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平成２８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２８年８月１８日（木） 
   午後２時から        
場所：県庁本庁舎５階 大会議室 

 
 
１ 開会 

 
○政策室長 
 それでは、ただいまから、平成２８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。 
 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。 

千葉県では、平成２５年１０月に「くらし満足度日本一」を基本理念とする総合計画「新

輝け！ちば元気プラン」を策定し、中長期的な視点に立って、県政運営を進めるとともに、

毎年度、計画の実施状況を分析し課題を把握する「評価」を行っています。 

今年度は総合計画の最終年度に当たることから、例年行っている前年度計画の実施状況

の「評価」に加え、進捗が遅れていると見込まれる施策については、目標の達成に向けて、

年度内に推進すべき取組についても分析・検討を行っているところでございます。 

委員の諸先生、皆様には、御専門のお立場から、忌憚のない御意見を賜りたいと考えて

おります。 

本日いただいた御意見を十分に踏まえ、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

を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

○政策室長 

 大変申し訳ございませんが、知事は所用がございまして、ここで退席させていただきま

す。 
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○政策室長 

つづきまして、委員長の選任を行います。この件につきましては、本日出席いただいた

各委員の皆様の互選によることとなっておりますが、いかがいたしましょうか。 
 
○木村委員 
 意見を申し上げます。これまでの御経験、御専門に照らしまして、前回に引き続いて、

坂野委員に委員長をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○政策室長 
 それでは御異議ないようですので、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、委員長席へ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 
 ただいま委員長として選任されました、坂野でございます。 
 今まで継続してやらせていただいたこともあって、再任させていただきました。役不足

のところもありますが、今年度もよろしくお願いいたします。 
 現在この制度が始まってから、行政を取巻く環境は根本的に改善している訳ではないと

思います。高齢化は進んでいますし、出生率は相変わらず増えないという状況の中で、行

政サービスは増えていく。一方で、負担を支える労働力人口は増えない中で、ますます行

政は効率化が求められているという状況は、全く変わっていないと考えております。 
 そういう中で、県民のニーズを的確に捉えて、限られた資源を有効に使うという、政策

の効果を最大限引き出すための手法としての行政評価の意義は、ますます重要になってく

ると考えております。 
 さらに、公と民の関係も、かなり大幅に見直しが迫られるようになっております。こう

いう中で、本当に行政がやらなくてはならない仕事、民に任せられるものは任せていくと

いうことも、評価の中では考えていかなくてはいけないと考えております。 
 この評価の仕組みを導入してから、かなり時間が経っております。特に、行政の政策を

評価するためのアウトカム指標やアウトプット指標を出来るだけ体系的に作り、目標が達

成されなければそれは何故なのかという原因分析をして、その分析に基づいて次の改善策

を探し出すということを、指標をひとつの手がかりにしてしばらく続けておりまして、毎

回少しずつ改善してきているので、今年もどういう改善が見られたのかを楽しみに参加さ

せていただいております。 
 本懇談会での議論が、より良い県政運営につながって、ひいて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限りだと考えております。 
 本日はよろしくお願いいたします。 
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○政策室長 
 ありがとうございました。 
 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 
今までずっとお願いをしていまして、御経験、御実績から考えまして、木村委員に委員

長代理をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 
 
○政策室長 
 木村委員、委員長代理をよろしくお願いいたします。 
 報道機関の皆様、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、御了承ください。 
 また、以降の進行は、坂野委員長、よろしくお願いいたします。 

 
 

３ 議事 

（１）平成２７年度の実施状況について 

 
○坂野委員長 
 それでは、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２７年度の実施状況について、事務局から御説明を

お願いいたします。 
 

○政策企画課長 
 政策企画課長の田中と申します。よろしくお願いいたします。 
 私から、平成２７年度の千葉県総合計画進行管理につきまして、実施状況を御説明しま

す。 
今年度は、本計画の３年目の取組状況について評価するとともに、４年間の計画の最終

年度にも当たりますので、計画に掲げる目標の達成に向けて、施策の進捗状況を確認し、

遅れが認められている施策分野については、一層の取組を進めていく必要があります。こ

のため、本年度の評価に当たっては、冒頭、知事からも申し上げましたが、進捗が遅れて

いる施策に対して、目標の達成に向けた一層の取組の推進を図るため、要因分析や課題の

整理、これらを踏まえた２８年度に実施していくべき取組等が重要であると考えておりま

す。 
こうした点を踏まえて、本日の懇談会においては、資料１－２を中心に説明させていた

だきますので、委員の皆様には御理解をよろしくお願いしたいと思います。 
はじめに、まず計画全般の話を差し上げますので、資料１－１をご覧ください。平成  

２７年度「新 輝け！ちば元気プラン」進行管理の概要です。 
評価の内容に入る前に、総合計画の施策体系について御説明します。左側のピラミッド



4 
 

状の図をご覧ください。総合計画はピラミッドの頂点にあります、３つの基本目標とその

実現を最終的に目指すものです。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、また、これらの政策を達成するために、その下の３８の施策があります。

