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平成２５年度 第１回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２５年７月２５日（木） 

                            午後２時から 

                        場所：プラザ菜の花 大会議室 「菜の花」 

 

１．開会 

○冨塚政策室長 

  皆様、本日は、御忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。ただいまより平成 

２５年度第１回千葉県総合計画の進行管理に関する有識者懇談会を始めさせていただきます。 

はじめに、千葉県 森田知事より御挨拶を申し上げます。 

 

○森田知事 

  今日は本当に御暑い中、御多忙な中、御出席を賜りまして心から厚く御礼申し上げます。着

席にて失礼させていただきます。 

  平成２２年３月に策定した総合計画「輝け！ちば元気プラン」については、当懇談会の委員

の皆様の御意見を伺いながら、毎年度、施策の実施状況や達成度などを分析し、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ったところでございます。 

  この計画も昨年度末をもって、３年間の実施計画期間が終了したことから、現在、次期計画

の策定を進めているところでございますが、これまでの評価結果を次の計画につなげていくた

めにも、もう１つの区切りとして、これまでの３年間の取組を総括する必要があると思ってい

るところでございます。 

  本日は、各政策分野の３年間の評価結果について御報告し、委員の皆様から御意見を賜りた

いと、そのように考えております。 

  そして、いただいた御意見をもとに、さらなる施策の改善に努め、県民の皆様に「千葉に生

まれ、千葉に住み、本当に良かった」と心から“誇り”と“自信”を持っていただける「日本

一、光輝く千葉県」の実現に向けて、全力で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。 

 

○冨塚政策室長 

  それでは、続きまして、当懇談会の委員長でございます森田委員長から御挨拶をいたします。 

 

○森田委員長 

  宜しくお願いいたします。参議院選挙も終わりまして、このような結果になり、衆参のねじ

れも解消しました。これからは、今までと違った形で国も地方も局面が展開していくのだと思

っております。 
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これからは、選挙もすぐにはないだろうということで、少し腰を据えて政策に取り組む期

間になるのかなと思います。 

  我が国でも千葉県も、高齢化を迎え、また厳しい財政状況にあるわけですが、その中で限ら

れた資源をいかに有効に使って政策の効果を打ち出していくか、そのためには知事も触れられ

ましたが、事前にしっかりした計画を立てるということと、計画をレビューしていくことが大

切ではないかと思います。この懇談会が少しでもそのお役に立てれば大変喜ばしいことです。 

 

○冨塚政策室長 

  ありがとうございます。本日は森田委員長をはじめ、坂野委員、佐藤委員、宮入委員の４名

の委員の皆様に御出席頂いております。木村委員につきましては、御欠席のご連絡を頂いてお

ります。それでは、大変申し訳ございませんが、知事は所用により、これで退席をさせていた

だきます。 

 

○冨塚政策室長 

  それでは、議事に入ります前にいくつか事務連絡をさせて頂きます。はじめに本日の会議で

ございますが、千葉県情報公開条例第２７条の３の規定により公開とし、一般傍聴を認めてい

ることを御報告いたします。本日の会議の議事録につきましては、後日事務局で作成いたしま

して、委員の皆様に御確認いただいた後、県ＨＰに掲載いたしますので、その旨御了解いただ

きます。   

それから、本日報道関係の皆様には、カメラの撮影は冒頭のみとさせていただいておりま

すので、これにて終了とさせていただきます。 

  それでは、本日会議の資料がたくさんございますので、はじめに会議の資料の御確認をいた

だきたいと思います。 

  本日の会議の次第が一番上にございますが、こちらはホチキス止めとなっておりますが、座

席表と委員の皆様の名簿と、本日出席の職員の名簿がございます。 

  続いて、会議の資料の方でございます。資料１として、「平成２４年度輝け！ちば元気プラ

ン進行管理の概要」（Ａ４縦のものでございます）。次にＡ３版で、資料２－１「平成２４年度

政策分野別概要資料」というものがございます。その下に、またＡ４版の資料になりまして、

「輝け！ちば元気プラン計画の指標の達成状況」（資料の２－２）というのがございます。そ

の下に資料４といたしまして、「事業整理票 ２４年度事業費一覧」というものがございます。

一番下にＡ３の大きなものでございますが、右肩に資料５と書きまして、資料のタイトルがな

いのですが、「資料１－１－②災害に強い県づくりの推進」と書いてございます。これは後ほ

ど担当課から事例発表する際の資料でございます。それと別に、右の方に黒いひもで綴じまし

た冊子状の「平成２４年度千葉県総合計画進行管理票」、こちらは、全ての取組の個票でござ

います。その他に参考の資料としまして、「２４年度行政活動目標の一覧」、資料２としまして

「総括の判断基準」、最後に「進行管理の要綱」を用意させて頂いております。よろしくお願
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いいたします。 

 資料の方ですが、不足等はございませんでしょうか。ありがとうございました。 

  それでは、ただいまから、議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、運営

要領により森田委員長にお願いいたします。 

 

○森田委員長 

  ありがとうございました。それでは、議事に入ります。本日は「平成２４年度の進行管理及

び平成２２年度からの３年間の総括について」を議題といたしております。 

  次第に従いまして、まず、はじめに全体の概要及び政策分野別の概要について事務局から御

説明願います。 

 

○今泉政策企画課長 

  県政策企画課長の今泉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。失礼して着席で説

明させて頂きます。 

  先ほど知事の挨拶にもありましたように、本日は２４年度の評価結果と２２年度から２４年

度までの３か年の取組結果の総括について説明させていただきます。 

  まず２４年度千葉県総合計画進行管理の全体の概要について御説明いたします。お手元の

「資料１ 平成２４年度輝け！ちば元気プラン進行管理の概要」という資料がございますので

こちらをご覧いただきたいと思います。まず「１」としまして、「総合計画の事業費」につい

てでございますが、表をご覧いただきますと左から大項目である３つの基本目標、中項目であ

る１０の政策分野が並び、政策分野ごとに当初予算額、補正・前年度からの繰越額等を含んだ

最終予算額である予算現額、それから決算見込額、執行率が記載されております。 

  表の一番下の段に合計額がございますが、当初予算５，２９７億７，５１０万２千円、予算

現額６，５３８億５，５２９万６千円、決算見込額は４，８７９億８８９万９千円になってお

ります。 

  この予算額と決算見込額について、若干留意すべき点がございますので補足いたします。 

  まず、これらの額は総合計画に位置付けられた事業費の合計額でございまして、県のすべて

の事業を対象にしているわけではないことを御了解いただきたいと思います。また、複数の政

策分野にまたがる事業につきましては、再掲事業として複数箇所で計上されているものがあり

ますので、計画事業費の純計とは異なっております。この点も御留意いただきたいと思います。 

  表に戻りますと、合計の一番右の執行率が、上段が７４．６％であり、これは表に記載され

ている決算見込額を予算現額で除したものになります。ここには次年度（２５年度）への繰越

額が含まれております。予算現額から２５年度への繰越分を除き、純粋に２４年度執行分の予

算と決算見込額で比べますと、＜＞内の８８．１％という数字になっております。 

  次に、１ページめくっていただきまして、「２ 施策の達成状況」を御説明させていただきま

す。 
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  表は左から「基本目標」「政策分野」「施策」と並んでおります。「施策」は全部で３５ござ

