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平成２６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２６年８月１日（金） 
   午前１０時から      
場所：千葉県本庁舎５階大会議室 

 
１ 開会 

 
○中村政策室長 
 ただいまから、平成２６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

開催いたします。 
 はじめに、委員の皆様をご紹介させていただきます。 
木村委員でございます。 
坂野委員でございます。 
佐藤委員でございます。 
益田委員でございます。 
宮入委員でございます。 

 続きまして、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。 
 千葉県では、中長期的な視点に立った県政運営を進めるため、昨年１０月に、新しい総

合計画「新 輝け！ちば元気プラン」を策定いたしました。今年度は、本計画の評価を実

施する初めての年になります。委員の皆様には、それぞれの専門の立場から、忌憚のない

御意見をいただきたいと思っております。 
 そして、いただいた御意見をもとに、施策のさらなる改善に努め、県民の皆様の「くらし

満足度日本一」の実現に取り組んでまいりたいと考えていますので、どうぞよろしくお願

い申しあげます。ありがとうございました。 
 
○中村政策室長 
 ありがとうございました。なお、森田知事は他の公務がございますので、ここで退席を

させていただきます。 
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３ 委員長・委員長代理の選任 

 
○中村政策室長 
 続きまして、委員長の選任を行います。この件につきましては、各委員の皆様にあらか

じめ御内諾をいただいているところですが、坂野委員に委員長に就任いただくことでよろ

しいでしょうか。 
 
 御異議がないようですので、坂野委員に委員長をお願いしたいと思います。坂野委員長

におかれましては、恐れ入りますが、委員長席に御移動をお願いいたします。 
 それでは、坂野委員長から御挨拶をお願いいたします。 
 
○坂野委員長 
 ただいま委員長ということで御指名を受けました。昨年までは森田先生がずっと委員長

をされていましたが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 言うまでもないことですが、自治体若しくは行政にとって、民主的で合理的な組織を作

っていくということは、最大の課題であると思います。 
特に、財政が厳しくなっている状況で少子高齢化が進んでいることが、単なる景気変動

ではなくて、財政状況が厳しくなるということが長期的な変動として起きている。 
ますます効率的な行政を進めていかなければならないものと考えています。そういった

中、政策評価の持っている意義というものは大きいのではないか。実際に施策が効率的・

効果的に行われているかということを、評価してチェックすることが、今まで以上に求め

られている状況であると、改めて感じています。 
 政策評価は技術であり、進化させると良くなりますが、放っておくと駄目になっていく

と思います。制度が定着してくると、マンネリ化をしてくるところがあると思いますが、

進化させる気持ちで臨んでいただければと思います。我々委員もお役に立てれば幸いと考

えています。 
 本日は、実際に県が評価された内容と制度そのものについて、委員の皆さんから意見を

お願いいたします。 
 
○中村政策室長 
 坂野委員長から委員長代理の指名をお願いいたします。 
 
○坂野委員長 
 それでは、木村委員に委員長代理をお願いしたいと思います。 
 
○中村政策室長 
 木村委員におかれましては、委員長代理をよろしくお願いいたします。 
 それでは、これ以降の進行につきましては、坂野委員長によろしくお願いいたします。 
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４ 議事 

（１）平成２５年度の実施状況について 

（２）施策の判断基準の変更について 

 
○坂野委員長 
それでは、議事に入ります。次第に従いまして、（１）平成２５年度の実施状況について、

及び（２）施策の判断基準の変更について、事務局から説明願います。 
 
○今泉政策企画課長 
 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。 
 平成２５年度千葉県総合計画の進行管理について、実施状況を取りまとめましたので、

御説明させていただきます。 
 新計画について、お手元に黄色の冊子がございますけれども、今年度は、この新計画の

取組について評価を実施する最初の年でございます。計画に掲げた各施策については、そ

れぞれ着手し、取組を進めているところではありますが、今後、実施計画の終了する平成

２８年度までに計画が掲げる目標を実現させていかなければならないと考えております。 
 そのため、今回の評価では、各施策の推進を「中押し」をすることができるよう、課題

の整理が十分であるか、今後重点的に取り組むべきポイントの把握ができているか、また、

取組方針が適切であるかなどをチェックし、次に繋げていくことが重要であると考えてお

ります。 
 その趣旨から、本日の会議においては、「資料１－２ 平成２５年度政策分野別の概要資

料」を中心に御説明いたしますので、委員の皆様から御意見をいただければと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
  
 まずは、「資料１－１ 「新 輝け！ちば元気プラン」の体系図」でございます。 
ピラミッド状の絵のある資料になっておりますが、左の青い矢印に示していますとおり、

最終的に「３つの基本目標」の実現を目指し、この３つの「基本目標」を達成するために

「１１の政策分野」があります。この政策を達成するために「３８の施策」があり、また、

施策を達成するために「１７４の主な取組」があり、それぞれが目的・手段の関係になっ

ています。 
 本計画の進行管理においては、ピラミッドの一番下の「１７４の主な取組」に、それぞ

れ「行政活動目標」を毎年度設定し、達成状況の指標として活用しています。 
 次のページを御覧ください。新計画における具体的な基本目標が一番左であり、右に向

かって政策分野、施策項目を示しています。網掛けになっているものは前計画から変更の

あった箇所であります。 
 基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」では、政策分野「自助・共助・公助が連携し

た防災先進県づくり」に網掛けをしています。これは、前計画では「安全で豊かなくらし

の実現」という政策の一部でしたが、東日本大震災の教訓から「自助・共助」の取組を強
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化するため、本項目を抜き出して最上位に掲げ、施策においても「地域防災力の向上」「東

日本大震災からの復旧・復興」を追加したものです。 
 その他、基本目標Ⅱの、政策分野１「子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり」

では、前計画では施策が「子育てを支える環境の充実」の１つのみでしたが、新計画では

それを細分化し取組を追加して、３つの施策としました。 
 基本目標Ⅲでは、網かけとなっている「国際交流の推進と海外取引・外国人誘客の促進」

「地域づくり・まちづくりと連携した地域産業の活性化」を、施策として新たに追加して

います。 
 
 それでは、「資料１－２ 平成２５年度政策分野別概要資料」をご覧ください。Ａ３横長

の資料となっており、全部で１１枚あります。 
 これは、「１１の政策分野」について、各部署が自己評価として作成した個別の進行管理

票を基に、概要として１枚ずつ整理したものです。なお、個別の進行管理票は、膨大な資

料となりますので、本日の会議では説明を省略させていただきますが、資料３として皆様

のお手元、机上に配付してございます。 
 まずは、資料の構成について、御説明いたします。一番左上に、基本目標と政策分野を

記載しています。 
１枚目は、基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」のうち、政策分野「自助・共助・

公助が連携した防災先進県づくり」について、まとめたものです。上段の黄色で囲まれた

枠には、グラフが並んでいます。これは、総合計画に掲げている平成２８年度までに達成

すべき「社会目標」のグラフです。この数値目標は、県だけではなく、県民の皆様や様々

な主体と共有し力を合わせて実現をすべきものと捉えています。それぞれの政策分野にお

いて、２ないし７つの目標が設定されています。グラフでは、青い実践が実績値であり、

前の計画で示した基準で、平成２１年度以降の数値を表しています。赤い点線は、新計画

の基準点から、平成２８年度に実現する目標値までを結んだ線となっています。下段の青

色で囲まれた枠には、政策分野にぶら下がっている「施策」ごとに、それぞれ目標・２５

年度の実施状況・課題・今後の取組方針をまとめています。時間の関係もございますので、

私からは、１１枚の中から、２つの施策を抽出して御説明させていただきます。 
 まず１枚目の下段、青い部分の一番左ですが、「施策①地域防災力の向上」について、説

明いたします。先ほど体系図のところでも触れましたが、東日本大震災を受け、大規模災

害から命を守るには、「自らの身の安全は、自らが守る」自助の取組や、「自分たちの地域

は地域のみんなで守る」共助の取組を更に促進し、これを支える公助と一体化して、県内

全域の防災力の向上を目標に掲げています。この施策における２５年度の実施状況の主な

ものとして、（１）「防災基本条例」を１２月に制定し、県だけではなく、県民や事業者・

市町村などそれぞれの役割や取組事項を明らかにしました。また、九都県市合同の防災訓

練では、住民の自助能力の向上及び自主防災組織の共助体制の確立に重点をおいた訓練を

実施しました。（２）「災害対策コーディネーター登録者数」ですが、災害対策コーディネ

ーターは、平常時における地域防災力の向上の取組や、大規模災害時における自主防災組
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織やボランティア等と協力し行政などとの連絡調整役を担っており、その養成を図るため、