また更に、この３８の施策の達成のための１７４の主な取組があります。そして、それぞ

れが目的・手段の関係になっているところです。 
本計画の進行管理については、このピラミッドの一番下にあります１７４の主な取組に、

それぞれ行政活動目標を毎年度設定しております。達成状況の指標として活用していると

ころですが、その上の３８の施策の評価に当たりましては、それぞれの施策を構成する主

な取組の評価結果を基に、原則として７割以上が目標に達しているかどうか、という観点

から評価を行っているところです。 
 
続きまして、その下にあります総合計画の事業費について、御説明します。 
左側のページに記載されている表です。３つの基本目標ごとに当初予算、補正・前年度

繰越を含んだ予算現額、決算見込、執行率となっております。これらの額は総合計画に位

置づけられた事業費の合計となっておりますので、県の全ての事業を対象としているもの

ではございません。合計額につきましては、一番下の欄に書いてありますが、当初予算が

８，３７１億４千２百万円、予算現額は８，４８１億１千８百万円、決算見込額は６，５

２１億２千９百万円となっております。 
 
次に施策の実施状況について御説明します。同じ資料の右側をご覧ください。 
この表は左から基本目標、政策分野、施策項目、施策の総括と並んでおり、３８の施策

について、それぞれの実施状況の区分を示してあります。 
目標に対して、進展したという施策についてはオレンジ色、概ね進展としたものは白、

一部の進展にとどまるものは水色の網掛けをしています。 
２７年度全体としましては、過去２年度と比べますと「一部の進展」となっている施策

が多くなっている状況です。 
各施策とも目標達成に向けて必要な取組に着手しているところですが、先ほど申し上げ

たとおり、個々の主な取組の評価結果が原則として７割以上の目標に達しているかどうか

で、施策ごとの評価を行っております。そのため、７割のボーダーライン上にあるものに

ついては、１つ１つの評価が上がったり、下がったりすることによって、こうした結果が

表れたものであると考えております。 
なお、総合計画全体の評価としてみた場合には、政策分野ごとの社会目標につきまして

は、平成２６年度から平成２７年度にかけまして、全体として進展が遅れているというこ

とはないものと考えております。 
 
続きまして、政策分野別の概要について御説明します。 
資料１－２「平成２７年度 政策分野別概要資料」をご覧ください。Ａ３横長で全部で

１１枚の綴りとなっております。 
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まず、はじめに、この資料の構成について御説明します。 
この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。上の部分は、それぞ

れの政策分野ごとに設定している社会目標に関する実績の推移をグラフで表したものです。

それぞれ政策分野について、２つから７つの目標が設定されています。 
このグラフの青い線は、社会目標ごとの実績値を示しています。赤い点線は、毎年の進

捗状況がわかるよう、現行計画の前年の平成２４年度から平成２８年度に実現する目標値

までを直線で結んだものとなっています。 
下の部分、水色の部分ですが、こちらは各政策分野に位置づけられています、それぞれ

の施策について、施策ごとの目標、総括、平成２７年度の施策の実施状況、要因・状況分

析、課題、取組方針を記載しています。なお、昨年度の懇談会において、課題を打ち出す

前に、そもそも何が問題であるかということを明確にすべきであるという御指摘をいただ

いております。従いまして、今年度から、課題の前に要因・状況分析という項目を設けた

ところです。 
 
私からは、この１１の政策分野の中から２つについて御説明します。 
資料１－２の２枚目、基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」、政策分野２「安全で安

心して暮らせる社会づくり」をご覧ください。 
まず上のグラフをご覧ください。４つの社会目標のうち、３つについては目標の達成に

向けて順調に推移していますが、右下の「消費生活センター設置数」については、実績が

横ばいとなっており、目標には達していない状況です。 
水色の下の部分をご覧ください。ここには施策項目が３つありますが、それぞれ総括に

ついて申し上げますと、１つ目、施策①の「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」については、概ね進展が図られており、②の「交通安全県ちばの確立」に

ついては一部の進展に、③「消費生活の安定と向上」については進展が図られている、と

なっています。先ほど、社会目標の推移について御説明しましたが、４つのうち３つの目

標が達成に向けて順調に推移していますので、政策分野全体としては、概ね良好な進捗状

況であると考えています。 
このうち、個別の施策の概要については、社会目標の中の「刑法犯認知件数」及びその

右の「自主防犯団体の数」に関係しています、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、御説明します。 
平成２７年度の施策の実施状況としましては、（１）として、平成２５年にモデル事業と

して開始しましたコンビニ防犯ボックスについて、侵入窃盗の減少あるいは地域住民の

方々の治安評価の向上など、十分な事業効果が確認されたことから、昨年１１月には柏市

に、今年１月には船橋市にそれぞれ新たな防犯ボックスを設置しました。 
また（２）としまして、地域の自主防犯活動を促進するため、地域での活動の核となる

防犯リーダーの養成や、防犯資機材の整備経費への助成などを行い、地域の防犯力の向上

を図るとともに、官民一体となった合同パトロール、防犯キャンペーンなどを実施し、県
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民の自主防犯意識の醸成を図ってきたところです。 
こうした取組を実施する一方で、要因・状況分析に記載のとおり、（１）として、社会目

標である「自主防犯団体数」は前年比で増加していますが、団体の構成員が年々高齢化し

ているという状況があります。 
さらには（２）として、同じく社会目標の「刑法犯認知件数」は１３年連続で減少して

いるものの、県民の皆さんの身近で発生する電話 de 詐欺などは、依然として高い水準で発

生をしています。 
こうした要因・状況分析からの課題としましては、（１）として、人々が安心して暮らせ

る環境づくりのため、地域防犯活動の拠点となる防犯ボックスの設置促進や、若い世代を

含めた自主防犯団体の結成・活動の促進を図っていくとともに、（２）としまして、県民の

身近で発生する犯罪の発生防止のため、住民に対して日ごろの注意喚起や情報提供を行い

まして、地域住民や関係機関との連携を図る必要があると考えております。 
このため、取組方針としましては、（１）として、若者の防犯意識の高揚を図るため、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、地域単位での自主防犯活動の活性