います。施策ごとに施策の総括の欄に２２年度から２４年度の各年度の状況を「進展」」「概ね

進展」「一部の進展」という３段階で表示しております。 

  毎年度、この区分で表示しておりますので、区分の判断基準の説明は省略させていただきま

すが、表の一番右側の「主な取組の実施状況」という欄がございますが、こちらのとおり、各

施策の下に位置付けられている主な取組の目標の達成状況を３段階で評価しまして、その積み

上げで施策の進展状況を判断しております。なお、この判断の基準につきましては、「参考資

料２」としてお配りしているところでございます。 

  表の一番下の段になりまして、３５施策の達成状況をまとめております。一番下をご覧いた

だきますと、２２年度から２４年度までの３年間の施策の達成状況で、「進展」又は「概ね進

展」が合わせて２４年度は２５施策で、これは全体の７１．４％になります。 

  ３年間を通じて、「進展」又は「概ね進展」の施策は７割を超えていまして、施策は概ね順

調に進展したと考えております。 

  昨年度との比較では、「進展」又は「概ね進展」の施策が、昨年度２６でしたので、今年度

２５ということで、１つ減少して、全体の割合では約３ポイント落ちたことになりますが、こ

れはブルーの網掛けの部分というのは、前年度よりランクダウンしたものということで、オレ

ンジが前年度よりランクアップしたものですが、オレンジよりも青い方が一つ多いということ

でトータルとして１つランクダウンしたことになります。 

  施策の進展状況は、表の右側の主な取組の実施状況の積み上げで判定しますので、ランクダ

ウンした施策については、それぞれの施策を構成する主な取組みの中に震災の影響が残ったと

考えられるものや、主な取組のアウトプット指標である行政活動目標や補助指標の目標につい

て、年度ごとに、より高い目標値の設定をしたため、前年度に比べると進捗していても目標値

まで届かなかったというものが含まれていたことなどが原因であると考えられます。 

  次に政策分野ごとに２４年度の取組結果と３年間の総括を御説明いたします。資料の「２－

１」という横長の資料をご覧いただきたいと思います。まず、」「資料２－１」の構成について

御説明いたします。「資料２－１」は１０の政策分野ごとに２４年度の概要と同じ政策分野の

３か年の総括と１枚ずつ組み合わせてまとめております。例えば、「資料２―１」の１ページ

目が、左の上の方に基本目標と政策分野と書いてございますが、政策分野で言いますと、「安

全で安心して暮らせる社会づくり」ということになりますが、同じ分野の３年間の総括が次の

ページに書いてあるということで御了解いただきたいと思います。 

  以下施策が１０個ありますが、全て同じ構成になっています。 

  それでは１ページ目に戻りますが「安全で安心して暮らせる社会づくり」の２４年度の概要

を御説明いたします。２４年度の概要につきましては、分野ごとの計画の指標の進展状況、各

施策の２４年度の取組実施状況を通じて浮き彫りとなった課題について整理し、課題の改善に

向けた今後の取組を示しております。 

この政策分野は、県民の不安を解消し、日々安心して生活が送れるよう、災害に強く、事
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件や事故に遭わない安全に暮らせる社会づくりを進めるものです。上段の黄色い枠の中の一

番右の２４年度のまとめをご覧いただきたいと思います。この欄ですが、左に６つのグラフ

があります。ここでそれぞれ、刑法犯認知件数であるとか自主防犯団体の数であるとか、交

通事故死者数であるとか、こういった指標を掲げているところでございますが、この分野に

掲げた６つ社会目標のうち、４つが目標を達成し、残る２つについても順調に推移しており

ます。 

  また、この分野に位置付けられた５つの施策、これは下の段の水色の枠で囲った部分ですが、

このうち４つの施策は進展が図られ、概ね良好な進捗状況と考えております。 

  全体としましては、今後は、東日本大震災の経験を踏まえ、大規模災害に備えて、「自助・

共助・公助」が一体となった県内全域の防災力の向上、犯罪の起こりにくい安全で安心して暮

らせる社会づくりに向けた取組みを推進します、というようにまとめております。 

  次に下の段の①というところをご覧いただきたいのですが、「犯罪の起こりにくいまちづく

りの推進」でございます。枠の中の上段の表のとおり、この施策の元に位置付けられている主

な取組のうち、８つが目標を達成、残る１つも概ね達成という状況でございます。 

  ２４年度の取組といたしましては、１つ目として、トップリーダー養成講座の開催、２つ目

として、移動交番車の活用が挙げられています。課題といたしましては、１つ目として、防犯

ボランティアの育成が求められていること、２つ目として、振り込め詐欺犯罪発生件数は減少

したものの被害額が増加したこと、また、ひったくり発生件数が増加し、深刻な状況にあるこ

とでございます。 

  そこで今後の取組みとして、大学等での広報を通じて、次世代を担う防犯ボランティアの育

成に取り組むほか、各団体、市町村、警察等と連携し、安全で安心なまちづくりを進めます。

特に振り込め詐欺の撲滅対策及びひったくりの防止対策に取り組んでまいります。 

  次に２ページをご覧いただきたいと思います。２ページですが、この計画分野の３か年の総

括としてまとめた資料でございますが、３か年の総括につきましては、各施策の３年間の主な

成果、３年間を通じて明らかになった課題を整理しまして、さらに次の総合計画にどのように

活かすか、改善してつなげていくか、このような趣旨で次期計画への反映という欄を設けてご

ざいます。 

  時間の関係もございますので、ここでは、各施策ごとの説明は省略いたしますが、左から３

列目に政策分野の総括（まとめ）という欄がございます。こちらの方を説明させていただきま

す。 

  「安全で安心して暮らせる社会づくり」の政策分野では、災害に強く、事件や事故に遭わな

い安全に暮らせる社会づくりに取り組んできました。 

  防災の分野においては、橋梁の耐震化など社会資本の整備を進めましたが、平成２２年３月 

１１日に発生した東日本大震災は本県においても死者２２名の人的被害や液状化による被害

をもたらすなど、防災対策に係る多くの課題を浮き彫りにしました。 

  また、昨年度実施した「県政に関する世論調査」では、「災害から県民を守る」の項目が県
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民の要望事項の第一位となっておりまして、防災については、非常に県民の関心が高い事項と

言えます。 

  今後は、震災からの復旧・復興に引き続き取り組むとともに、近い将来に発生が予測される

大規模地震に備え、被害を最小限にとどめるため、社会資本の一層の整備を進めるとともに、

「自助・共助・公助」が一体となって地域防災力の向上を図ることが必要です。 

  そこで、防災分野においては、右側の施策項目②「災害に強い県づくりの推進」の【次期計

画への反映】に記載しておりますとおり、自主防災組織の育成強化や防災教育の推進、災害時

の道路ネットワーク強化等を進めていくこととしています。 

  以上が政策分野についてのまとめでございます。 

 次のページ以降は、また違う政策分野について同様にまとめておりますが、時間の関係も

ございますし、事前に資料もお送りさせて頂いておりますので、説明につきましては割愛さ

せていただきたいと思います。 

  なお、一番最後のページをご覧いただきたいと思います。２１ページになりますが、総合計

画の第４章にあたる「計画の推進にあたって」ということで、これについて御説明させていた

だきます。この計画の「計画の推進にあたって」については、各分野の施策を推進するための

分野横断的な基本となる取組についてまとめたものですので、ここは３年間の総括というまと

めではなく、単年度２４年度の概要１枚のみとなっております。 

 右上の２４年度のまとめの欄をご覧いただきたいと思いますが、総合計画第４章に掲げた３つ

の社会目標のうち。「県・市町村と市民活動団体との協働事業の件数」及び「ブロードバンド

の世帯普及率」は目標を達成しましたが、「県の審議会等における女性委員の比率」は目標と

の乖離が大きく、今後、一層の取組が必要です。 

  また、市町村の自主性・自立性の向上と連携強化、自治体間の広域的な連携、地方分権の推

進につきましては、それぞれの課題を踏まえ関係団体との連携を密にして取組を推進していき

ます。 

  次に下の段のチームスピリットの発揮の欄をご覧頂きたいと思います。①のこれは上段のグ

ラフの左にある指標「県・市町村と市民活動団体との協働事業の件数」と関連しておりますが 

「２４年度の実施状況」（１）にありますとおり、地域課題解決モデル事業の実施により、地

域における様々な主体が連携・協力し合い地域の課題を解決していくためのネットワークが

形成されつつあります。 

 課題としましては、地域の課題解決力を高めていくため、引き続き団体の活動基盤の整備

や地域の課題解決に向けた連携・協働を促進する支援が必要です。 

  今後の取組として、様々な主体の分野を超えた連携・協働の場づくりのためのモデル事業や、

市町村と市民活動団体との連携を促進するための意見交換会等を行います。 

  こういったように、これはサンプルとしてですが、このような形でまとめております。 

次に資料の「２－２」をご覧いただきたいと思います。（Ａ４の縦長の資料で指標が多く載

った資料です。）これは全部で４４ある計画の指標（社会目標）でございますが、この達成状
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況又は進捗状況について整理し、まとめたものでございます。施策の実施状況とあわせて目

標と実績との乖離状況について可能な限り分析を行っております。２４年度数値について未

判明の資料もありますが、半数以上が目標を達成又は目標に近づいている状況でありまして、

概ね良好に進捗していると考えております。 

  全体の概要及び政策分野別の概要の説明につきましては、以上でございます。どうぞ宜しく

お願いいたします。 

 