県や市町村が講座を開催し、登録者数は順調に増加しました。 
 このように各種取組を進めているところですが、一方で課題としては、（１）災害発生時

の被害を最小限にとどめるためには、共助の取組を進め、県民や地域の防災意識の更なる

高揚が重要となっていること、（２）津波避難対策を推進するため、広域的な立場から東日

本大震災の教訓や国のマニュアルの改定等を踏まえて、県の津波避難計画策定指針の改定

を行う必要があることを挙げました。 
 これらの課題に対し、今後の取組方針としては、（１）自助・共助の取組推進については、

地域防災力セミナーの開催や、防災基本条例の周知啓発、自主防災組織の先進的事例の紹

介、また、自主防災組織の活動カバー率向上のため、自主防災組織への補助等を進めてい

きます。また、（２）津波避難対策については、まずは県において指針の改定を行い、市町

村における津波避難計画の策定を促進します。 
 次に、２つ目の紹介事例として、２枚目を御覧ください。２枚目は、同じ基本目標のう

ち、政策分野２「安全で安心して暮らせる社会づくり」については、県政に関する世論調

査においても、要望の上位を占めており、県民の関心の高い政策分野です。この中から、

下段の青い部分の一番左「施策①犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構

築」について、御説明いたします。 
 ２５年度の実施状況としては、主なものは、（１）地域防犯対策を推進するため、１１月

から千葉市と市川市の２箇所において、県民にとって身近な存在であるコンビニエンスス

トアに地域防犯活動の拠点として、「コンビニ防犯ボックス」をモデル事業として設置しま

した。（２）自主防犯に対する取組を推進するため、若手防犯ボランティアなど自主防犯組

織の結成と活性化に向けた総合的な支援を実施し、官民一体となった合同パトロールなど

を実施しました。 
 このように各種取組を進めているところですが、一方で課題としては、（１）自主防犯団

体数は増加していますが、防犯ボランティア団体の高齢化が進んでいることから、次世代

を担う防犯ボランティアの育成が求められていること、（２）刑法犯認知件数は１１年連続

で減少していますが、身近で発生する振り込め詐欺、ひったくりや自動車盗難等は依然と

して高水準で発生していることを挙げました。 
 これらの課題に対し、今後の取組方針としては、（１）若い世代の防犯ボランティア団体

の結成を支援し、県内大学等幅広い活動を通じて若者の防犯意識を図り、次世代を担う防

犯ボランティアの育成に取組むとともに、地域単位での防犯ボランティア活動の活性化に

向けた取組を強化していきます。（２）警察、行政、住民等による合同パトロール等の官民

一体となった活動を推進し、県民の自主防犯意識及び活動の活性化や定着化、地域住民や

関係機関との連携を強化していきます。 
 以上のとおり、他の政策分野においても同様の構成により、取りまとめを行っておりま

す。事前に資料をお送りさせていただいておりますので、以降の説明は割愛させていただ

きますが、御意見につきましては、全体に対していただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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 次に、資料１－３『平成２５年度「新 輝け！ちば元気プラン」実施状況について（抜

粋）』というＡ４縦の冊子状になっている資料を御覧ください。 
 これは、先ほどの１１枚の政策分野の概要を更に【抜粋版】として作成したもので、今

回初めての試みとなります。これまでも委員の皆様から、県民の皆様へよりわかりやすい

資料をという御意見をいただいていたところです。進捗状況をどのように県民に伝えてい

くのか、またどのようなことが課題となっているのかということを県民にわかりやすく説

明するということで、なかなか内容が複雑なものであり我々も大変苦慮したところですが、

今回こういった資料をコンパクトに作成したところです。 
 資料の構成としましては、１１の政策分野ごとに約１ページでまとめています。１ペー

ジ目を御覧ください。「１-１自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり」という項目が

ありますが、はじめに「平成２５年度実施状況」として、ここでは主に取組の進んだ項目

について記載しています。次のページでは、今後「推進する項目・取組方針」として、課

題や今後やっていかなければならないことをまとめています。 
 例えば、実施状況については、１ページ目に戻りますが、条例の策定や防災訓練の実施

が行われ、建築物の地震対策が推進されたことが掲載されています。次ページの「推進す

る項目・取組方針」としては、防災意識の更なる高揚と、津波避難対策の推進をあげてい

ます。 
 他の政策分野についても、同様の構成で作成しております。総合計画の実施状況をより

わかりやすく伝える資料として、今後の改善を図るため、御意見をいただければと考えて

おります。 
 
 次に、資料２「施策の総括の判断基準の変更（案）について」という資料を御覧くださ

い。 
 新計画における評価は、これまでの計画の判断基準を踏襲して実施していますが、この

ようなシステマティックなやり方で実施しておりますと、一部実態を反映していないと思

われるケースが生じているため、判断基準の一部を変更することを考えたいと思います。 
 資料中、「１ 現行の判断基準」にあるとおり、「施策」の判断は「主な取組」の総括を

踏まえ、「目標を達成」した主な取組の数が７割以上の場合は「進展が図られている」、「目

標を達成」した取組は７割未満ですが「目標を概ね達成」した取組の数をプラスすると７

割を超える場合は「概ね進展が図られている」、「目標を達成」したものと「目標を概ね達

成」したものを合わせても７割未満の場合は「一部の進展にとどまっている」というやり

方でございます。 
 しかし、新計画では、前計画と比べて施策が増えたことにより、施策にぶら下がる主な

取組の数が少なくなっております。そのため、主な取組数が３つという施策が多くなりま

したが、「目標達成」が２つ、「目標に届いていない」が１つとした場合、それぞれの割合

が３分の２で６７％となり、７割以上とならないことから、現行の判断基準においては「一

部の進展にとどまっている」に分類されることとなります。 
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 しかし、本ケースのような取組数が３つという場合には、６７％ではあるものの、７割

以上と同等に判断できると考えられることから、評価を一段階引き上げ、「概ね進展が図ら

れている」とする判断基準の変更案を考えております。 
 ７割以上とするこれまでの判断基準は変更いたしません。対応案にありますように、「た

だし書き」により本ケースを例外と規定することとし、４年間の計画期間における基準と

したいと考えております。 
 なお、次のページに、２５年度における状況を添付いたしました。赤字部分の２箇所が

該当部分で、現行では「一部の進展」となっているところが、「概ね進展」となります。こ

れにより、平成２５年度の施策の達成状況は、現行の基準では６８％となりますが、改正

後では概ね７３％となります。 
 以上が判断基準の変更に関する説明となります。委員の皆様の御意見をいただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
 説明は省略させていただきますが、皆様の机上に厚い資料を配付させていただいており

ます。 
１つは、資料３「平成２５年度千葉県総合計画進行管理票」です。「主な取組」１７４事

業について、各担当部署で評価を実施した個別の進行管理票を、３８の施策ごとにまとめ

たものです。 
 間に色紙を挟んでおりますが、その下が資料４「事業整理票」となっております。それ

ぞれの施策で実施されている具体的な事業と、予算・決算額の状況をまとめたものとなっ

ています。 
 
 平成２５年度の実施状況について、私からの説明は以上となります。どうぞよろしくお

願いいたします。 
 
○坂野委員長 
ただいま、事務局から平成２５年度政策分野別の概要及び判断基準の変更について説明

がありました。 
大きくは、計画の体系が少し変わったということ、今年度新たに県民向けの抜粋版を作

成されたということ、もう一つは評価基準について若干の変更があったということです。 
委員の皆さんから全体について御意見等がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 
○佐藤委員 
 まずは毎年思うのですが、膨大な資料、今年度は６００ページ以上にのぼる進行管理票