化に向けた取組を強化することや、市町村が新たに設置する防犯ボックスの運営費等に対

して助成を行います。 
また、（２）としまして、身近な犯罪の発生防止については、警察・行政・関係機関・地

域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

や活動の活発化や定着化、さらには地域住民や関係機関との連携を強化するとともに、地

域に密着した活動を推進し、犯罪の起こりにくいまちづくりを推進していきます。 
 
続きまして、政策分野の２つ目ですが、同じ資料の８枚目をご覧ください。 
基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」の政策分野１「千葉の輝く魅力づくり」

です。 
まず、上のグラフですが、６つの社会目標のうち５つについては、赤い点線の上、もし

くは上回っている状況で推移しており、平成２８年度の目標達成に向け順調に推移してい

る状況です。しかしながら、右上にある「千葉県内での国際会議開催件数」、こちらについ

は、MICE 等の誘致活動を積極的に行っている状況ですが、その実績としては近年横ばい

で推移しており、目標値との乖離が大きくなっております。 
下の段の水色の部分をご覧ください。５つの施策分野のうち、総括の部分について申し

上げますと、施策③の「成田空港の機能拡充と空港を活用した県経済の活性化」、これと⑤

「千葉の宝を生かした観光立県の推進」。この２つについては、進展が図られており、①の

「光り輝く千葉の魅力を全国・海外に発信」、これと④「東京湾アクアラインと圏央道が拓

く魅力ある地域づくり」、この２つが概ね進展、残ります②「国際交流の推進と海外取引・

外国人誘客の促進」については、一部の進展にとどまっている状況です。 
施策の概要については、この一部の進展にとどまっている、②「国際交流の推進と海外

取引・外国人誘客の促進」について御説明します。 
平成２７年度の施策の実施状況としましては、（１）としまして、アメリカのウィスコン
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シン州、ドイツのデュッセルドルフ市、こういったところとの国際交流、ベトナムに対す

る工業教育分野での技術交流、ラオスのヴィエンチャン都に対する水資源環境分野での国

際協力など、幅広い分野で活発に国際交流・協力活動を展開しました。 
また（２）ですが、ビザの緩和等で訪日観光客が増加している東南アジアのタイ・マレ

ーシア・インドネシアを選定しまして、積極的な観光プロモーションに取組んだ結果、教

育旅行の誘致により、県内の学校との交流が実現したところです。 
こうした取組を実施する一方で、要因・状況分析の（１）にありますように、幕張メッ

セが東京オリンピック・パラリンピックの競技会場となったことで、本県の知名度は一層

向上が見込まれています。 
こうした状況に関しましては、課題として（１）で、農作物の輸出促進、外国人観光客

の誘致、MICE の誘致、文化・スポーツでの国際交流など、県の施策をさらに効果的に実

施する必要があると考えています。 
また、要因・状況分析の（２）ですが、千葉県内に暮らす外国人の方が、平成２７年度

で１２万人を超えたものの、外国人県民の方々に対する支援は未だ十分とは言えない状況

です。 
そこで課題（２）として、外国人県民の方々に対しては、医療、就労、教育、防災など

生活を営む上での支援を進める必要があると考えています。 
このため、取組方針としては、（１）として、県内企業の市場開拓のための海外展開支援、

農作物等の輸出促進、外国人観光客の誘致、文化・スポーツでの国際交流など、県の施策

における海外との関わりが深まっていることから、平成２８年度は、県の強みを活かした

施策を展開していく際の方向性を示す国際戦略を策定することとしています。 
また（２）として、県の国際化施策に関する連携会議などを活用して、市町村等と連携

し、外国人県民の方への支援を推進していきます。 
 
この他の政策分野についても、同様の構成により、取りまとめをおこなっているところ

です。 
続きまして、資料１－３「新 輝け！ちば元気プランの実施状況について【抜粋】」とい

う、Ａ４判の資料について説明します。 
こちらは、先ほどの１１枚の政策分野の概要、個別の進行管理票を基に、県民の皆様に

より身近な取組を取り上げて、分かりやすくお伝えするという観点から、抜粋版を作って

いるものです。１つの政策分野について、１ページにまとめて作成をしています。 
昨年度の懇談会において、この抜粋版についての御意見をいただきました。表題につい

て、「主な取組の実施状況」が正しいのではないか、という御指摘がありましたので、表題

を「主な取組の実施状況」に変更したところです。また、内容についても、先ほどの政策

分野別概要資料で御説明しましたが、課題の前提となっている要因等の記載を加えるなど、

より分かりやすくなるよう改善を行っているところです。 
この抜粋版については、可能な限り県民の方に読んでいただけるよう、県のホームペー

ジでの掲載や地域振興事務所での閲覧、県文書館での閲覧などの他、県内の主要な鉄道駅
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に設置されている県の情報コーナーでの配布も予定しているところでございます。 
 