○森田委員長 

  ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から全体の概要及び政策分野別資料の

概要の説明がございましたが、何かこれについて御意見ありますか。御発言をお願いします。 

 

○佐藤委員 

  佐藤でございます。まずは膨大・詳細な資料を作られたことをお疲れ様でしたと申し上げま

す。その上で、質問ですが、もっとこういった観点で少し改良を加えると更に素晴らしいもの

になるのではないかという視点で質問させていただきます。大きく３つあります。 

  １つは資料１の２ページをご覧いただきたいと思います。「施策の達成状況」の表がござい

まして、この表の右側に主な取組の実施状況の数があり、「目標達成」・「概ね達成」・「届いて

いない」、の３段階でそれぞれの取組の数が示されていますが、これを見たときに、例えば、

３５ある施策の中で目標に届いていないというところに着目をして、３年間、例えば、目標に

届いていないという施策が、何個かあるのですが、これを構成する目標に届かなかった主な取

組が、例えば、過去３か年見てみた場合や２年連続目標に届かなかった、あるいは３年連続目

標に届かなかった主な取組があるのか、又は、無いのか。あるとしたら、どの程度あるのか。   

過去の資料も全て見れば分かると思うのですが。仮にあるのだとすると、どうしてこの取

組が目標に届かなかったのか。何らかの問題があるのか。傾向や特徴があるのかどうか。こ

れについて、どのように分析をされているのか。 

  ２つ目は、１点目に関連する内容ですが、目標に届かなかったという取組の要因が評価シー

トや資料の中からは、読み取りづらいといいますか、内容は、課題の中に盛り込まれていると

思うのですが、読み手である県民の皆さんの視点を入れると読み取りやすくなるのではないか

と思います。 

  ３つ目は、「資料２－１」（Ａ３横資料）、平成２４年度政策分野別概要資料、３ページ、「課

題」の項目に記載されている内容と、「今後の取組」に書かれている内容を見比べた場合に、

内容的に同じようなことが書かれているものが非常に多い。例えば、３ページの「安心で質の

高い医療サービスの提供」で「課題」の（１）と「今後の取組」の（１）や同じように（２）

を見比べてみると、本来は、「課題」の方が抽象的で、「今後の取組」の方が具体的な内容にな

るはずですが、「課題」の（２）、「今後の取組」（２）で、「課題」の方が記載量が多いなど、

こういった点が結構見受けられます。 
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  今後、「課題」と「今後の取組」を少し整理した方が読みやすくなると思います。以上でご

ざいます。 

 

○森田委員長 

  ありがとうございました。これは、一問一答でお答えいただけますか？ 

 

○今泉政策企画課長 

  はじめに、連続して目標に届いていない取組があるのかということですが、これについては、

手元に資料がございませんので３年間どうだったかについては、１個ずつ見ないと分かりませ

んので、連続という部分については申し訳ありませんが分かりません。しかしながら、主な取

組で「目標に届いていない」ものについては、色々と確かに理由がありまして、そのうちのい

くつか御紹介させていただきますと、例えば、指標的なものになりますが、「食品衛生監視指

導」といった場合に、これをどういうやり方でやっていくか、目標としては件数を掲げていま

すが、この件数が若干落ちたというのがあります。この理由については、例えば効率よく実施

するために、大規模施設での監視指導を重点化した際、監視の件数としては減ってしまうが、

多分、効果としては、こちらの方があるのではないかと思われます。こういったことがまず１

点挙げられます。 

  また、臨床研修医の充足率といった場合、なかなか難しい問題ですが、募集人員に対して採

用率は、なかなか努力してもうまくいかなかったというのがあります。それから、ランクが落

ちたものとして、中小企業の経営基盤強化のための窓口相談については、大震災があり、復興

関係の相談を２３年度やっていたが、２４年度になりピークも過ぎ、だんだん数字として落ち

てきたというのもあります。そういったところで、何らかの理由があるのだが、もともと設定

した指標が、そもそも間違っていたというようなものでもなく、色々と事情があり、前向きに

取り組んだが数字としては色々な事情があり落ちているということで御理解いただければ非

常にありがたいと思います。それぞれの今の要因については、現在の資料の中からは、なかな

か読みにくいというのもあります。お手元の厚い方の資料にはある程度書いてありますが、こ

れを県民の皆さまに読んで頂いて探してください、というのも難しいので、これについては、

届かなかった部分については、何らかの説明ができるようにしておいた方が良いと我々も思っ

ています。 

  それから、「資料２－１」の「課題」と「今後の取組」の関係ですが、確かに、書きぶりと

しては、はっきり申しますと、まだ完成形と言えないかもしれませんが、例えば、「○○が課

題です」「○○の改善を目指します」では、本当の課題が見えにくく、ここに疑問を持たれる

と思います。今後、なるべく理解していただけるような具体的な書き方を、我々職員も本日多

数会議に参加しており、書き方も一つのスキルだと思いますので、スキルアップを図りながら

やっていきたいと思っています。以上でございます。 
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○森田委員長 

  よろしいですか。では続いて、宮入委員。 

 

○宮入委員 

  どうもありがとうございました。佐藤委員の御意見と関連したことで、企画課長のご回答に

もありましたように、「課題」に関しての統一感が無いという印象を受けました。目標や指標

をどう設定するかという問題もありますが、目標を達成しようとした場合に、クリアしないと

達成できないものを課題として挙げ、それをクリアするためにどんな手段を取るのか、という

ことが具体的な取組になってきますね。この捉え方、認識を持っていただけると、目標達成に

足りなかったのは何かが「課題」となります。例えば人員が足りない、あるいは、普及・啓発

ができていないなどです。そしてこの課題を達成するために、例えば、啓発するために、こん

なことやあんなことをやっていくという、やるべきことが見えやすくなってくるのではないか

と思います。 

  課題というとできていないこと、やるべきこと（To do）を書く方が多いですが、そうする

と、今後の取組は、「課題」と全く同じ内容になってしまいます。そこをもう少し、統一なさ

ると良いのではないかと思います。 

  それから、そもそもなんですが、課題について３年間やってこられて、もしかしたら、指標

自体が「課題」ではないかと考えていただく必要があるのではと思います。計画を作られたと

きは、「○○を何回実施する」という指標になっていて、「実施したら達成」というものもあり

ますが、最初に設定した指標だと成果が計れないのかもしれないと気が付き、「今後の課題は

指標の見直しである」という発想の転換と、次の計画を立てるときに、もっと実効性の高い指

標設定ができ、さらに学習効果が上がってくるのではないかと思います。 

 

○坂野先生 

  去年からやっていることなので、書き方が昔に比べると、また一段向上したなと思っていま

す。 

  その上で、資料１の全体の評価の表ですが、ここを見ると、どのくらい達成したかどうかは

分かるが、次の経営や県全体の施策が進んでいくことについての判断材料にうまく使えるかど

うかが、どうやったら使えるかがちょっと分かりません。例えば、震災があったり色々問題が

あって、全体として概ね問題ないという御説明でしたが、どこかの分野はこういう理由でまだ

もう少し改善の余地があるとか、これはもう少し傾注していかないといけないなど、後ろの分

析と合わせて書けるようにすると、全庁的な総合計画のマネジメントツールとして使える可能

性があるという気がします。こういった工夫をすると、一歩また進歩すると思います。 

  二つ目は、指標の話が宮入委員からも出たのですが、気になっているのは、指標が無い施策

がありますね。具体的には、危機管理の施策と、基盤整備の施策ですが、危機管理についても

少し工夫すると指標を置けると思います。危機管理の体制を取っておられて、地震が震度いく
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つのときに、どのように集まってどのように初動体制を取る、新型インフルエンザの発症の際

など、どのように意思決定がなされていくかなど、スムーズに流れたかというのは、大体年間

何件ぐらいそのように動いてて、どのくらい問題なくできていたかなど評価はできそうだと思

います。工夫次第でできそうです。県土整備のものも、どちらかというと、メインは区画整理

事業がなされたかというところだと思いますが、これは単純にそのまま載せると、元々の政策

の目標とずれるので載せないという背景があったのかという気がしています。 

  三つ目は、同じく指標で農林分野ですが、施策が違うのに同じ指標が二つずつ載っています。

内容を見ますと、書かれていることが別です。一番目は担い手の話が書かれていて、二つ目は、

農山漁村の話が書かれています。個々の内容はエコ農業がどのくらい進んだか、担い手施策が

どのくらい進んだかなどに着目すれば、同じ指標を掲げなくても良いと思います。 

  もうひとつ、指標の関係で文化の関係ですが、芸術的文化に満足しているかなどの、満足指

標について、これは一般的には六割ぐらいですが、満足度指標については、地域別やターゲッ

トにしている人たちごとで、指標の意味合いが違うのではないかということです。例えば、「住

み続けたい」という指標については、単身・独身で働いている人たちはあまり考えないかもし

れません。ここに細かな分析を全て載せるという必要はないですが、満足度指標、主観指標が

意味を持つように、地域別・ターゲット別に指標を変える必要があるものについては変えた方

がいいかもしれないし、分析をもう少しできるのではないかというように思いました。 

 