をまとめられたことに敬意を表したいと思います。その上で、ただいまの説明について、

気付いた点、或いは意見・提案を述べさせていただきたいと思います。 
 まず１つ目は、資料１－２「平成２５年度政策分野別概要資料」に関連して、おそらく

後の議事の「（３）主な施策の説明」とも関連しますが、まずはここで述べさせていただき
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ます。 
先ほど坂野委員長からも冒頭でお話がありましたが、政策の評価というものは、非常に

技術的で、放っておくと駄目になるが、磨けば県民サービスの質的向上や無駄を省くとい

うように良くなっていくものです。そういう観点で見たときに、特に自治体の評価では業

績測定というものが、評価の核心となっています。これは、指標や数値目標の設定がお飾

りではなく、業績測定の結果、どのような問題が発見され、県として取り組むべき課題は

何であるかというものが示され、今後課題を解決するためにどのような取組を行っていく

のか。こういった一連の流れがあって、初めてマネジメントのサイクルが回っていくと、

常々考えています。そういった点から見ると、この資料では、指標の推移や目標の達成度

から何が見えてきたのか、課題設定からそこに至る論理が見えにくい。見えるようになる

と、もっと良いものになると感じました。 
 別の角度から２点目ですが、今回新たに資料１－３「実施状況の抜粋」としてダイジェ

スト版を作成されたということですが、これを作った趣旨や狙いによって、この形態が妥

当であるかどうかということを判断することになると思います。例えば、これが単に県の

ホームページの深い階層に掲載されていると、なかなか県民の方の目に届かないというこ

とになる。これ自体の内容がこれで良いか、わかりやすいかどうかも含めて、批判や意見・

提案が県民から出てこないとすれば、県が持ち得る広報媒体を積極的に活用していただき、

今回初めてですので試行錯誤になるかもしれませんが、いろんな形でこれが県民の目に触

れるようにしていただければと思います。 
 最後に３点目ですが、資料２「施策の判断基準の変更（案）について」ですが、今回施

策の体系が変わり施策が細分化されたことによって、これまでの基準に当てはめてみたら、

県側から見るともっと評価を上げたいという気持ちはよくわかります。しかし、これをど

うしたらいいか、資料を読ませていただいて、外部評価の委員として、どういうコメント

を出せばよいのかと悩みました。行政の論理と県民の目線が必ずしも一致するわけではあ

りません。先ほどの課長の説明ですと、７割というシステマティックな方法であると、実

態を反映していないケースが見られるということでした。ただし、よく考えてみると、７

割という基準は県が最終的に判断されたものです。これとは別の基準を、ダブルスタンダ

ードで設定した場合、果たして県民の方からこれでいいと、同意が得られるものかという

観点で見ますと、厳しい表現になってしまいますが、ややこれは行政寄りの甘めの評価結

果になっているのではないかと感じます。また、分かりやすさ・分かりにくさという点か

ら見ると、分かりにくい。しかも２つの基準で、行政側で甘く評価を付けて、外部評価の

このような場でそれでいいとお墨付きを与えるということにもなりますので、私自身とし

ては従来の７割という基準を設けながら、ただし今回こういった事情、つまりは総合計画

の体系が変わり細分化されたという資料２にあるような内容は脚注で書き、７割に届かな

いことから一部の進展にとどまっているものもあるということを書いて、オブラートで包

んで包み隠すようなことはしない方がよいのではないでしょうか。 
 
○坂野委員長 
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 ただいま３点ほど御意見がありましたけれども、３番目については他の委員の御意見も

聞いた方がよいだろうと考えます。 
 １番目の、業績の測定があって、それを基にして課題が浮かび上がってくるというロジ

ックが見えないのではないかという御指摘は、この会議において毎回なされています。徐々

に良くなってきているのではないかと考えますが、まだまだ改善の余地があるという御指

摘と思います。これについて、県はどのように考えているのかお答えください。 
 
○今泉政策企画課長 
 業績の測定となりますと、一番基礎的なレベルの「主な取組」という中で、行政活動目

標を設定して、それぞれの結果が出てきています。それぞれの分野を担っている課におい

て、それぞれ設定しております。それが基礎部分であり、そこを段々と積み上げていき、

最終的には社会指標の数値に行きます。その因果関係から一番下のレベルで直接何をやっ

たということが反映されるものと考えます。しかし、実際に評価をやっていくなかでは、

段々上に上がっていくに従って、課題を出すに当たっても数値との関係が必ずしもすべて

反映されていないと、感じています。 
 そういったところの精度を上げることが課題であると常々認識しておりますが、また、

数値にとらわれないような、一度設定すると１年間は一番下の指標は変えられませんので、

いろいろな変化のなかでの課題も拾っていかなければいけないと感じています。 
 
○坂野委員長 
 佐藤委員から、もっとこうしたら改善するのではないかという御提案などはありますか。 
 
○佐藤委員 
 既存の今ある枠組みの中で出来ることと、出来ないことがあると思います。指標は既に

設定されておりますので、指標の議論になりますと、そもそも指標が施策の成果を測定す

るのに妥当であるかという議論になります。指標の位置付けを単なる目安にするのか。目

安であって、あくまで参考という考え方をする自治体もあります。一方で、指標というも

のは、評価の中核のツールであり、もちろん指標で読み取れない部分もあるけれども、評

価の中枢であるから、データで見られないところは、定性的な評価もするというような使

い方をするのか。どちらにウェイトを置かれるのか。単に設定するだけなのか。ここのあ

たりは行政によって分かれるので、それがどう位置付けられているのかが気になります。 
 
○坂野委員長 
 社会目標というものと、自治体の個別の実績の業績というものとの間を、論理的に説明

することが難しいというお話だった思います。そこを集計されたデータでは追うことがで

きないことが、外部としては問題であり、そこを見えるようにするにはどういう工夫がで

きるのかということは、もう少し考えてみる必要があると感じました。 
 ２番目の県民向けの狙いがどこにあるかということと、県民向けであるとすれば広報媒
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体をいろいろ使ってという御提案があったかと思います。それについて、県はどう考えて

いまか。 
 
○今泉政策企画課長 
 これは県民向けということで、広く県民の皆様に理解しやすいような形ということで整

理しました。広報の仕方としてはいろいろあると思います。もちろんインターネットで県

のホームページに掲載するということが一番簡単な方法と思いますが、今回このような形

でまとめたということを報道発表もしますし、いろいろな会議においても県の取組という

ことで紹介することもできると思います。いろいろな機会を捉えて、幅広くやっていくこ

とが大事と思っています。 
 
○坂野委員長 
 佐藤委員の３番目の話では、指標の評価基準は維持すべきで、むしろ注釈を付けるとす

れば達成されなかった施策に付けてはどうかという御提案だったと思いますが、いかがで

しょうか。 
 事務局案でもいいのではないかという意見もあるでしょうし、佐藤委員のように、もと

もと７割という設定をしているので甘めに判断をすると返って悪い印象になるのではない

かという意見もあると思います。 
 
○宮入委員 
 目標というものは、いつまでに何をどれくらいまで達成するかというものです。厳密に

言えば１００％で達成であり、７割のところで達成したということはいかがなものかとい

う佐藤委員のお話に関しては、達成という表現をすることによって、いかにも全部できて

いるという誤解を招くのではないかということに、私も同意します。 
 企業であれば達成したことでボーナスに反映するという場合には厳密にやらなければな

りませんが、一方で、行政で難しいと思うことは、目標を達成したかどうかよりも、ある

ことを実現する、又はある状態を出現させるためには、いろいろなことをやってみないと

わからないということがある。もちろん予算の問題もあって、すべてが理想的に出来るわ

けではなく、制約の中でこれだけのことをすれば、少なくとも目標に近づいていくのでは

ないかという、取組を皆さんがいろいろされている努力の過程が見えるのではないかと思

っています。  
 一番知りたいことは、そういった仮説を持って取り組んでみたら、目標に近づいている

のかどうか。達成率というよりも、進捗という形で、これくらいは改善できた、これくら

いの変化があったということをもう少し織り込むことができればよいと思っています。 
 指標に関しては、この指標自体がおかしいのではないかと今まで申し上げてきましたが、