最後に、時間の都合上、説明は省略させていただきますが、皆様の机の上に黒いバイン

ダーに入っていますのが、資料２「平成２７年度千葉県総合計画進行管理票」でして、主

な取組の１７４について、それぞれの部署で評価を実施した進行管理票を、施策ごとにま

とめています。その下に資料３「事業整理票」というものを加えました。 
 
平成２７年度の実施状況についての説明は以上でございます。どうぞ、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、平成２７年度の実施状況について説明がございました。まず１番目は全体の

進行管理の概要、もう１つは１１の政策分野について、２つ例を使っていただいて御報告

をいただいた。もう１つは、この主な取組の実施状況について御説明をいただいたところ

です。 
これにつきまして、皆さんから御意見、コメント等いただけますでしょうか。 

 
○佐藤委員 
佐藤でございます。毎年、この場で最初に申し上げているのですが、膨大な資料の作成、

大変お疲れ様でございます。本当に心から敬意を表したいと思います。その上でいくつか

質問とコメント、提案等を申し上げたいと思います。 
大きく２つございまして、１つは資料１－１、Ａ３の横のもの。それから、もう１つは

資料１－３「実施状況について【抜粋】」です。 
まず、１つ目の資料１－１についてですが、先ほど企画課長の御説明の中で、資料１－

１の表をご覧になって、「全体として進展が遅れているということはない」という言葉があ

ったかと思います。微妙な表現ではありますが、本当にそう断言できるのか、もう少し慎

重に分析しても良いのではないか、と思いました。 
なぜかと言うと、課長のお話の中にもありましたが、確かに平成２６年度における施策

の総括の判定結果と平成２７年度のそれとの比較で見れば、一部の進展が多くなっている。

一番評定の低い部分の項目が多くなっています。それから、前年度比で見た場合に、評定

がランクアップしているのか、ランクダウンしているのか、数えてみたところどうであっ

たか。まずは、平成２７年度における施策の総括と平成２６年度のそれとの比較で言えば、

アップした項目が８項目で、ダウンしている項目が１１項目でダウンの方が多いです。ま

た、平成２６年度における施策の総括と前年度の平成２５年度との比較で言えば、アップ

した項目が８項目で、ダウンが９項目ということになります。平成２７年度と平成２６年

度の比較、先ほど１１項目ダウンしたと申し上げた訳ですが、そのうちダウンした７項目

というのは、基本目標の１番目「Ⅰ 安全で豊かな暮らしの実現」でございます。 
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それから、進展、概ね進展、一部進展という３つの判定の推移を平成２７、２６、２５

の過去３ヶ年で見たとき、進展の数はほぼ横ばいです。一方、概ね進展は平成２５、２６、

２７の推移を見ると、平成２６年度で少し平成２５年度よりも数が増えましたが、平成２

７年度は平成２５年度と比べると下がっていて、概ね進展の数が減っている。一方、一部

の進展については、これは趨勢を見ると、増えています。良くないものが増えている、と

いうことになりますので、こういう解釈が良いのかどうかというのがあるかも知れません

が、こういう表をお作りになっているので、そういう見方も出来るだろうということを考

えました。ということは、「全体として進展が遅れているということはない」と言い切れる

かというと、なかなか難しいかも知れないと。微妙なところはあって、やや遅れている、

と言っても良いと思いました。ただ、単純に各項目をこのように比較するということでは

ないのかも知れません。 
申し上げたいことは、総合計画の評価なので、総合的な評価、全体的な評価に関する記

載というものが、どこかにあっても良いかな、ということです。資料１－１の表をどう見

るのか、県として、この３ヶ年の施策の実施状況をどのように見て動いてきたのか、とい

うものが資料１－１のどこかに少しあると、より分かりやすいのかなと思いました。 
それから、もう１つ。資料１－３の県民向けの資料ですが、「実施状況について【抜粋】」

ですが、これは広報用ということで、この懇談会でも過去に議論がありまして、何年か前

に宮入委員からも、記述が平坦である、という御指摘があったと思います。私も昨年度に

同感ですと申し上げていて、先ほどの私の意見と関連するのですが、個々の政策分野や取

組ごとにはこうだよというのは分かるのですが、全体としてどうか、という総合的な評価

が、最初に例えば１枚もののペーパーでビジュアルであるとパッと見て分かりやすい。後

は個々にどうなんだという総評があると、より見やすくなるのではないのかということで

す。 
少し細かい話になりますが、この資料１－３では、今回新たに「要因・課題・取組方針」

となっていて、昨年度は「今後の課題・取組方針」でした。要因が入ったと見ていたので

すが、要因が書かれていないものも結構散見されるので、他に見出しを付けるのでしたら、

しっかり書いていただければと思います。以上でございます。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございました。それでは、いかがでしょうか。 
 
○政策企画課長 
 最初の、全体としてこの計画の進捗がどうなのかという御質問ですが、資料１－１の右

側を見ますと、委員御指摘のとおり、施策ごとの実施状況では水色の一部進展の施策が目

立つような状況になっております。ただ、この評価の仕組みとして、先ほど冒頭に申し上

げましたが、ピラミッド型の体系の一番下の取組の評価が施策の評価に繋がり、その施策

の評価を右にまとめているところで、基本的には施策の評価がその上にある政策分野の評

価に結び付く、という形での評価の仕組みになっていますが、社会目標ごとの推移を見た
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限りでは、平成２７年度で悪化しているとまでは言い切れない状況でしたので、冒頭の時