○森田委員長 

  では、私からも申し上げたいことを述べます。重なるかもしれませんが何点か申し上げます。

１点目は、この政策評価、この評価を何のためにやるのかということです。日本の場合には 

評価については、色々な捉え方をされていますが、一つは県民に対してのメッセージがある 

のかもしれませんが、県民が直接評価をするわけではありませんので、多くの場合は、自己 

評価により、自分たちの政策を改善するためにやる、というマネジメントのツールとして、 

どのように使っていくかということだと思います。したがって、評価結果が次のステップに 

反映されるように、どのような形で利用されるか、利用されるような情報として生産される 

かが、まずポイントになるのだと思います。私もずっとこの評価を坂野先生と一緒にやって 

いますが、表し方については、随分洗練されてきたと思いますが、まだちょっと、「何に使う 

か」ということについては、少しぼんやりしたところがあると思います。 

 ２点目は、国の政策評価でも同じことが言えるのですが、いわゆる県の仕事としてするこ 

とと、それから社会にどのようにインパクトを与えるのかの間には他の要素も絡んでくるわ 

けです。分かりやすいところでは、国の施策が中心ですが、失業率を例にすると、失業対策 

を講じますが、効果が出ない。しかし、景気が良くなると何もしなくても失業率が下がるわ 

けです。すると、他の社会的な、きちんと要因を取り除く、というと難しいですが、要因を 

考慮に入れるか、そうしないと、県の努力がなかなか反映されないことになるのだと思いま 

すし、よく多くの事業で行われる啓発事業など、満足度で計る場合など、これが本当の解決 
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になっているのか。因果関係といいましょうか、県がする仕事（アウトプット）が社会的に 

どのようなインパクトを与えたか（アウトカム）を少し分けて考える必要があると思います。

そうしないと、県が、せっかく努力しても、なかなか最終的な結果に表れないということ 

もあると思いますし、逆に、あまり努力していなくても、環境の結果で成績が上がるという 

こともあります。これもあまり望ましくないという気がします。 

 最後に指標について、何人か先生方も述べられましたが、これについては、多少、数字の 

マジックのようなものがあります。例えば、全国的な順位で○番にする、順位を挙げること 

を目的にするのか（大学などやっていますが）、もうひとつは絶対数で改善がみられたかとい 

うようにするのか。もうひとつは「率」の問題ですね。どれを使うかによって、結果の表れ 

方がかなり変わってくると思います。少なくとも、順位を上げるということになれば、他が 

悪くなれば、順位は上がってきますし、絶対数の場合は、これは良く言いますが、交通事故 

の死者数が千葉県はワースト何位だと思いますが、人口が千葉県の１／１０の鳥取県と数だけ 

で比較すればおかしな話になります。率の場合は、分子／分母ですから、普通は分母が固定

されていて分子を上げる（下げる）というのが目標になると思いますが、実際は、分母の取

り方で、かなり比率は変わってきます。そういう意味では、ずっと年度を追わなければいけ

ないのと、できればいくつかの指標を重ねることによってなるべく客観的な位置づけを示す

必要があるのだと思います。目標に届いている、いないについてもそうですが、元の指標を

みると、色々なまちまちな指標があるような気がします。せっかく評価をするのだから、き

ちんと客観的に成果が現れるような形での指標を採用することに努められるのが良いのでは

ないかと思います。 

 私からは以上ですが、他に御意見はありますでしょうか。 

 

○坂野委員 

  最後の視点で、順位なのか絶対指標か、率かについてですが、おそらく、シビルミニマム的

な安全・安心の分野で絶対にこの水準を確保しなければいけないという場合は、順位でなくて

ある程度絶対的水準に近い指標だと思います。もう少し余裕の出てくる分野、例えば、スポー

ツ・文化振興などは、なかなか絶対指標では表せず、各県との比較でみてどのくらいという相

対的なものになると思います。分野にあった指標の設定の考え方を整理できるといいと思いま

す。 

 

○森田委員長 

  先ほど、目標値の設定で、宮入先生のお話にもありましたが、ＩＴやコンピュータの世界で

使われる言葉ですが、現状＝As-Is という言い方をします。望ましい理想的な状態は To-Be 

ですが、実際に設定する目標は Can-Be であって、どこまでできるかということで考えていか

ないといけないと思います。To-Be を基準にすると達成率が低くなってしまいます。As-Is を

基準にすれば、ちょっとでも上がると向上ということになります。この辺りも少し工夫をする
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余地があると思います。 

 

○佐藤委員 

  ちょっと違った視点で、先ほどの評価の目的は何かということで色々あると思うのですが、 

例えば施策事業の改善・再編や資源配分の修正変更など色々ありますが、マネジメントツー 

ルとしてみた場合は、内部で自己評価をして意思決定につなげていくものと、このような場 

で第３者的な外部の視点を入れた、これも一つの評価です。今回から懇談会になって、毎年 

こういう形で外部の委員が色々指摘したり提案などするのですが、これに対してどのように 

検討し、反映・改善するのか、これがもう少し見えてくると、内部的にもこの会議の位置付 

けがはっきりしてくると思います。いかがですか。 

 

○森田委員長 

  事務局からいかがですか？ 

 

○今泉政策企画課長 

  色々と御意見いただきましてありがとうございます。指標については、私達も頭を悩まし 

ているところです。行政が取り組んだことが、単に数でカウントできるものであれば、一つ 

のアウトプットとして指標となると思いますが、社会の中にどれだけ効果を及ぼして、施策 

との因果関係でどうなっているのかというところが、やはり非常に難しいところでございま 

して、国も県も頭を悩ませているところかなと思います。指標につきましては、今回この計 

画については、３年間ということで、これで取りまとめになりますが、また次の計画もあり 

ますので、また指標については考えていきたいと思っています。 

 次の計画にどのように反映させていくのか、というところですが、先ほどの資料１の２ペ 

ージ目ですが、「進展」「概ね進展」などアバウトなランク分けになっていますが、これを見 

て、次の計画にどのようにつながっていくのかというのは分かりづらいと思います。 

 今回は３年間の総括ということでまとめたのですが、例えば、資料の「２－１」をご覧い 

ただきまして、最初のページで「交通安全県ちばの確立」が④にございます。この中で、 

課題と今後の取組ということで、これは単年度で交通事故者数・死者数がどうであったかと 

いうことを書いてございますが、２２年度～２４年度までで、どのような課題が出てきたか 

ということを踏まえて、次のページの２２年度～２４年度の３年間の課題と次期計画への反 

映ということでまとめております。この中では、２ページ目④で、課題の欄に、「交通事故の 

発生状況は減少傾向にあります」が「しかしながら全国的に見ると、交通事故死亡件数は多 

い状況に変わりない」ということがあります。さらに、事故死者数のうち、高齢者の占める 

割合が高いということが見えてきた、また、自転車の関係する事故が多いということも見え 

てきたという中で、今後は、このあたりを重点において取組んでいくという考えで、この資 

料を整理しております。全ての施策がきちんとこのような表現になっているか、多少、表 
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現に不統一な部分もあると思いますが、コンセプトとしては、このような趣旨で作っており 

ます。 

 マネジメントサイクルに関してですが、この評価が何のためにあるのかについては、日々 

の業務・取組の中で、達成できたこと、できないこと、色々あると思いますが、その中から 

見えてきた課題を改善につなげていくことが一番大切だと思っています。ＰＤＣＡサイクル 

の中で進行管理を行っていまして、ここで出てきた問題点を踏まえて改善し、より良い県民 

サービスができるようにしてまいりたいと思っております。 

 県の施策の結果を県民にお見せするということも非常に重要だと思っていますので、公表 

にあたっては、誰が見ても分かりやすい内容となるように気を配らなければならないだろう 

と思っております。 

 