毎年改善されてきており、説得力を持ってきたと思っています。ただ、やはり良く見ます

と、to do というか、こういったことを行政が実施しますということを目標にしてしまうと、

やれば終わり、達成ということになってしまい、それによって何が変わったのか、効果が
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あったのか・なかったのか、もし実施して効果がなかった場合にはそこに課題が見えるわ

けですから、やってみてどうだったかというところに評価をもっと入れられないかという

気がしています。 
 ですから、二重の基準という御指摘に関しては、達成率をできるだけ良く見せるという

か、参考資料２「総括の判断基準」を見ましても、改正してもあまり変わらない。改正し

たことによって何が見えてきたのか、変更の理由がよくわからないという気がします。 
 
○鶴巻部長 
 私どもが今回、特に力を入れましたのが、県民へのわかりすさという部分でございます。 
 先ほど、委員長から評価はツールだという御指摘がございましたが、ツールとして何が

目標かというところではいろいろあると思いますが、私どもとしては自分達で評価をする

ことで気付きの部分が大事ということは、昔から変わっておりません。県民に対して、私

どもが何をやっているかということを表現する、そこがこれから大事になってくる部分で

あり、評価というツールを使っていこうと思っています。その２つに重点を置いたという

ものです。 
 佐藤委員から御指摘がありました指標からのロジックで展開する部分は、先ほど申し上

げた前半の部分で、私どもが自己評価で論理的に気付いていく部分であり、それが表現で

きていれば望ましいのですが、県民にわかりやすいように、より感覚的にすっと入ってい

く物を作りました。 
 これは、計画を作る時から、総合計画の薄い冊子を【概要版】として、施策ごとに県民

にわかりやすいように見開きでわかるようにいたしました。今までは厚い冊子のみでした

が、【概要版】では見開きで一つの施策がわかるようにしており、今回新しい試みの実施状

況の【抜粋版】についても１ページでまとめたということは、県民に全施策をわかっても

らいたいというよりも、興味を持ったところを見てもらって、そこから県に意見をしてい

ただくよう、とっつきがしやすいようにということを考えて作りました。 
 その一環として、評価の判断基準についても、６７％を７０％に上げるのかという目線

で見るとちょっとおかしいという御意見もあると思いますが、全体の中の１つだけが達成

しないことによって「一部の進展」というよりも、「概ね進展が図られている」という評価

の方がしっくりくるのではないか。論理的なものというよりも、県民の感覚的なものとい

うことから、私ども内部で話し合った結果でございます。 
 
○益田委員 
 県民向けということと、気付きの部分があるというお話をいただきました。 
気付きの部分について、施策レベルで振り分けを変えて、６７％では基準を下回るけれ

ども、評価を一つ上げるという判断をすることによって、施策レベルに対する責任を担う

人間が他のものと同列に判断してよいのであれば、そのようにお使いになってもいいのか

もしれません。しかし、現実的には、やはりせっかく基準を決めたのであれば、守った方

が判断をしやすいのではないか。施策レベルの責任者なり、現場の担当者も、決められた



12 
 

基準に従って判断するのが一番楽です。何らかの手立てをするのであれば、※印などを記

載し、ここは施策が３つであり特別の判断をしたということを明確にしておいてはどうか。

施策レベルの責任者が他のものと同列に見ると、情報として価値がなくなるのではないか

と懸念しております。 
 次に、初めての参加のため、教えていただきたいのですが、資料１－２「Ｈ２５年度政

策分野別概要資料」では、社会目標と実績値が記載されています。その下に主な取組の実

施状況ということで、達成・概ね達成・目標に届かずと、それぞれ個別の数が記載されて

います。確認ですが、上の社会目標は達成目標であり、この下の主な取組の達成状況は、

参考資料２「総括の判断基準」で示されている、７割で目標を達成、５～７割で概ね達成、

ということで判断されたものが記載されているということでよろしいでしょうか。 
 
○中村政策室長 
 参考資料２「総括の判断基準」のとおり、主な取組について、目標を達成した行政活動

の数が７割、５割というところで一旦評価をします。更に、その主な取組の達成の数で判

断するという、二段構えの評価となっています。 
 
○益田委員 
 最後の判断に至るまで階層が深いということですね。 
 全体的な印象ですが、評価制度を役立つものにするには２つのレベルがあり、各担当者

の日常的な業務管理に役立てることができるかという点と、それだけではなく経営責任者

の経営管理に生かせるかというレベルがあり、この２つへの配慮が必要です。これを前提

としたときに、システマティックな運用が重要です。つまりは、作成者が誰であってもほ

ぼ同じ判定となり、評価書の読み手が誰であってもほぼ同じ解釈になるだろうということ

が重要であり、使いやすく、異なる立場の人が情報を同じ解釈で共有しやすくなり、制度

の信頼性も高まっていくと思います。 
 そういう観点から、参考資料２における「主な取組の総括の判断基準」で、そもそもの

話ですが、目標達成について７割つまり３割減の判断を行い、またそれに続く「施策の総

括の判断基準」の段階において、先の段階で目標を達成した数の７割以上か未満かという

基準での判断をすることは、さらに続く判断の段階も含めて、判断が入る機会が多く感じ

られます。なぜこのように階層が深いのか、別のときにでも教えていただきたいと思いま

す。いずれにしましても、施策レベルでの評価結果に至るまでに行われる判断の回数をな

るベく減らしていかなければ、担当者レベルの職員は個々の事業をいつも見ているから感

覚的に分かるかもしれませんが、より上位の施策の責任者レベルで判断をする人にとって

は、使いやすい仕組みなのか疑問に思います。 
 
○木村委員 
 指標の判断基準について批判的な意見が強いので、私がここで逆の方向の意見を言うと

混乱するかもしれませんが、私は事務局案で良いのではないかと思います。進展・概ね進
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展・一部の進展という３つのカテゴリーをせっかく作っているのに、３つの指標の捉え方

がある場合に、「３分の１」と「３分の２」をまとめてしまうということは、常識に反する

感じがしますので、個人的には事務局案で良いのではないかと思っています。 
 むしろ、複数の段階という問題に関連して、おおもとの行政活動目標の設定自体が甘い

のではないかという印象を持っています。現状どおりという指標の設定がかなりあるよう

ですので、そういったところを改善していき、最終的な総括の部分では３分の２くらいで

あれば中の評価にすることは、県民の目線から考えても妥当ではないかと思います。 
こだわるつもりはありませんので、他の委員の考え方でもいいと思います。 

 
○坂野委員長 
 委員会として意見をまとめた方がいいですか。それとも、こういった意見があったとい

うことで、それを踏まえた対応を事務局に一任した方がいいですか。 
 
○鶴巻部長 
 私どもでいただいた意見を基に考えたいと思います。その場合には、私どもが提案して

いる表記をした上で、※印をつけて特例であることを示すなどを考えたいと思います。 
 私どもは、すべてをアドホックに恣意的にやろうとしたのではなく、ただし書きを基準

に加えてシステマティックにやろうとしたものであり、今回計画が変わったことで、評価

の基準の変更を御提案させていただきました。 
本日いただいた御意見を基に、もう一度考え方をまとめたいと思います。 

 
○坂野委員長 
 最初に基準を設定したときからの議論ではありますが、７割以上で目標を達成したとい

う基準を決めることによって、どういった役に立つのかということを、もう一度改めて再

確認した方がいいと思います。 
 もともと数字で書けば済むところを、わざわざカテゴリーごとに変換するということは

わかりやすさということだと思いますが、そのわかりやすさが誰にとってのものか、わか

りやすさを求めることによってどのような誤解が生じるのか。制度として既に動いてしま

っているので、大幅な変更は必要ないと思いますが、今こういう議論が出たので、再確認

が必要ではないかと思います。 
 基準の話に意見が集中してしまいましたが、他の点について御意見はありますでしょう

か。 
 
○宮入委員 
 先ほどの部長からのお話では、県民にわかりやすく伝えるために県民向けの【抜粋版】

を初めて作成したということでした。これは前向きで素晴らしいことだと思います。 
 ただ一つ、改善する余地があるとすれば、「今年はこれをやりました」「これからこうい