には「全体として進展が遅れているということはない」と考えていると申し上げたところ

です。 
全体の評価はどうするのかということですが、前計画の「輝け！ちば元気プラン」につ

いては、３年間の計画でしたが、計画期間終了後の翌年度に総括という形で、計画全体の

評価を行っています。この評価については、同様に各単年度の進展、概ね進展、一部進展

という状況を表すとともに、当時は４４社会目標がありましたが、その４４の社会目標自

身が最終的に目標を達成したのか、達成は出来なかったけれども、始まりの時より改善し

たのか、あるいは、始まりの時から改善が見られなかったのか、という形での評価をして

います。 
現行計画も当然４年間が終わった後には、同様の総括的な評価をするということになり

ますが、仮に、前回の計画と同じような方法で４分の３だけ評価するとしたらどうなるか

試してみたのですが、大体３分の２程度の進展があったのではないか、とは考えています。

従いまして、このまま推移すれば、１００％というのは非常に難しいかも知れませんけれ

ども、概ね良好な水準には推移できるのではないかという点も踏まえて、「全体として進展

が遅れているとは言えないのではないか」と表現したところです。 
当然、来年度において、今回の総合計画自体の全体の評価をする際には、もう少し分か

りやすい形で、どうやってやるかということは、今後工夫をしていきたいと思います。 
 
 また、資料１－３の【抜粋版】については、評価には全く触れておらず、計画の体系に

基づき千葉県が今どういったことに取組んでいるのか、広く県民の方に手にとって読んで

いただきたいという視点で作成しているものです。当然、来年度は、総括もありますので、

全体の進捗度についても、分かりやすい形で表していければ、と思っております。 
 続いて、要因分析ですが、確かに全く要因について書かれていないところもありますが、

当初の予定どおり進まない要因があるものについては、極力、要因を書くようにしました

が、当初の計画どおりに進んでいるものについては、課題に結び付けるようなものとして

は記載していないものもあります。ただ、見出しを統一するという観点から、全ての項目

について、要因・課題・取組方針というような名前を付けているところです。以上です。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございました。いかがでしょうか。 
 
○佐藤委員 
最初の施策の実施状況の判定の総合的評価については、どこかに「どういう理由でどう

評価している」という記載があると良いと思います。また、社会目標というのは一番上位、

政策レベルであり、県の取組以外の外部要因にかなり大きく左右されるので、社会目標と

県が行う個々の施策との両方を見て、総合的な評価をした方がよろしいのではないでしょ

うか。 
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それから、資料１－３に関して、要因については、達成できていないものを中心に書か

れているということですが、確かに目標未達成の場合、なぜ達成できなかったのか、とい

う要因をしっかり分析するということは非常に重要なことで、しかし、目標達成できた場

合も、なぜ出来たのかという要因を分析することも重要なことです。何か努力をされた訳

だと思います。県のアピールポイントでもあるわけで、こういう努力をしたんだ、だから

達成出来たんだ、ということになります。だからと言って課題がないのかというと、そう

いうことはないと思います。また、新たな課題があると思います。時代の変化とか環境の

変化がある訳ですから、そこはそこで書いていただくと、よろしいのではないかと思いま

す。以上でございます。 
 
○坂野委員長 
今の点に関しまして、他の委員から、何か御意見等ございますでしょうか。 

 
○木村委員 
 先ほどの指標の達成状況に関する評価というのは、本当に難しいところで、社会目標と

それ以外のアウトプット的な行政活動目標との関係、どちらを重視するのかということも

含めて、議論し出すときりがないところだと思います。 
 社会目標との関係については、おそらく４年終わった後に総括ということにはなると思

うのですが、やはり先ほど御指摘あったように、我々としては、資料１－１の表を見て取

りまとめ結果を気にしてしまいがちで、アップしたものやダウンしたものがどれだけある

のかということは、当然、関心の対象になると思います。 
 ただ、私の印象では、今の達成状況のランク付けの仕方からすると、７割を基準にして

いる訳ですから、上に上がるのは難しい。下には簡単に落ちてしまうということで、一生

懸命努力しても上には上がらないけれども、何かの拍子に下にすぐ落ちてしまう。多分、

５割ぐらいのボーダーだったら、大きな状況変化がなければ、上下のバランスを取ってア

ップダウンすると思いますけれども、そういうことも考慮せざるを得ないのかなという感

じがしております。 
 そういったことも含めて、やはり何か説明があって然るべきだというのが、佐藤委員と

同感に思っているところで、おそらく資料１－１も公表されれば、水色が多くてけしから

ん、というような声がどこかから出てくる可能性はあると思いますし、ここの議事録だけ

では心もとない感じがしますので、何らかの形で、例えば我々委員会の分析という形でも

結構ですけれども、施策レベルでの総括に対するコメントというものがあっても良いのか

な、おそらく大変な作業になるとは思いますが、そういうことが１つありうるのかなと思

います。 
 それから、同じ佐藤委員の２つ目の御指摘。資料１－３との絡みで、むしろ資料１－２

を拝見して思ったことです。私、昨年の会議は欠席させていただいて、経緯は良く存じま

せんが、今までのフォーマットから変えて、要因という項目を特出ししたということで、

基本的には大変結構です。その一方で、おそらく書いている方は大変だっただろうなとい
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う印象を持っておりまして、本当にそういう意味での努力を拝見しているというところで