○森田委員長 

  他にはいかがですか。では、この件はよろしいでしょうか。では引き続いて、主な施策の説

明に移っていきたいと思っています。個別の施策の説明は、本日は防災と観光の二つの施策に

つきまして、県の取組状況や目標の達成状況などについて、それぞれに担当課から説明を受け

まして、御意見をいただくことにします。説明にあたりましては、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、その要因や改善策は何かといった点に言及していた

だけるようにお願いしたいと思います。 

  なお、御質問等については、２つの施策の説明が全て終わったあとにまとめて行ってくださ

いますようお願いします。 

  では、はじめに「災害に強い県づくりの推進」について担当課からお願いします。 

 

○防災政策課 

  それでは、「施策１－１－②災害に強い県づくりの推進」についてご説明いたします。資料

は右上に「資料５」とあるものをご覧ください。それでは防災政策課から御説明いたします。 

  この施策の目標は、「地震や風水害など災害に強い体制づくりと防災基盤の整備を進めます」

でございます。主な取組項目につきましては、全部で８つあります。１つ目は防災連携体制の

確立、２つ目は地域防災力の向上でございますが、この２つについては、後ほど個別に御説明

いたします。 

  ３つ目は消防・救急体制の充実強化でございます。この取組は地域の消防・防災力を向上す

るために、消防の広域化だとか、共同指令センター、消防・救急無線の整備、消防団員の確保、

消防団の活性化など主に市町村との連携を中心に取り組んでいる内容でございます。 

  ４つ目は石油コンビナート施策の推進ですが、この取組は、石油コンビナート地区は、ひと

たび事故が起きると極めて大きな事故に拡大する恐れがありますので、社会的にも経済的にも

大きな被害が懸念されることから、県として関係消防機関や石油コンビナート事務所と連携し

た各種訓練実施を行う内容のものでございます。 
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  ５つ目は災害に強い社会資本整備でございますこの取組は、地震時の道路ネットワークを確

保するため、緊急輸送道路の橋梁の耐震補強、道路のり面の防災対策の推進、一時間あたりの

５０㎜程度の降雨に対応した河川整備など主にハード整備を内容としたものでございます。 

  ６つ目は建物宅地の地震対策の推進です。この取組は、地震による建築物の被害や人的被害

を最小限にとどめるために、市町村と連携しながら、県民に対する耐震改修などの必要性に関

する啓発活動や、あるいは建築士を対象とした耐震診断・改修技術の普及などの施策を推進す

る内容です。 

  ７つ目は県有建築物の耐震化の推進です。この取組は県が所有する庁舎・学校・文化施設な

ど様々な用途からなる公共建築物は県民への行政サービスの提供の場であるとともに、災害が

発生した際には、災害時の重要な建築物としての役割を担っていくものです。そのために、庁

舎の安全確保は勿論ですが、災害時の防災拠点の施設としての機能確保の観点から計画的・重

点的に耐震化を進めていくものでございます。 

  最後に８つ目でございますが、農山漁村における自然災害対策の推進ですが、この取組は、

大雨などの自然災害から農山漁村の被害を未然に防止するために排水施設の施設改修や防災

施設の設置、森林整備などを行う内容です。 

  以上が災害に強い県づくりの推進の主な取組でありまして、６つの部局・２０課にまたがっ

ており、非常に幅広い内容となっております。この幅広の内容における社会目標ですが、一つ

は東京湾北部地震の被害想定、もう一つは、火災による死者数を設定しております。 

  この左側のグラフですが、まず、これは、あくまで想定でございます。自主防災組織カバー

率の向上や東日本大震災を教訓とした訓練・啓発を実施、継続すること、あるいは、緊急輸送

道路の整備によりまして、万が一、地震が発生した場合でも発災時の被害は減少できるものと

考えております。右側のグラフですが、火災による死者数ですが、平成２０年度の火災による

死者数は８４名よりも平成２４年度の死者数は９１名と増加しておりますので、軽減するとい

う当初の目標を達成することができませんでした。その理由の一因は、火災による死者の６５%

が高齢者であるなど、高齢化の進展が考えられますが、今後は死者を減少するために、法定化

された住宅火災報知機の普及促進、消防指令業務の共同化の推進などにより一層の消防体制の

強化に努めていきたいと考えております。 

  下段に移りまして、左側の２４年度の概況を御説明いたします。 

  平成２４年度の当初予算額は２８１億６，９９１万６千円でありまして、同決算額は２７５

億２，７４１万２千円となっております。主な取組の達成状況といたしまして、「目標を達成」

が７、「目標を概ね達成」が１となっています。「目標を概ね達成」の１つにつきましては、「災

害に強い社会資本の整備」の取組で、河川の整備率が目標の５７%に対して、５６%と１%届か

なかったことから、概ね達成というようになっております。 

  主な取組の１ 防災連携体制の確立でございます。概要でございますが、市町村や消防等防

災関係機関、民間企業等と連携いたしまして、平成２４年９月１日に市川市内江戸川河川敷に

おいて２４年度の九都県市合同防災訓練を実施いたしました。また、当年１月には、九都県市
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の合同防災訓練の図上訓練を実施いたしました。また、東日本大震災の教訓を踏まえまして、

２４年１１月に海浜幕張駅周辺におきまして、帰宅困難者訓練を、同じく１０月に旭市におい

て津波避難訓練を実施いたしました。総括・成果・課題ですが、成果につきましては、定期的

な防災訓練の実施を通じて、災害機関の連携体制をさらに強化し、また、災害における避難・

救出などの活動能力の向上が図れたということでございます。一方、課題としましては、帰宅

困難者訓練の際の駅前の雑踏の中での情報提供の難しさ、具体的には、実際にはハンドマイク

ぐらいしか使えないわけですが、なかなか声が聞こえづらいという意見がございました。 

  津波避難訓練につきましても、情報伝達手段の問題点、これは、かえって音声ではなく、文

字情報があった方が見やすいということで、文字情報を掲げる手段があれば、正確に情報が伝

えられるということが課題として分かってきたところです。 

  最後に今後の取組方針でございますが、県民の防災意識の高揚と防災行動力の向上、防災関

係機関の連携強化の向上を目的として今年度の九都県市合同防災訓練や帰宅困難者の訓練、津

波避難訓練を実施したいと考えております。 

  次に「主な取組２ 地域防災力の向上」でございますが、概要の一つ目の内容は、高校生等

の防災教育基礎講座でございます。内容は、地域の防災力を向上するために特に、若い世代の

防災教育、また、将来の地域防災力向上のための人材育成の観点から教育委員会と連携しまし

て平成１９年度から高校生等の防災教育基礎講座を実施しております。高校及び特別支援学校

の高等部の皆様を対象に毎年１０校程度募集しまして、講座の内容を実施しております。講座

の内容は、学校の創意工夫が反映できることとしていますが、主な内容は、有識者の講演、地

震体験車による地震の体験、火災時の煙体験講座で煙の中でどのくらい行動できるかなどの内

容となっております。さらに、より関心がある高校生を対象として、専門性が高く、より実践

性が高い研修講座として、高校生の防災パワーアップ講座も開催しております。 

  自主防災組織の支援の関係ですが、地域防災力を担う自主防災組織の設置及び活動促進のた

めに県としましては、新しくできた自主防災組織の防災用資機材（シャベル・リヤカー・担架

など）の購入や研修会などの費用の負担など一団体５０万円を上限として補助制度を設けてお

ります。２４年度におきましては１６市５町１村の９１団体に対して合計で９５０万円の補助

を行いました。県の補助制度は、市町村への自主防災組織の支援制度にかかる間接補助であり

まして、２５年４月１日現在で４２の市町村が自主防災組織への補助制度を整備している状態

でございます。「総括・成果・課題」ですが、高校生の講座については、日常的に広く県民に

対し、継続していくことが肝要でありますが、学校教育や市町村においてもこれを実施してい

くことによりまして、各団体と連携して実施していくことが重要であると考えております。 

  また、高校生向けの講座については、常に、定員を超える応募がありまして、非常に人気の

ある講座ですので、引き続き継続することにより、向上していくと思っています。さらに希望

する高校が全て実施できるように事業を拡大していきたいと考えております。 

  自主防災組織については、毎年、一定して自主防災組織の設置率は上昇していますが、依然

として全国の平均以下ですので、今後とも市町村と連携しながら自主防災組織のカバー率アッ
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プに向けた取組を継続していきたいと考えております。 