うことを推進していきます」と、並列で、割と平坦な感じに見えてしまうところです。資
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料１－２「政策分野別概要資料」では、悩みというか、課題としてこういうことがあるな

ど、事業に取り組んでいる人にとってみるとハードルの高い課題も出てきています。その

生々しさが、【抜粋版】では伝わってきません。「これから推進していきます」ということ

は、行政側の姿勢は伝わるかもしれませんが、もっと困っていることなどが見えてこない。

例えば、若者のボランティアをもっと増やさなければならないというときに、もっと市町

村も巻き込まなければならない、ターゲットとして市町村の協力が必要でどうにかしてい

こうというところが、表現も含めて、こういうことが課題になっているというところを出

してもいいのではないでしょうか。 
 
○今泉政策企画課長 
 資料１－３【抜粋版】の３ページでは、防犯ボランティアの記述があり、「高齢化が進ん

でいることから、若い世代の防犯ボランティア団体の結成を支援し、」とあります。確かに

御指摘のとおり、もう少し課題意識というものを打ち出すことで、よりわかりやすくなる

と考えています。 
 全体を通して、表現についてはもう少し考えてみたいと思います。 
 
○木村委員 
 私も資料１－３【抜粋版】を作ってくださったことは、大変な結構なことだと思ってい

ます。今までの評価の結果について、県民の方になかなか読んでいただけていないという

実際的な配慮もあったと思います。そういう観点からすると、【抜粋版】の位置付けという

ものは、政策評価でこういうことをやっているんだということを県民に対して示す、「とっ

かかり」の資料であると思います。そのあたりの位置付けを、もっと明確に書いてもらっ

たら良いのではないかと思います。 
 資料１－３【抜粋版】の１ページ目に「平成２５年度実施状況の概要」ということで、

この冊子の趣旨が書いてありますが、単に「取りまとめました」というだけではなく、む

しろ先ほど部長がおっしゃられたような「総合計画の概要版と概ねリンクしている」など

書いてもらった方が良いのではないかと思います。 
 また、「抜粋」ですので、必ずしも１ページ目の①と、２ページ目の①がリンクしている

わけではないといった注釈も必要に応じて付けていただいて、それこそ生々しい話は本体

を見ていただくというような注意喚起と誘導をしていただいた方が良いのではないでしょ

うか。 
 私としては、資料１－３【抜粋版】はこれから改善されていくと思いますし、改善され

ていってほしいと思いますが、あまり書きすぎない方がいいのではないか。むしろ、書い

ていただきたいのは、資料３「進行管理票」の本体の方でありまして、冒頭にもありまし

たが、指標にあまりにもこだわりすぎて指標と課題との関係、更には上の社会目標との関

係が説明しきれていません。昔はもっと書いていただいたのではないかと思いますが、あ

っさりと書かれている印象を持ちましたので、もう少し指標と課題の関係など、資料３「進

行管理票」の本体で十分な説明をしていただきたいと思います。 
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○佐藤委員 
 資料１－３【抜粋版】については、木村委員がおっしゃたようにボリュームをもうちょ

っと少なくしてもいいのではないかと思います。例えば、県の公共施設に配置して県民の

皆様方の目に触れるようにして、手に取っていただけるようにする。そうすると体裁もこ

れではなく、もっと紙質を良くして、写真やグラフなどを入れて軽量なものにするなどを

して、詳しくは「こちらへどうぞ」など関心のある方を誘導するような「きっかけづくり」

にしてはどうかと思います。 
 もう一つ見方を変えると、地方自治のあり方を考えると県が果たすべき役割は今後どう

なっていくのか。県のプレゼンスというか、存在意義を高めていくためには、県民の皆様

に県がやっていることをよく理解してもらうことも大事です。総合計画を基に、「着実にこ

ういうことをやってきました」「今後こういうことをやっていきます」ということを伝えて

いくために、この【抜粋版】をどう生かしていくかが重要と思います。なかなか難しいの

かもしれませんが、本来、こういうことには予算要求をして、予算をかけてある程度やっ

た方が良いと思います。 
 
○坂野委員長 
 資料１－３【抜粋版】についても、意見が分かれたところです。 
性格付けに関しては、３つほど御指摘があったとおり、「きっかけづくりとして、簡単に

した方が良いのではないか」という意見と、「総合計画の進捗状況の報告なので、淡々と総

合計画全体のなかでどう位置付けられていて、その中で目立ったものを項目として上げた

ものにする」という意見。もう一つは、「評価をしていることを伝えなければならないとい

うことで、評価としてどんな課題があって、何をどう乗り越えようとしているかという側

面をきちんと伝える」というものでした。 
 多分、３つ目を作るのが一番大変だと思います。そこはチャレンジと思いますが、個人

的には単に何をやっているかということを伝えることも大切ですが、評価の概要というも

のを県としてどう考えているのかを伝えていくことも、必要なことと思います。 
 ３つの目的があったときに、県としてどこを狙いとしてやって、その他の目標について

どう考えるかを整理いただいた方が良いと思います。 
 評価については、毎年出す必要はなく、計画の中間・最終・直前など、どこかのタイミ

ングで出すなど、いろいろな対応の仕方もあると思います。 
なんでもやると大変ですので、どれをやるかということを絞らなければならないと思い

ますので、論点を整理して検討いただければと思います。 
 
○益田委員 
 実際に配付してみた結果を、委員の皆様の御指摘の観点も踏まえて評価をし、より良い

ものとしていくのが良いかと思います。 
どんな方がどのような観点から利用していて、どのような声が聞こえてくるのか。あえ
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て意見を求めてもいいのかもしれません。一度やってみて、どんな方がどのようなことを

言うのかによって、中身も変わってくるかもしれません。 
 
○坂野委員長 
 媒体自体も評価の対象として、ＰＤＣＡサイクルを回した方がいいということですね。 

 
（３）主な施策の説明 

①豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全（環境生活部環境政策課） 

②地域による子育て支援の充実（健康福祉部児童家庭課） 

 
○坂野委員長 
前半の審議内容については打ち切らせていただきまして、次第の３「主な施策の説明」

となりますが、個別の施策のうち、本日は、環境問題と子育て支援の２つの施策について

県の取組状況について担当課から説明をしていただき、御意見をいただくこととします。 
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、

その要因や改善策などに言及していただきます。なお、御質問については、２つの施策の

説明が終わった後に、お願いいたします。 
それでは、「豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全」について担当課から御説明を

お願いします。 
 
○環境政策課 
資料５－１「Ｈ２５年度施策概要資料」を使って説明いたします。 
この施策は、総合計画における３つの基本目標の一つであります「安全で豊かなくらし

の実現」を図るための取組の一環といたしまして、自然との共生を含む自然環境のほか、

大気や地質環境を含めた水環境を保全しようとするものでございます。 
数値目標ですが、大気保全関係で光化学スモッグ注意報の年間発令日数を平成 20 年度～

２４年度の平均日数である１０日から削減することと、水質保全関係で河川・湖沼・海域

の環境基準の達成率を平成２４年度の６８．２％から２８年度には８０％とすることを目

指して取り組むこととしています。 
そのための主な取組としましては、１の「自然公園等の快適な利用促進」から、７の「三

番瀬の再生」までの７つの取組を掲げていますが、これらの施策については、環境生活部

だけではなく、農林水産部、県土整備部等と連携して取り組んでいます。 
本日は７つの取組の中から、イメージしやすい「人と自然との共生」「良好な大気環境の

確保」「良好な水環境・地質環境の保全」の３つについて説明いたします。 
「人と自然との共生」については、本県の豊かな生物多様性と健全な生態系を保全する

とともに、野生鳥獣や外来生物による農作物等の被害対策に取り組むものです。指標とし

て、イノシシとニホンジカの捕獲数を挙げており、今後も生息状況を勘案しながら捕獲す

ることとしています。 
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２５年度の実施状況として、野生鳥獣による農作物等の被害対策のため、現在県では、