す。当面は、こういう構成で結構だと思うのですが、ただ１点だけ感想を述べれば、資料

１－２の記述は非常に読みやすいと思います。読みやすいのはなぜかというと、要因と課

題と取組方針それぞれに番号が振ってあるからです。それに対して、元の帳票（資料２）

を見ると、ほとんどのところが番号を振ってない。３つの項目について、どれとどれが対

応するのかを我々の方で考えなくてはいけない。大体１つ目の項目が１つ目に記載されて

いますが、番号を振っていただいて、なおかつ、原則として全ての項目について要因・課

題・取組方針を明記していただいた方が良いと思います。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございます。大体よろしいですか。 
 
○宮入委員 
 昨年は、なぜ達成できなかったのか、というところをもう少し説明していただくとよろ

しいのではないかということと、一昨年は課題が出来ていないことの裏返しになっている

のはいかがなものか、ということを申し上げて、毎年確実に改善していただいていると実

感しております。ありがとうございます。 
 それで、先ほどの佐藤委員がおっしゃった分析内容に関連して、上がったり下がったり

というのはあると思いますが、例えば、３年間ずっと「一部の進展にとどまっている」施

策項目もございます。もっと見ると、２年間とどまっている施策項目もございます。２年

間とどまっているということは、よほど努力しないと、来年度も一部の進展にとどまって

しまうという感じもしますが、この「一部の進展にとどまっている」ということは、０.７
×０.７×・・という、それ未満ということですから、結構これは大変なのかなという気が

します。 
 先ほど木村委員からご指摘があった資料２で、例えば、この３年間ずっと「一部の進展

にとどまっている」Ⅱ－１－①「子どもの健やかな成長と自立」の今年の評価を見ますと、

ジョブカフェ等の目標に届かなかった指標が、利用者数や就業率などが達成できていない

ということで、３つの取組の内の１つができていないため、このような評価になったのか

なと読み取りました。そうしますと、３年間とも３つある取組の内の「若者の経済的自立

と就労支援」で引っかかっているのか、それとも、毎年、３つの項目が入れ替わり立ち替

わり達成できなくて、一部の進展にとどまっているのか。要因のところは、その点をもう

少し書いたほうが良いと思いました。「毎年ここを改善しようとして取組んできたけれども、

こういう要因があって、これが足を引っ張っている」という分析をすることで、指標自体

が妥当でないのか、それとも、やり方に工夫が足りないのか、そういったところで次の手

の打ち方が違ってくるのではないかと思います。評価のための評価ではありませんので、

「世の中が変化しているから、利用されていない」という表現ではなく、来年どうしたら

良いのか、というところに繋げていったほうが、より有効ではないかという気がいたしま

した。以上です。 
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○坂野委員長 
 ありがとうございました。それではもうお一人。益田委員からお願いいたします。 
 
○益田委員 
 御説明ありがとうございました。毎年、内容が良くなっているな、向上しているなとい

うことを感じております。既に、全体の概況につきましては、他の委員から詳しく言って

いただきましたので、質問というよりも感想でもよろしいでしょうか。 
 似たような政策と性格を持っていて、そして、さらに同じような、似たような政策手段

を執っているようなものについては、個別の担当課ではなくて、総合企画部のようなとこ

ろで、なぜこちらのほうが目標値よりも実績値がかなり上がったのか、超過したのか、こ

ちらの施策を見ると、下がって目標に達していない状況がずっと続いているのか、そうし

た施策領域を横断するような分析を、総合企画部などのほうでおやりになると、より評価

結果が活きてくるのではないかと感じました。 
と言いますのも、基本目標Ⅰ、政策分野２の「安全で安心して暮らせる社会づくり」、資

料１－２の２ページの方を御説明いただきましたが、その施策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」で、自主防犯団体数の前年比での超過という説明が

ありました。確かに表を見ますと、目標値よりも実績値が大幅に増加していることが分か

ります。これは、地域で「共助」のような性格を持った施策でありまして、何故これが超

過したのかの説明は良く分からなかったですけれども、政策手段としては、実施状況を拝

見しますと、「地域の犯罪防止に大きな役割を担っている自主防犯活動を促進するため、自

主防犯団体の交流や地域の核となる防犯リーダーの養成」、それから、「防犯資機材の整備

経費などの助成などを行って、地域の防犯力の向上を図りました」とありましたので、お

そらくこういったことがよく効いて、目標値を大幅に上回るようなことが達成できたので

はないかと思います。 
一方で、御説明にはなかったのですが、資料を拝見しまして、資料１－２の１ページ目、

基本目標Ⅰ、政策分野１「自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり」のところで、

同じく施策①「地域防災力の向上」とあります。この中で拝見しますと、こちらは、自主

防災組織のカバー率が平成２５年あたりからずっと達成できない状況が続いております。

これは、正に政策の性格から見ると「共助」の施策でありまして、要因分析を拝見します

と、行われたことは、「地域の自主防災活動を推進する防災リーダーが不在」、それから、「必

要な資機材の保管場所が確保できない等、地域の実情は様々です」とあります。そういっ

たことが要因となって、「自主防災組織の設置が思うように進んでいません」とあります。 
これは、先ほどと似ていて、防災リーダーという手段や資機材という手段など、政策手