  「今後の取組方針」ですが、防災意識の向上につきましては、普段からの情報提供、防災教

育が非常に重要ですから、防災に関するパンフレット・リーフレットの配布や、県民だより、

県ホームページにおける防災ポータルサイトの運営、テレビ・新聞・ラジオなど各種メディア

利用による啓発、あるいは、イベントにおける地震体験車による地震体験や、松戸にある西部

防災センターをさらに周知・活用することなどにより、より効果的な防災教育・啓発に努めて

いきたいと考えております。 

  地域防災力の向上につきましては、地域防災力向上の担い手は住民一人ひとりが中心ですの

で、防災訓練の実施など日常における活動が重要であると考えております。一方で、地域にお

ける効果的な防災活動を行うためにも、防災リーダーを育てることが非常に重要ですので、県

では認定資格である防災対策コーディネーターを平成１５年度から養成しているところでご

ざいます。今年度４月時点で約５００名の登録者がありますが、さらに多くの登録者を養成し

ていくことが必要であると考えております。 

  下段の右側の３年間の総括でございます。各年度の達成状況は、３年間とも「進展が図られ

ています」という評価でした。総括につきましては、緊急輸送道路などの橋梁の耐震化や、急

傾斜地崩落危険箇所の解消など災害に備えた社会資本の整備が順調に進んでまいりました。ま

た、計画期間中に発生しました東日本大震災を踏まえまして、千葉県地域防災計画を昨年８月

に大幅に修正しました。また、帰宅困難者あるいは津波避難訓練についても、実施することを

通じて、徐々にではありますが、災害に強い県づくりは着実に推進できているものと考えてお

ります。また、今後３０年間に千葉県を含む南関東地域で大規模な地震が発生する確率が７０%

と言われていますが、津波やコンビナート火災など、まだまだ取組むべき課題がたくさんあり

ますので、これらについても着実に進めていく必要があると考えております。 

  また、自助・共助・公助が一体となって、防災に取り組むことが必要であるといわれていま

すが、現在、「（仮称）防災基本条例」の制定に向けた準備を進めているところです。さらに、

災害時の道路ネットワークの強化など災害に強い社会資本整備を進めまして、多様な災害に備

えたまちづくりなど体系的な施策展開を進めていくことが重要であると考えております。 

  以上で災害に強い県づくりの推進にかかる説明を終わります。 

 

○森田委員長 

  ありがとうございました。では、続いて、魅力満載「千葉の観光」についてお願いします。 

 

○観光企画課 

  資料５の２枚目をご覧ください。「施策Ⅲ―１－１－④魅力満載『千葉の観光』」について御

説明申し上げます。当該施策の目標ですが、効果的なプロモーション活動により観光入込客の

増加を図るとともに、本県の持つ魅力を十分に生かした魅力的な観光地づくりを推進し、地域

経済の活性化を目指すというものが目標となっております。基本的には観光振興の内容が目的
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でございますが、その先に地域経済の活性化というような大上段の目標も入っています。 

  観光産業は裾野の広い産業と言われておりまして、観光が振興されますと、その地域の第一

次産業、二次産業、三次産業の全てに良い影響が出てくると言われております。そういった意

味で地域の振興、地域経済の活性化にも密接にリンクしている施策であると認識しております。 

  目標達成のための「主な取組」ですが、１として、「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地

づくり」、２番目として、「観光を支える人づくり」、３番目「観光地千葉の知名度向上」、４番

目「国際的観光地としての地位の確立」、５番目「移住定住の促進」でございます。 

  １の「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」ですが、これは後ほど説明させていた

だきます。２「観光を支える人づくり」ですが、観光振興、産業振興を行うにあたって、これ

を支える人材の育成が重要です。具体的には、観光ボランティアガイドの育成などを行いまし

た。またこれ以外にも観光産業関連の人におもてなしの研修を受けていただくなどの事業を行

いました。 

  ３「観光地千葉の知名度向上」については、後ほど内容を御説明します。 

  ４「国際的観光地としての地位の確立」でございますが、これは外国人観光客向けに訪日を

促すような様々なパンフレットの作成や千葉県内の観光案内地図の多言語化や、外国人観光客

に対するホームページを使った情報提供など様々な取組を行いました。こちらについては、震

災の影響で外国人観光客が減ったなどの状況を踏まえて具体的な取組内容については変更が

行われております。 

  ５「移住・定住の促進」につきましては、例えば、千葉県で少子高齢化・人口減少が叫ばれ

ておりますが、人口減少に苦しむ地域については、移住・定住への取組が地域活性化に直接的

な影響を及ぼす事業であると考えております。移住・定住の促進にあたっては、千葉県に移住・

定住される方は、事前に何度か千葉県にお越し頂いています。それがすなわち観光ということ

ですが、何度か観光で千葉に来ていただいて、地域に住む人々の姿や暮らしの環境などを良く

見て頂いて、最終的に移住・定住まで持ち込めれば、これがまさしく地域の活性化につながる

内容です。 

  基本的には市町村の意向もありまして、移住・定住に力を入れている市町村と、あまり力を

入れていないところもあるわけですが、特に移住・定住の促進に力を入れている市町村に対し

ては、千葉県とともに東京に出て行ってイベントなどで移住・定住の説明会を行うなどの取組

を行っています。また千葉県としては、移住・定住の窓口の紹介なども行っています。 

  次に社会目標ですが、２つあり、「観光入込客数」と「宿泊客数」です。まず、「観光入込客

数」ですが、平成２０年に１億４千万人程度の入込客数でしたが、平成２４年に１億６千万人

という目標を立てたところです。また「宿泊客数」については、平成２０年に１，６３０万人

泊、これは、２泊した方については２人とカウントするのですが、この人数を平成２４年には

２，０００万人泊と目標を設定したところです。 

  その下にグラフがございますが、これらの目標がどうだったかを表していますが、「観光入

込客数」及び「宿泊客数」とも残念ながら目標を達成できませんでした。この主な原因としま
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して、平成２３年の東日本大震災の影響がかなり大きく響いてございます。観光産業というも

のは、非常に外的要因の影響を受けやすい産業でして、例えば景気の低迷であったり、今回の

ような震災の被害、原発事故による風評被害などの影響を非常に受けやすいものです。平成 

２４年の集計ですが、現在集計中で正確な数字がまだ出ていませんが、２４年のゴールデン

ウィークの人数を震災前の２２年の数値と比べると、かなり当時と近い数字が出ているとい

う状況がありまして、私達のこういった様々な施策の効果が表れてきているのではないかと

考えています。 

  次に平成２４年度の概況ということで、左下の表ですが、平成２４年度施策の総括は「進展

が図られている」となりました。「主な取組」が５つあり、このうち４つが目標達成しました。

１つだけ目標を達成できなかったのが、外国人向けのホームページの訪問件数で、これについ

ては伸び悩んでいます。やはり、原発事故の影響が外国人に対して、かなりのインパクトがあ

ったことが原因でないかと思います。３．１１の震災後、原発事故が発生すると県内に住んで

いた外国人でも母国へ帰ってしまった方も多いですし、日本の原発から近い千葉県に、わざわ

ざ海外から観光に来ないということで、２３年３月以降、外国人の方が日本から離れていった

という状況です。その後、平成２４年におきましても、我々としては、外国人向けに色々なホ

ームページを立ち上げまして魅力を発信してきたところですが、そもそも、日本の観光紹介サ

イトに外国人の方が入ってきてくれなかったと、外国旅行をする候補地として選んで頂けなか

ったということが原因ではないかと考えております。 

  ここで、「主な取組」の代表的なものを２つ説明させて頂きます。主な取組１「何度でも訪

れたくなる魅力ある観光地づくり」でございます。概要としましては、市町村等が実施するト

イレや駐車場などの観光関連施設の助成を行いました。これを通じて魅力ある観光地づくりを

推進しました。トイレ・駐車場、その他に観光案内板など幅広くハード整備を行いたいという

市町村に対して助成を行いました。また宿泊客の確保として、滞在の長時間化を図るため、市

町村において様々なアイディアを出して、「おらが街に宿泊・滞在型の観光の事業を是非やり

たい」という申請を頂いて、その中のいくつかについて県として助成を行いました。こちらは、

当初、市町村が考えたアイディア・事業に対して助成を行いましたが、例えば旅行パックの開

発や食をメインにしたツーリズムなど色々なアイディアが出てきました。特に、直接的に効果

がありそうなのが、どうもイベントをやると、その地域を訪問する人が増え、イベントがある

がゆえに滞在時間が長時間化するということが分かってまいりましたので、平成２４年度にお

いては、こちらはイベントなどが中心となった補助事業へと少し内容が変わってまいりました。 

  先ほどの魅力ある観光地づくりがハード整備でしたが、こちらの宿泊・滞在型観光の推進に

つきましては、ソフト事業中心で現在、進められております。 

  「総括」としては、観光地魅力アップ緊急整備事業（ハード整備事業）は、平成２４年度に

おきましては、２７箇所整備を行ったところです。また、宿泊・滞在型観光の推進事業におき

ましては、１２の市町村におきまして、イベント開催等の補助を行ったところでございます。 

  こちらは、両方とも目標の件数を達成したところです。それから、課題でございますが、ハ
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ード整備事業ですが、トイレを整備することに力を入れてきましたが、民間事業者が設置して