平成１９年１月に設置した「千葉県野生鳥獣対策本部」のもと、市町村や猟友会等の関係

団体と連携して捕獲や防護等の対策に一体的、総合的に取り組んでいます。 
具体的には、市町村が実施するイノシシやニホンザル、ニホンジカなどの捕獲経費に対

する補助や、生息状況などに必要な調査・研究、また、捕獲の担い手の養成・確保のため

に、狩猟免許取得に係る経費の一部を市町村と協調して助成をしたり、銃器を使用する捕

獲員を対象とした、いわゆる実射訓練も含めた研修等を行っています。また、農作物、生

活環境、生態系等に影響を及ぼす恐れがあるアカゲザルやアライグマ、カミツギガメ、キ

ョンなどの生物についても、市町村や警察、漁協等と連携して防除に取り組んでいます。 
これらの取り組みにより、指標のグラフにあるように、２５年度については若干減少し

ましたが、基本的にはイノシシでは２１年度 9,276 頭が２５年度には 11,971 頭、ニホンジ

カでは２１年度 1,860 頭が２５年度には 2,721 頭と、双方とも捕獲頭数は増えています。 
課題として、野生鳥獣による農作物等被害は、最近では３億数千万円程度あります。有

害鳥獣や特定外来生物の排除を一層進めていく必要があると考えております。 
今後の取り組みとしては、引き続き、県だけでなく、市町村、関係機関、団体等と連携

を図りながら取り組んでいくとともに、特定外来生物については、状況がわかっていない

部分もありますので、効果的な防除方法について検討してまいります。 
次は、「良好な大気環境の確保」については、大気汚染物質の継続した監視を行い、汚染

物質の排出者に対する指導等の取り組みを進めることにより、良好な大気環境を保全しよ

うというものです。 
なお、「放射性物質のモニタリング等」については、「震災からの復旧・復興」の分野で

取り扱っていますのでここでは扱っておりません。 
指標として、大気汚染防止法とダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査の実施

率を３０％とする目標を設定しています。なお、３０％という目標について、これまでの

実績に比べ数値が低いのは何故かという疑問もあるかと思いますが、これまでの計画では

前年度の検査件数の維持を目標として、結果的に４０％程度の実施率でしたが、２５年度

からは、大気環境に影響を及ぼすと思われる優先度の高い施設について重点的に取り組ん

だ上で、３年に１回を目標に立ち入り検査を行うことにしたためであり、見た目上では下

がっている目標となっていますが、取り組みの後退を意味するものではないと考えていま

す。 
実施状況として、大気汚染物質について、１３０局を超える測定局で常時監視していま

す。リアルタイムで確認できるため、例えば光化学スモッグ等が発生した場合は、速やか

に注意報を発令するなどの情報を周知しています。また、条例等だけでなく、企業と締結

している「環境保全協定」に基づいて立入検査などを行い、大気汚染物質の排出の抑制に

努めています。 
課題として、常時監視を行っているほとんどの物質が環境基準を達成している中、光化

学スモッグの原因物質である光化学オキシダントは、未だに県内の全測定局で１局も基準

を達成していないことが挙げられます。そこで、今後の取り組みとしては、オキシダント
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の原因物質である揮発性有機化合物などを削減するために、法令や協定等により工場・事

業場の指導等や自動車関係の規制、エコドライブの普及等を継続して進めていくこととし

ています。 
最後に、「良好な水環境・地質環境の保全」については、ただいま説明した大気保全関係

と同様に、常時監視や事業者への指導等を行うことにより汚濁物質の削減や地盤沈下対策

等を行うものです。施策の指標ですが、下水道や農業集落排水施設、浄化槽などの各汚水

処理施設の普及状況を人口で表した「汚水処理人口普及率」を向上させるとしております。 
取組みの実施状況については、法律や条例、協定等に基づき、窒素やりん、ダイオキシ

ンなどの監視や立入検査による工場排水等の汚濁物質の削減のほか、市町村が行う合併処

理浄化槽設置推進事業に補助することにより、生活排水対策を進めています。先ほど説明

した指標で説明した汚水処理人口普及率が年々向上し、河川等の環境基準の達成率は平成

８年の約４０％から２４年度７０％と、長期的には改善傾向にあります。 
課題としては、河川や湖沼、港湾、沿岸など広く一般の利用が可能な水域である「公共

用水域」の環境基準の達成率は、全国平均８８．６％を下回る６８．２％となっており、

中でも水の出入りが悪い閉鎖性水域である、東京湾、印旛沼、手賀沼は特に水質改善が遅

れています。これは本県の湖沼の流域面積に占める人口の割合が他県に比べ著しく高いこ

となどが考えられます。 
今後の取り組みとしては、引き続き、生活排水や工場排水の汚濁物質の削減、流域下水

道終末処理場の高度処理などの取り組みを推進するとともに、汚染原因の主要な原因にな

っている生活排水対策として、下水道整備や合併処理浄化槽のなどの整備を促進していき

ます。特に、閉鎖性水域の水質改善については、東京湾の総量削減計画や印旛沼、手賀沼

に係る湖沼水質保全計画などにより、総量規制や生活排水対策、自然系汚濁対策などの取

り組みを強化していくこととしています。 
 

○坂野委員長 
 どうもありがとうございました。それでは引き続きまして、「地域による子育て支援の充

実」について担当課から説明をお願いいたします。 

 
○児童家庭課 
 児童家庭課でございます。基本目標Ⅱの「千葉の未来を担う子どもの育成」、政策分野１

「子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり」のうち、施策項目３「地域による子

育て支援の充実」を御説明させていただきます。 
まず上段にあります社会目標ですが、「子どもを産み育てやすいと感じる家庭の割合」と

「保育所の待機児童数」を掲げております。「保育所の待機児童数」につきましては、新し

いプランから新たに目標として掲げさせていただいておりまして、その減少を目指してお

ります。「子どもを産み育てやすいと感じる家庭の割合」につきましては、一歳半健診の時

に市町村の御協力を得ながらアンケート調査をしております。目標としましては、新プラ

ンでは８０％と掲げております。前プランでは７５％と掲げておりましたが、それは２４
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年度で達成しております。 
これに向けての主な取組でございますが、右の方に記載がありますが、「保育所など子育