段が非常に似ていますし、「共助」という似たような政策の性格を持ったものですが、なか

なか実績値が伸びないというところがありますので、政策の性格や政策手段は非常に似通

っているけれども、どうして一方の施策は目標値を大幅に達成して、もう一方は伸び悩ん

でいるのか、というところを俯瞰する形で分析するというのも、１つのあり方かなと感じ

ております。つまり、上手くいっている方の知見を、上手くいかない方に生かすとか、ど
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うしてもその知見が生かせるような状況にない、ということであれば、自主防災の方で同

じ「共助」を目的とした「災害対策コーディネーター登録者数」がすごく伸びがあります

ので、こちらの方に資源を振り向けるなどの判断をするのもおそらく総合企画部レベルで

しか出来ないことかな、と感じておりますので、そのような新規での評価結果の書きよう

というものも、今後おやりになられたら良いのかなという感想を持ちました。 
 
○坂野委員長 
 ありがとうございます。増田委員、今の御発言は感想ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございました。 
 
 皆さんの御意見をお聞きしますと、まず１つは、昨年の我々の意見で、要因の分析と課

題を整理していただいたおかげで、益田委員が言われたような議論が、この短期間ででき

るようになりました。政策の現場では完全なエビデンスベースということにはなりません

が、それでも、政策の現場で何が起きているのか色々と考えることができて、それについ

て意見が述べられるような情報が提供されるということは、とても重要なことだと思いま

す。 
その上で、最初、佐藤委員が御発言された話というのは、政策体系の下の方は比較的分

かりやすいけれども、上の方のレベルをどうやって評価していくのかということに関して

まだ明示的に出来ていない、ということだったと思います。また、その部分の結論は、木

村委員が言われたように、私も「概ね進捗している」ということ自体を変える必要はない

と思います。ただ、それで終わってしまうと、数字と違うじゃないかと、一人歩きが発生

してしまいますので、出来れば、分野ごとにどうしてこんなことになっているのか、解説

や見解を書いていただけると、ますます信憑性や信頼度が上がるという気がしました。 
 また、実施状況【抜粋】についてですが、私も要因を入れてくださいと言っていました

が、中途半端なところがあると思いますので、逆に、要因を取ってしまっても良いと思い

ました。記載内容には、要因を必ず書いてくださいという気持ちですが、表題には課題と

取組方針とだけ書いて、要因を取ってしまったほうが誤解は少ないかな、という気がしま

した。どう扱うのかは、最終的に担当課で御判断いただければと思います。 
 
○宮入委員 
 ちょっと補足をしてよろしいでしょうか。 
 先ほどの例でお話ししました、「子どもの健やかな成長と自立」という施策が、３年間「一

部の進展にとどまっている」というのは、県民の方が表をご覧になったときに、この施策

のタイトルからすると、「何という県だ」という印象になります。目標を達成できていない

取組の内容が毎年違っているのかも知れませんが、例えば「若者の経済的自立と就労支援」

という取組の目標達成が出来ていないために、「一部の進展にとどまっている」ということ

であるならば、そこを丁寧に説明しないと、非常に誤解を招くのではないかと心配いたし

ました。 
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 「子どもの成長の支援と家庭教育力の向上」は目標を達成していますし、資料２の３６

３ページの「社会的養護が必要な子どもへの支援の充実」という取組も概ね達成になって

います。施策はいくつかの取組を束ねて、代表的なタイトルを付けてあるので、その施策

が「一部の進展にとどまっている」ということを見て、直感的に批判を浴びないように、

一体どこが問題を抱えているのか、なぜそこが達成できていないのか、というところの説

明責任をもっとお持ちになると良いと思います。皆さんが努力されているところをきちっ

と評価して、県民の方が理解していただければと思います。 
 
○坂野委員長 
 今のお話は、どこまで総合的な評価で対応するのか、あるいは、個別の評価で対応する

のか、という書き分けの問題だと思います。あまり細かく書いてしまうとバランスが悪く

なってしまう。と言って、今はシンプルすぎるという御指摘なので、その辺のバランスの

取り方は工夫が必要だと思います。皆さんの御意見は、今のままだと却って誤解を招くか

も知れないということですので、あまり防衛的な文章を書くとつまらなくなってしまい良

くないと思いますが、やることはちゃんとやっているけれども出来ないところもある、と

いうことが、はっきり見えることを前提にして書いている、ということが分かるようにを

していただけると良いと思います。 
 
 
（２）主な施策の説明 

 ①「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進 

（教育庁教育振興部体育課） 

 ②地域による子育て支援の充実（健康福祉部子育て支援課） 

 

○坂野委員長 

それでは全体の施策の状況については、これで打ち切らせていただきまして、次に（２）

の主な施策の説明に移りたいと思います。 

個別の施策のうち、本日はスポーツの推進と子育て支援の２つの施策について、県の取

組状況等について、それぞれの担当課から説明を受け、御意見をいただくこととしていま

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は何か、といった点に言及していただくようにお願いします。なお、

御質問等については、２つの施策の説明が終わった後にまとめて行いたいと思います。 

それでは御説明をお願いします。 

まず始めに、「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進について、

担当課から御説明をお願いします。 
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○体育課長 

体育課でございます。よろしくお願いいたします。 

基本目標Ⅰ「安全で豊かな暮らしの実現」、政策分野４「豊かな心と身体を育てる社会づ

くり」、そして施策項目②「「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推

進」について御説明をいたします。 

 