いる観光公衆トイレがございまして、公的機関が設置するトイレのみならず民間のトイレも大

変重要な観光の資源であると考えており、こちらも清潔にしない限り、リピーターが増えない

という考えのもと、民間事業者のトイレについても対象としたところでございますが、こちら

の申請状況がなかなか進んでいなかったというところでございます。景気低迷によって、公衆

トイレにお金をかけられないという事業者が多かったということもございます。また、私ども  

の制度の周知が徹底できていなかったことも原因であると反省しているところです。 

 今後の取組としては、特に民間事業者の観光公衆トイレの整備を進め、我々としてもこの

助成制度の周知に力を入れていくことで、民間の観光公衆トイレについても新しい整備をし

ていきたいと考えているところでございます。 

 次の取組３「観光地千葉の知名度向上」ですが、こちらは年間を通じて、マスメディアや

交通広告等を効果的に活用して、プロモーション活動を行ってまいりました。具体的には、

平成２４年４月に木更津のアウトレットパーク内に観光情報館「チーバくんプラザ」を設置

いたしました。こちらを活用して千葉県観光の情報発信に取り組んできたところでございま

す。 

 総括でございますが、知事を先頭として都内でのイベントを開催、例えばお台場のダイバ

ーシティなどでイベントを行い、あるいは、そこでラジオ収録を行うなど、全国に千葉県観

光の情報を発信するなどの取組をはじめ、列車内モニター（都内の電車などの出入り口のと

ころの上に液晶の表示がありますが）での千葉県観光の紹介を行ったり、映画館でのＣＭ放

映、あるいは、ロンドンバス（２階建のバス）又は総武線の車両などに千葉県の観光のラッ

ピングをさせていただき、運行するという取組も行いました。特に、メディアへの露出が多

いとそこで紹介された観光地は一気に入込客が増えるといった過去の統計もございますので、

こういったメディアなどを活用した取組については、今後も注力していきたいと考えており

ます。「今後の取組方針」でございますが、いよいよ平成２５年度、アクアアラインとつなが

った圏央道木更津・東金間の開通など、あるいは、酒々井プレミアムアウトレットのオープ

ンなど、非常に千葉県の観光についてプラスになるような事案が発生してきております。 

 この計画期間では震災の影響が非常に大きかったのですが、平成２５年度以降は、そうい

った成田空港の活性化、圏央道の開通、大型商業施設のオープンなどのチャンスを的確に捉

え、その効果を取りこんでいきたいと考えております。 

 平成２４年度の概要については以上でございます。 

 続いて３年間を総括してですが、平成２２年度は「概ね進展」が図られており、２３年度

についても「概ね進展」が図られておりました。２４年度については、「進展が図られていま

す」ということで、２２・２３年度は若干効果が出なかった、あるいは、目標が達成できな

かったものもありますが、右肩上がりに２４年度については目標を達成する事業が多くなっ

てきております。「総括」としましては、千葉県知事のトップセールスをはじめとして、「観

光ちば全国発信事業」あるいは、観光トイレや案内板等の整備を始めたという成果が２２年
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度にありました。平成２３年度は、震災の影響で入込客数などが大きく落ち込みましたので、

事業を大幅に増やしまして、震災復興を目指した事業を複数展開しました。２３年度は予算

規模と事業数も倍増となりました。 

このような取組を通じて、千葉県の観光振興が図れてきたのではないかと考えております。 

 「今後の取組」として、本県観光の大半を占める首都圏からの観光客や急増するシニア層

を意識して、観光資源の磨き上げを進めるなど、ハード・ソフト両面から引き続き取り組ん

でいきたいと考えております。内容については、その都度必要な事業を精査して取組んでい

きたいと考えております。また、震災によって大きな打撃を受けたところですので、このよ

うな外的要因になるべく左右されないような観光産業を育てなければならないため、人材育

成や経営基盤の強化などに取り組んでまいりたいと考えております。 

 先ほども申しましたが、東京湾アクアライン料金の引き下げ、圏央道の延伸、こういった

プラスの効果を取りこみまして、国内観光プロモーションの展開あるいは訪日外国人の増加

を踏まえて東アジア・東南アジアを重点的に訪日・訪葉観光の外国人観光客を積極的に誘客

していきたいと考えております。特に平成２５年度につきましては、「訪日観光客の食文化等

に関する調査事業」など新しい事業を展開し、インバウンドの促進にも努めてまいりたいと

考えております。以上で、「魅力満載『千葉の観光』」につきまして説明を終わります。 

 

○森田委員長 

  はい。どうもありがとうございました。以上で２つの施策の説明が終了いたしました。２つ

の主な施策の説明について御質問・御意見ありましたらご発言いただきたいと思います。また、 

本日の議事を踏まえまして、計画の進行管理の改善にかかる方向性であるとか、指標の設定

にあたっての留意点など、全体についての講評などについての御意見などもあわせてお願い

したいと思います。 

 

○宮入委員 

  ありがとうございました。少し分からないところを教えて頂きたいのですが、まず、「災害

に強い県づくりの推進」の社会目標として、最初のグラフ（東京湾北部地震による被害死者数、

直接被害額）があります。事前の説明の際も良く分からなかったので質問したのですが、これ

は何か想定されて、色々な施策を打たれた結果として予測数値が下がってきたというように見

ればよろしいのでしょうか。その際、どのような計算根拠で、確実にリスク率が減ってきてい

るというような読み方をすればよろしいのでしょうか。この結果は公表されていると思います

から、県民の方が見ても分かりづらいと思いますので、説明いただけますでしょうか。 

  それから、もう一つの社会目標の「火災による死者数」の要因分析で、「達成しない一因と

して高齢者の死傷者が増えている」とされています。この中に記載がありませんが、施策の中

に、具体的に高齢者の方たちの火災死亡をなくすような手立てがあるのでしょうか。これを社

会目標としたからには、「達成せず」の要因を解決するよう 3 年間取組んできたけれど、結果
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的に達成できなかったと考えればよいのでしょうか。以上、2点お願いいたします。 

 

○防災政策課 

  最初の東京湾北部地震の被害想定についてですが、御指摘のあったとおり、１９年度に積算

したときの予測値については、単位面積あたりの死傷者数ですとか、家屋の密集度から出しま

して、数字にあるとおり、死者数は１，３９１人、直接経済被害額が９兆７千億という予測を

しておりますが、右側の数値は、これは軽減されるだろうということもあり、特に右側につい

ては積算根拠等は、実際には被害が起こってこないと分からないということで、現時点では、

千葉県地震防災戦略における個別施策を進めると、このようになるという希望的観測のような

こともあります。 

 

○坂野委員 

  全くの希望的観測ということなのですか。例えば、防火建築率が上がるとどのくらいの被害

減になるのだとか、そういう想定は？今の話だと、全くの希望と聞こえてしまいますが？追加

で質問です。 

 

○防災政策課 

  先程の減災施策により軽減されるだろうというところで。 

 

○坂野委員 

  プロセスで、グラフがまっすぐというのはしょうがないと思いますが、平成２４年度の数字

がどうあるかということはいかがですか。 

 

○防災政策課 

  １９年度の想定と、軽減させる２４年度の目標を直線でつないだところです。 

 

○坂野委員 

  お聞きしたかったのは、主なファクトとして、どういうことを根拠として２４年度はここま

で下がると予測されているのか、という内容です。 

 

○防災政策課 

  資料を持ち合わせていないので、申し訳ありません。 

 