て支援施設整備の総合的な推進」、「多様な子育て支援サービスの充実」、「企業参画による

子育て支援」の３点を掲げております。主な取組の中にそれぞれいくつか事業が入ってお

りますが、代表的なものを中心に説明させていただきます。 
下の主な取組１を御覧ください。「保育所など子育て支援施設整備の総合的な推進」でご

ざいます。指標としまして「保育所定員数」を掲げております。御覧いただきますと定員

数は順次増加してきているところです。平成２６年度目標は 59,000 人ということで、今回

は 58,000 人が目標でしたが、目標を達成しております。実施状況につきましては、社会目

標に保育所の待機児童数は掲げさせていただいておりますが、早期解消を目指しまして、

国の交付金により造成した基金を活用し、市町村が主体となって実施する民間保育所の施

設整備は、６８施設を整備し、3,088 人の定員を増加させることができました。これは、全

県、政令市、中核市を含めた数字でございます。また、認定こども園の施設整備に対し助

成を行い、幼保一元化を図るとともに、グループ型小規模保育の運営に対しても助成を行

いまして、地域の実情に応じてきめ細かく多様な保育サービスの提供してきたところです。

課題ですが、経済情勢等により就労を希望する保護者が増えていることもございまして、

やはり都市部を中心に待機児童が依然として多いという状況でございます。先ほど保育所

定員数は順次増やしてきていると説明させていただきましたが、保育所の待機児童数です

が、速報値を記載していて、1,173 と若干減ってはいますが、百人単位で表示していますの

で、多少動いているように見えますが、ほぼ横ばいという状況です。定員を増やしても、

需要と供給のバランスからするとなかなか供給が追いついていないということが課題でご

ざいます。今後の取組でございますが、市町村が実施する保育所の整備等につきまして、

引き続き支援をしていくことで地域での子育て支援全体の環境整備に努めていきたいと考

えております。 
次に、主な取組２「多様な子育て支援サービスの充実」ですが、この中にも複数の事業

がありますので、ここでは代表的なものとして、放課後児童健全育成事業の運営費の補助、

これはいわゆる学童保育と言われているものですがその整備状況でございます。この指標

については、平成２５年度については目標 653 でしたが、実績は 648 か所の整備と若干目

標には届いていないというところでございます。課題でございますが、放課後児童クラブ

の保育児童というものは、就学前の保育所の待機児童が多いので、当然あわせてその延長

線上で保育の必要が非常に高まっております。当面増加することが見込まれておりますか

ら、これにつきましても市町村が主体となって実施していく事業ですけれども、その整備

促進について支援を行ってまいります。今後の取組方針ですが、ここは「多様な子育て支

援サービスの充実」の中にかなり多くの事業があることから、少しそれをちりばめての記

載となっていますが、放課後児童クラブの受入体制の強化、この強化といいますのは、い

わゆるハード面で人数を増やしていくことと、ソフト面で申しますと指導員の研修等を行

いながらその質の向上を図りたいということでございます。そいうものをあわせて図って

いくことで受入体制を強化していきたいというものです。それ以外につきまして、指標に
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直接関係がないところが書かれていますけれども、今後、平成２７年度から新たな子育て

支援事業が実施されます。それに先駆けて保育緊急確保事業を積極的に活用していくこと

が必要であることから、実施主体である市町村等と協力しながら、そういうものを有効に

活用しながら、様々な保育サービスの提供をしていき、あわせて待機児童の解消を促進し

たいと考えております。 
３点目でございますが、「企業参画による子育て支援」ですが、「「子育て応援！チーパス

事業」協賛店舗数」を掲げさせていただいております。これは、中学生以下のお子さんを

お持ちの家庭にチーパスカードというものを、Suica くらいの大きさのカードなのですが、

そのカードを配布しまして、それを提示していただくことで、様々な県内の企業、協力し

ていただいている商店に提示することによって、様々なサービスを受けられるというよう

な取組みでございます。平成２４年７月から開始しておりまして、目標を平成２６年度に

5,000 店と掲げてスタートした事業ですが、現在のところ、目標に向けて順調に店舗数は増

えておりまして、ちなみにここには記載されておりませんが、８月１日現在で 4,734 店舗

ということで順調に増えております。課題といたしましては、やはり使っていただく上で、

便利でなければいけないだろう、利便性を向上させたいということで店舗の方を増やして

いきたい、協賛店を増やしていきたい。当然、使っていただかなければいけないので、使

っていただきやすい状況で、ＰＲも十分にしていき、周知を拡大していくこともあわせて

取り組んでいくということで、これは当初からの引き続きの課題となりますが、これは引

き続き進めていきたいと考えております。以上となります。 
 
○坂野委員長 
どうもありがとうございました。以上で２つの施策について説明が終了いたしました。

これについて、皆様から御意見等をお伺いしたいと思います。 
 
○木村委員 
途中で退席させていただきますので、最初に発言させていただきますが、今、２つの具

体的な施策の説明をしていただきまして、総括をみると対称的でして、Ⅰ－５－③「豊か

な自然環境」の方は、「進展」ということでかなり良い評価がなされているのに対して、子

育ての方は、先ほどの総括の基準を緩めにしても「概ね進展」に留まるということで、事

務局としても対称的なものを選ばれたのかなと推測しております。ただ中身を見ると、実

態は総括の結論とは少し違うのではないかという感じがしております。すなわち、前の方

の自然環境の方は、かなり行政活動目標の設定が甘いのではないかという印象を受けます。

「現状維持」とか「増加を目指す」といった指標で目標達成となっているものが相当数あ

りますので、かなり甘めの指標でくぐり抜けています。それに対して子育ての方は、実直

と言いますか、具体的な数値をあげて達成できないということを率直に表現していらっし

ゃるようですので、それほど大きな違いはないのかなと感じております。 
指標設定の仕方については、おそらく担当の方が相当に悩んで設定されていると思いま

すが、実際には、参考資料１「平成２５年度行政活動目標等の一覧」で指標設定の根拠が
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示されております。そこで、「甘すぎる指標設定ではないか」というような批判、あるいは

そうした憶測を招かないようにするためには、資料３「進行管理票」の本体の方に指標設

定の根拠を載せた方が良いのではないかと思っております。これだけ指標がクローズアッ

プされて、以前よりも指標が目につく形になっていますので、指標設定の根拠を本体では

っきり示していただいて、それが甘すぎるか厳しいかということを県民に対して明確に示

す体裁をとった方が良いのではないでしょうか。 
もっと言えば、個人的には、甘めの指標を採用するのではなくて、できればチャレンジ

ングな指標を設定していただきたいと思っておりまして、チャレンジングであるというこ

とは率直に説明書きの中に書いていただいて良いと思います。それで達成できないと批判

を受けることはないと思いますから、指標設定の根拠を含めて記載していただくことを提

案したいと思います。 
それで環境の方ですが、かなり否定的なことを言いましたが、環境政策課は少なくとも

２つの施策を持っておられて、Ⅰ－５－①で地球温暖化対策の推進ということで別途所管

されているようです。こちらの方は、相対的に厳しい評価になっていると理解しておりま

す。何を言いたいかと申しますと、同じ環境政策課の中でも、地球温暖化のように今日的

で取組みにくい施策がある一方で、今、御紹介いただいた、大気とか水環境の保全という

ものは、比較的、昔からやられていた環境政策だと思いますので、言ってみればルーティ

ーンワークに近いという側面があると思います。ですので、地球温暖化のような新しい施

策の場合と、大気、水環境の保全のような古くからあるような施策の場合とでは、評価の

仕方は変わってきてしかるべきだと考えております。おそらく指標が甘すぎるという批判

はあり得ると思いますが、私自身は、こういったルーティーンワーク的なものについては、

もちろん改善の余地はあるにしても、このくらいの指標に留めてもいいのではないかとい

う印象を持っております。このへんは、以前、ルーティーンワークと政策的な施策とをど

う区別するのかという議論がなされていたと思いますし、今の評価制度では、ルーティー

ンワークの方がどちらかというと後退している、目立たなくなっていることがあるかと思

いますが、県の仕事の大多数というのは、ルーティーンワークをこつこつとこなしていく

ことだと思いますので、あまり欲張らずに着実にやっていただく、そしてその成果を県民

に対してアピールすることが重要かと思います。そういうツールが適切に設定できればい

いなと考えております。 
 
○坂野委員長 
会議の時間に制約もありますので、皆さんから御意見を聞いてしまうということでよろ

しいですか。それに対して事務局からのレスポンスがあれば聞くということにします。 
 
○宮入委員 
今の木村先生の御意見に少し関連したものなのですが、私も「豊かな自然環境と良好な

大気・水環境の保全」の進行管理票の内容を拝見しますと、「目標達成」というものが多い

のですけれども、課題の方を見ますと、それは本当なのかなと思いました。昨年、一昨年
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よりも課題が何で、それをどういうふうに解決していこうかという表現はすごく良くなっ

