴う設置者の負担増により、整備の遅延が懸念されます」とここまでが

問題です。例えば「そこで設置者の負担増をいかに軽減するのかが課題です」というふう

にしていただくと、これが今の課題なのかなとわかりますし、さらにそれに対して今後の

取組方針のところで、実際に「国に要望」あるいは「財源確保に向けた取組や検討を行い

ます」となっていますので、そうすると、すーっとロジックが流れていくと思います。同

じようにして他の取組のところでもそのように表現されていると、見る側にとっては、優

しいのかなと思いました。情報提供というかご助言ということです。 
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○坂野委員長 
 助言ということですね。 
 いかがでしょうか。他にありますでしょうか。あと時間が１分になってしまったのです

が、産業の方についてはあまり議論がなかったのですが、指標について少しだけ私が感じ

たことをお話させていただくと、製品の出荷額だとか、企業の立地件数はベーシックな数

値なので、これが低くてはまずいというのはその通りですが、必ずしも政策、産業の育成

と企業の立地の促進を考えた時に政策の具体的内容をメッセージとして発信しているもの

にはなっていなくて、下の方を読むと、例えば、「健康長寿産業の育成」ということがある

ので、社会目標としてはこれでもいいのかなという気がしますが、もう少し政策の目標を、

目指すものが分かるような形のサブ指標のようなものを設定した方が、千葉独自の政策の

達成度が分かるので工夫の余地があると思います。 
 
○宮入委員 
 そこでまた蒸し返すような話ですが、先ほど載っていなかった二つの取組というのが、

ベンチャー企業の支援強化とか、イノベーションの促進ですよね。本来なら活力を生み出

すとか、産業育成というと新しいものが生まれてくるとか、イノベーションが起きていく

ということが、どんどん増えてきたということだと活力が生み出されているかなというイ

メージもありますので、本当に、あと１件とか２件とか惜しいところではありますが、そ

こをもっと強化していくことが課題なのかと拝見しております。 
 
○坂野委員長 
 よろしいでしょうか。ほぼ予定している時間になりましたので、何か皆さんに一言ずつ

というのはなしでよろしいですか。もし、最後に一言総括して言いたいことがあればどう

ぞ。 
 
○宮入委員 
 先ほどの満足度のお話なのですけれども、佐藤先生が仰いましたように、満足度という

のはある一定基準を満たすと、また期待が高まって、当たり前になります。ですから、こ

の 35％、倍になるのはかなり苦しいかなという気がします。見直しできないのかもしれな

いのですけれども、やはり満足度を何で上げていくかということです。坂野先生とは分野

が違うのですが、衛生要因のような物理的なものを上げていくのは限界があるので、動機

づけ要因のところをどうやって作り上げていくのか。人を養成していく、何かあった時に

すぐに来てくれるのが増えてきたとか、そういう目に見える行動でもって満足度を上げて

いくことも結構重要なのかなと思います。大変ですよね。 
 
○高齢者福祉課長 
 いずれにせよ目標を設定している以上、それに向かっていかなければいけないというこ
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とです。それと市町村の方にもこれから出張っていこうという考え方を今持っています。

そうして、福祉分野、市町村との関係が少ないですが、出張っていく中で県民とも接する

機会を多くして、ご理解いただこうと、そういうふうに思っております。ありがとうござ

います。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございます。まだまだ議論をしていると、指標のことは尽きないとは思うの

ですが、一応時間になりましたのでこれで懇談会は終了にしたいと思います。 
 長年にわたって蓄積があって色々な議論ができるようになってきたと思いますが、最終

的にはこれが県民の目に触れて、県民の方がこれを見て、県政について何か言えるし、言

いたくなるというメッセージが発信できるというものが望ましいのではないかと思います

ので、ぜひそういうものに向けて改善していただけたらなと思います。 
長時間ありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。 
 
 

４ 閉会 
 
○政策室長 
 それでは、委員の皆様には長時間にわたりまして、多岐にわたるご意見を頂戴いたしま

して、ありがとうございました。 
 １つとしては、概要版につきましては、今年度中、早急に修正等させていただきたいと

思います。また、評価の仕方、特に問題・課題の整理、それからその動機付け、こう言っ

た点につきましては、大元の様式の方から少し工夫をしまして、できる限り改善の方に努

めてまいりたいと考えております。 
 また、目標についても、色々なご指摘やご意見をいただきました。社会目標について見

直し作業と言うものを徐々に始めて行く必要がありますので、今日いただいたご意見をま

た参考にさせていただきながら、庁内の方で、良く検討させていただきたいと考えており

ます。 
 本日は、どうも長い時間、ありがとうございました。 
 
 