○宮入委員 

  推測ですが、きっと耐震化工事や啓発教育をされたり、色々なことをなさってきて、特にハ

ード面ですが、倒壊率がこれだけ減って、被害額がこれだけ減るなど何かあるのかなと思いま
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す。総合計画は３か年計画ですが、１９年度の想定を踏まえて、総合計画を作られたときに、

新たに目標を置いたのか、他の目標を利用されたのか、根拠が分かりにくかったので、素人で

も分かるようにご説明いただければと思いました。 

では、火災による死者数の方のご説明をお願いします。 

 

○消防課 

  火災につきましては、平成２４年が９１人ということで火災による死者数が増えています。

火災による死者数については、３か年の計画で毎年度減るような形で目標を立てているところ

です。実際に２３年は７４年で減少ましたが、２４年は９１人と増えてしまいました。 

  死者数ではなく、件数では、手元の資料ですと、平成２３年の火災の件数は２，５３１件、 

 ２４年が２，０９８件で、前年比マイナス４３３件で火災の件数自体は減っております。火災

による死者数を減らすためには、まず火災を減らすことが前提と考えております。まず火災の

件数を減らしていこうということで、具体的には、市町村消防本部が火災に関しては消防活動

を担うことになっております。県はそれらを、総務省・消防庁の指揮の元、市町村消防ととも

に火災の件数を減らすよう携わっているところです。 

  高齢者の死者数が増えてしまったのは、手元の統計資料ですと、平成１９年が２１名、２０

年が２９名、２４年が３７名ということで、やはり高齢者の数がこの６年間でずっと増えてき

ております。全体の死者数については上下することもありますが、高齢者については、６年間

で逓増状態です。高齢者についての施策ですが、市町村消防本部が火災については、行政の第

一義的に携わる立場なのですが、市町村によって財政力に差があり、高齢者には住宅用火災警

報器の無償貸与などの施策をうっているところもあります。それから、総務省・消防庁でも住

宅用火災警報器の設置促進ということで、これについては全国的に啓発するということで、各

都県・市町村で有識者、関係団体を集めた住宅防火対策推進協議会など、こういった協議会を

開きまして、各団体から色々な方面へ周知を図って頂いているところです。 

  人口に占める高齢者の割合が年々増加していきますので、高齢者向けの取組については、ず

っと続けなければならないと考えております。絶対的な抑止策というのは必ずしもできないの

ですが、このような細かいことを一つひとつ積み上げながら対策を講じていきたいと考えてお

ります。 

 

○宮入委員 

  ありがとうございました。おそらく経年で、当初想定していたような目標・指標が少しずつ

ぶれてくるといいますか、森田委員長の先ほどのお話ですと、目標の Can-Be、こういう状態

にもっていこうとした手段として、どうもずれてきているなということがあったり、あるとこ

ろはカバーできたけれど、より大きな課題が見えてきたということで、また来年度以降の施策

の中に盛り込んで頂いているのだと思います。 

  社会目標として、火災による死者をいかに減らすのかということが最上位だと思います。高
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齢者の方たちというのは大抵独居で、足腰が悪い、または施設に入所の方ですと職員が十分に

訓練されていないなどの色々な要因が見えてくるのだと思います。そうすると、マネジメント

サイクルの話もありましたが、県としては、各市町村に対してどこを強化すべきかという助言

の仕方であるとか、補助金の出し方であるとか、より有効な施策を実施し、つなげていってい

ただくことが重要かと思います。先ほどの質問の意図は、こういった社会目標を達成すべくど

のような取組をされたかということが、個々の進行管理票を見てもどこにも出てこないという

ことになると、どこまで実現に向かって取組んでこられたのか、少し整合性が図れていないの

ではと思ったところです。 

 

○佐藤委員 

  関連で、災害に関する施策につきまして、先ほどの火災による死者数ですが、平成１８年度

から２２年度まで微増傾向にありますが、死傷者に占める６５歳以上の割合が非常に高いとい

うことが一因であると考えられるというように書いてありますが、他にも要因があるとみてお

られるものと推測しますが、どういった要因があると考えておられるのでしょうか。 

  もう１点は、２２年度の死者数が９７人で２３年度が７４人と減っていますが、減った要因

はどのように分析されていますか、以上２点質問します。 

 

○消防課 

  まず、最初の高齢者が一因であるということで、他の要因についてですが、統計的な数字等

での分析ができていないところでございます。ただ、６５歳以上の高齢者については、絶対数

が増えていて、ここからの相対数も増えているということで、死者に占める６５歳以上の高齢

者が増えているということは言えると思っています。 

  平成２３年に死者数が７４人に減少しましたが、平成２２年が９７名とかなり多く平成２３

年には２０名ほど減少した形になっています。このうち、放火自殺者を除く死者数をみてみま

すと、２３年が５８名、２２年が７５名になっていまして、全死者数が２０名ほど減少、放火

自殺者が２０名を切るぐらいと、このときは自殺なさった方の割合がちょっと多くなったとい

うことが分かります。 

  詳細については、２３年については分析できていないので、御了解いただければと思います。 

 

○森田委員長 

  かなり時間が押してきましたので、私から一言申し上げます。防災も観光も行政が結果に対

して寄与できる比率が非常に少ないところでございます。災害については、自然が大きな影響

を持ちますから、いかに軽減するかについてどこまでできるのか。東日本大震災で痛感したと

ころだと思います。行政のできることを広げる、それをいかに効果的にするかというところが

一つの施策の在り方だと思いますし、これが評価の視点になると思います。大切なのは、災害

の結果について行政が全て責任を負うというのは無理な話ですから、不可抗力な範囲というの
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と行政が努力する範囲をきちんと認識しておきませんと施策が有効ではないと思いますし、責

任の問題も出てくると思います。火事の死者数の話では、大きな要因として、以前、消防庁に

聞いた話ですが、特に、冬季の間の実効湿度でかなり木造家屋の火災発生率が変わってくると

いうことです。これについてはある程度、定量的な分析が必要になってくると思います。 

  それから、観光についても同様に、震災が起きて観光客の入込客が減ったとのことですが、

これは円安になると改善してくると思います。県の施策の努力がどれぐらい貢献しているか分

かりませんが、それほど大きくないかもしれない気がします。その中で何が効果的なのか。ト

イレがどのくらい有効なのか。今、色々な手法も開発されておりますし、分析をビジネスにさ

れているところもあります。もう少し踏み込んで考えていくことも必要ではないかと思います。 

 チーバくんの電車が総武線で走っていますが、例えばですが、これは千葉でなくて、大阪や名

古屋で走らせる方が効果的ではないかなとか。そうした形で、もう少し分析をする、御専門の

先生もいらっしゃいますから、知見を入れて一段と良い評価ができると思います。 

  そして、何が一番有効かということが分かってくれば、次の計画を立てるときに、その要素

を重視することが効果的なのではないかと思います。 

  時間がまいりましたが、よろしいでしょうか。 

 

○坂野委員 

  色々なことが気になりましたが、県の仕事、防災も観光もそうですが、県の仕事がかなり市

町村に依存しているところがありまして、防災組織ができたということは、それが有効に機能

するかということを必ずしも保障しないと思います。いざ地震が起きたときに、本当にそれが

機能するかどうか分からない。観光の話も同じで、観光地の要望があったからトイレを整備す

るというのも分かりますが、県としてどこを戦略的に観光地として魅力を出すかと考えれば、

例えば外国人を増やすのなら、この資源をこのように活かそうと戦略があると思うのですが、

それと市町村の要望を聞きたいというのをどのあたりで調整されているのかが見えないと思

いました。はっきりとさせにくいという背景も分かりますが、総合的に評価することを考える

と何を決めていくかという視点も少し明示化した方が良いのかと思いました。 

 

○森田委員長 

  ありがとうございました。委員の皆様から色々と御意見がありました。事務局の方からいか

がでしょうか。 

 

○今泉政策企画課長 

  本日は貴重な御意見をありがとうございました。評価の方もこれで３年目ということで、一

旦、区切りでございます。また新しい計画を作る中で、ＰＤＣＡマネジメントサイクルで進行

管理してまいりたいと考えております。本日頂いた御意見をもとに可能な限り修正を行って、

速やかに評価結果を公表してまいりたいと思います。 
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○森田委員長 

  どうもありがとうございました。では時間も来ましたので、以上で議事を終わりにしたいと

思います。司会を事務局にお返しします。 

 

○冨塚室長 

  長時間どうもありがとうございました。本日頂きました御意見を踏まえまして、修正を加え

て公表してまいります。ありがとうございました。 

 