たと思いますが、良くなったが故に、これは大変ではないかということがはっきり見えて

きます。例えば、良好な大気環境の確保ですが、「オキシダントについては全測定局で未達

成」とあり、また「ＰＭ２．５については県内の環境基準の達成率は低い状況で」と書い

てあっても、現況、指標による実施状況については「目標達成」となっていますので、こ

れはどのように判断すればよいのか迷います。今、木村先生がおっしゃったように、指標

の設定が実態と乖離するような設定になっているのではないかという気がします。同じよ

うに、水環境、空気とか水というのは、元を断たなければ駄目ですが、元のところまで、

どこまで県の方で取り組めるのかどうかということで、致し方なくこの指標を目安にして

いるということなのか、そのあたりのところを御説明いただければと思います。 
 
○坂野委員長 
ありがとうございました。佐藤先生はどうでしょうか。 

 
○佐藤委員 
個別の施策でいうと環境の方なのですが、宮入委員とほぼ同じ意見かもしれませんが、

課題のところでオキシダントが全測定局で環境基準が未達成となっておりますが、課題の

すぐ上の実施状況には、２つ目の項目で、「平成２５年度では年間発令日数は１４日となり、

過去１０年間の平均と同程度の日数となりました。」とあります。ここだけ読むとそれほど

悪くないなと思いますが、課題では環境基準は未達成となっていて、齟齬があるという印

象を受けます。社会目標の方の「光化学スモッグ注意報の年間発令日数」は、目標値が１

０日で、年によっては変動していますが、変動する要因というのは、外部要因などいろい

ろあると思いますが、このあたりもう少し記述していただけると良いのかなと思います。

それに対して、外部要因は県だけの取り組みだけでは難しいものですから、どういったも

のがあるのか記載していただければ良くなると思います。オキシダントが環境基準で未達

成になっているということのみの記載なので、要因を記載し、もちろんその要因は仮説に

なるかと思うのですが、記載した方が良いものがなるかと思います。それからもう一つ、

質問となりますが、子育て支援と環境の主な取組のグラフが６つありますが、目標値が単

年度、２５年度だけ設定されているものと、子育ての方の主な取組の１番の方では、毎年

度目標値が設定されているものがあるが、何か意味があるのでしょうか。 
 
○宮入委員 
先ほどの水の件で、同じように課題の中に BOD、COD の値が全国の値を下回る状況、

全国平均が８８．６％、千葉県では６８．２％とありますが、指標としてこれは使えない

のかということも御質問します。 
 
○坂野委員長 
今、御意見がいろいろと出ましたが、目標値の設定の考え方、以前から何度も議論して
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いるところですが、今回もまた出てきました。その点について、根拠をきちんと記載した

方が良いのではないかという意見と、「行政としてルーティーン化している業務について何

が原因で目標値が達成されているか、されていないかがわかっているからこそ、逆にいう

と解決する難しさもわかっているため、今まで通りの目標としようとすることが良いのか

どうか。木村先生はそれで良いのではないかという御意見でしたが、県民目線に立って良

好な環境ということを考えたときに本当にそれで良いのかという意見もあったと思います。 
もう少し細かい話でいうと、BOD、COD ですとか、あるいは、子育ての話で質問があっ

たかと思いますが、事務局の方から順番にお答えいただければと思います。 
 
○環境政策課 
まず、環境関係からお答えします。目標設定の根拠の記載については全体の話ですので、

政策企画課と調整しながら全体の中で対処していきたいと考えております。 
目標自体の考え方ですが、ルーティーン系の施策である大気・水質保全については長期

間継続的に取り組むべきものであると考えました。しかしながら、それがもう一段下がっ

た取り組みベースで評価したときに、結果として環境基準等の達成状況に比べて評価が甘

いのではないかと感じられてしまったのだと思います。 
社会目標を達成するための個々の施策について、大気保全のところでは立入をあげてお

りますが、それが適当であるかどうかということはあるかもしれませんが、そういう取り

組みを行うことで、環境基準を達成するという考えで設定しております。 
 
○大気保全課 
目標の設定について議論いただいておりましたので、課の方から考え方を御説明させて

いただきます。さきほど木村先生の方からもございましたが、ルーティーン的なものとい

うのは、なかなか目標設定がしにくいということが実情としてあります。特に、大気の状

況とか、水質の状況というものは、気象要因にかなり左右される部分がございまして、そ

れを毎年度数値が上がった、下がったということで評価すること自体が適当なのかという

考えが課としてはあります。大気にしても、水にしても、昭和４０年代の頃と比べると、

数値はかなり改善されてきております。ただ、改善されてきているがために取り組みが難

しいという状況になっています。ですから、何を目標に設定するのかということと、目標

の期間をどう設定するのかということもあわせて考えていかなければ、評価をしてもあま

り意味はない、効果的なものとはならないということは、担当課としての感覚としてあり

ます。先ほど３０％の目標値が単年度しか書いていないという御質問ありましたが、立入

検査数に関しては、以前は前年度並みと設定したものを、数値目標に変えたということで

今回から入っているということです。 
 
○児童家庭課 
指標の方で、経年で出ているものと単年度で出ているものがあると御指摘がありました

が、取組２と取組３、放課後児童健全育成事業の補助対象クラブ数と子育て応援！チーパ
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ス事業」協賛店舗数については、新プランの中で新たに指標として取り入れさせていただ

いたものでございます。それに対して、取組１につきましては、旧プランからということ

となりますので、以前からの目標値が入っているということとなっております。 
 
○坂野委員長 
ありがとうござました。そろそろ時間となりますので、今は個別の施策についてのお話

でしたが、一言ずつ制度全体について、どういう形で改善したらよいかなどのコメントが

あれば御意見を頂戴したいのですが、いかがですか。 
 
○宮入委員 
最初に申しましたように、毎年毎年改善されて進化してきていると感じております。逆

に、いろいろ言われて取り入れてはいるが、使いにくい、やりにくいとか、後から言われ

るのであれば目標を設定する時に考えればよかったなど、いろいろあるのではないかと思

います。この場は、指摘だけでなく、一緒に考えることもできる場だと思いますので、今

日は時間がありませんが、使いにくくなってきた点などについても是非お聞きしたいと思

いました。 
 
○坂野委員長 
ありがとうございました。佐藤先生は何かありますでしょうか。 

 
○佐藤委員 
今、宮入先生がおっしゃったようなことは私も感じております。ここで政策を磨いてい

くというか、そういうスタンスで私は望んでおりますし、評価する側、される側というよ

うなものではないです。 
先ほどのお話と重複する部分がございますが、指標を新たに入れていただいて進行管理

をしていくという点ですが、指標の意味がどうなのかということ、また、指標を使った業

績測定から見えてくること。全ての施策などを指標化することは技術的に難しいことがあ

りますので、指標で捉えきれない定性的な評価というものも当然出てきます。業績測定、

指標を使って評価するものと、それ以外の定性的な部分というものを意識しながら評価書

の方を記載することが良いかと思います。区分けして書くことができるのか、分けて書く

ことが良いのかということはありますが、今のところこのあたりが混在化しており、職員

の方の知識、経験、普段の業務活動から見えてくる課題と、データから見えてくる課題が

混在化しているのでありまして、少し外から見る人間にとっては、そのあたりがわかりに

くいという部分がありますので、もう少し整理されるとより良い評価の向上に繋がるもの

と思います。 
 
○益田委員 
本日は、委員の先生、それから県のご担当者からいろいろお話を伺いまして、勉強をさ
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せていただきました。千葉県の政策評価制度は長い歴史をお持ちであると認識しておりま

すし、様々な進化をされており、その途上の一部分を垣間見させていただきました。今後

さらに勉強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。 
 
○坂野委員長 
全委員からのお話はありましたが、事務局の方から何かありますでしょうか。 

 
○今泉政策企画課長 
本日はどうもありがとうございました。本日いただいた御意見を踏まえて必要な調整、

修正をしていきたいと思います。 
やはり、より良い政策を行っていくためには、評価をきちんとして、課題が何で、次に

向けて何をやるのかということを意識して行っていくということが大事だと思いますし、

この評価制度の中身につきましても、いただいた御意見などを踏まえ、今後も良い制度と

なるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

○坂野委員長 
今回は新しく、県民向けの資料を作成して、チャレンジしているということは、皆さん

評価されていたと思います。 
評価の制度というものは、職員の方の技術や発想の仕方の部分、もう一つは、評価する

こと自体が皆さんの仕事にも結び付くこと、それが普通のことになるということが非常に

大事だと思っています。それは組織の文化の問題となりますが、１年に１回しかこういう

機会がないので歯がゆいところもあるのですが、来年にはバージョンアップしたものを見

られることを期待しております。是非来年も楽しみにしております。 
それではこれで議事は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

５ 閉会 
 
○中村政策室長 
委員の皆様には長時間にわたりましてありがとうございました。 
以上を持ちまして、本日の有識者懇談会は終了させていただきます。 