体育課では、平成２４年３月に策定した第１１次千葉県体育スポーツ推進計画に基づき、

全ての県民がスポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち合いながら、健康で活

力ある生活を送り、互いに支え合う「スポーツ立県ちば」の実現を目指し各種施策を展開

しております。なお、ここでいうスポーツとは、運動競技やレクリエーション、その他身

体運動の総称のことでございまして、例えばハイキングやキャンプなどの野外活動、また、

ジョギング、ウォーキングや健康づくりに向けた体操なども含むものでございます。 

 この目標を達成するために、 

主な取組の１として、「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」を通して、

元気と活力ある県民を増やすため、個人の運動やスポーツへの主体的な取組みの推進や、

ライフスタイルに応じたスポーツ環境の整備を行う「生涯スポーツの推進」。 

主な取組の２として、国民体育大会の上位入賞と未来のアスリートの発掘・育成・強化

のため、スポーツ関係団体と連携し、計画的な選手強化や指導者の養成等により競技力の

向上を図る「人々に感動を与える競技力の向上」。 

主な取組の３として、県民のスポーツに親しむ機会の選択の幅を広げるため、スポーツ

施設の整備やスポーツ指導者の育成に取り組むとともに、スポーツイベントなどのスポー

ツ情報の収集・提供等を行う「スポーツ環境の整備」。 

主な取組の４として、スポーツを活用した地域の活力づくりのため、プロスポーツと学

校や地域をつなぐシステムの研究や、千葉の魅力発信を含めた「ちばアクアラインマラソ

ン」などの大規模大会の企画・運営等を行う「スポーツを活用した地域の活力づくり」 

に取組み、施策全体の指標として「成人の週１回以上のスポーツ実施率」の目標値６０％

の達成を目指しております。 

 

平成２７年度における取組みの実施状況についてですが、子どもから高齢者に至る県民

１人１人が、生涯にわたり健康で明るく充実した生活を送るため、それぞれのライフスタ

イルに応じて日常生活の中でスポーツを行う「生涯スポーツの推進」では、毎年１０月を

「スポーツ立県ちば推進月間」とし、のぼり旗の掲出やクリアファイル及びリーフレット

の配布、県内７か所での総合型地域スポーツクラブとその近隣小学校が連携して、親子を

対象とした体験イベントやスポーツ教室の開催、また、本年１０月２３日に開催される「ち

ばアクアラインマラソン２０１６」の開催準備等を行い、日ごろスポーツに親しんでいな

い人々を含めて、「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」に参画できるよ

う啓発を行ってまいりました。 

この「ちばアクアラインマラソン２０１６」は、スポーツの振興と千葉県の魅力発信の
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２つを柱とした大会で、３回目となる今回大会から、さまざまな方に参加いただけるよう、

アスリートランナー枠、ふるさと納税枠、外国人ランナー枠などの特別枠を設けるととも

に、障がい者スポーツへの関心を高めるため、車いすハーフマラソンを正式種目といたし

ました。 

なお、主な取組４の「スポーツを活用した地域の活力づくり」に関することとなります

が、大会開催に向け、事前イベント等を開催するとともに、各種広報媒体やＰＲ大使の活

用、大会ホームページの掲載内容を充実させることなどにより、千葉の魅力をさらに広く

発信してまいります。 

大会当日には、県内各地のグルメやお土産など、千葉県の魅力いっぱいの物産展や、コ

ース沿道での演奏、ダンスパフォーマンスによる熱い応援などにより、参加するランナー

や来場者の皆様に、千葉の魅力とおもてなしの心を存分に味わっていただけるよう、現在

も準備を進めているところです。 

 

それでは改めまして、お手元の平成２７年度施策概要資料４－１、左下の「世代別スポ

ーツ実施率」のグラフをご覧ください。 

この指標では、２０－３９才、４０－５９才、６０才以上の３つの世代に区分し、それ

ぞれの世代での目標値として、２０－３９歳では４３％、４０－５９才では４４％、６０

歳以上では年々増加を目標にしておりますが、スポーツに関心はあるが「忙しくて時間が

ない」「疲れていて体力的に余裕がない」という理由で、２０歳～５０歳代のスポーツ実施

率が低く、「目標に届かず」という判定結果になりました。 

スポーツには、ほんの少しの時間があればできるものもあり、さらにスポーツを行うこ

とにより日常の疲労を軽減する効果もあります。このため、主に「子育て・働き盛り世代」

に運動の機会を提供できるよう、「千葉県スポーツ情報センター」と連携し、県立スポーツ

施設の無料開放等によるスポーツを行える場の提供や、「スポーツ立県ちば推進月間」関連

イベントの紹介、さらに各種スポーツイベントや公共スポーツ施設利用に関する情報の提

供等をさらに充実させ、各世代の運動習慣の定着・拡大を図ってまいりたいと考えており

ます。 

また、親子体験イベントやスポーツ教室等の開催期間や開催回数を見直し、子育て世代

の参加を促してまいります。なお、その他の取組みについては、「目標を達成」「目標を概

ね達成」という判定結果になっております。 

「人々に感動を与える競技力の向上」ですが、オリンピックやパラリンピック、さらに

国民体育大会や各種の世界大会等において、本県の選手が活躍することは、県民に夢と感

動を与え、ひいてはトップアスリートの高いパフォーマンスへの憧れから、スポーツへの

興味・関心を高め、する、みる、ささえるスポーツの推進に繋がってまいります。 

昨年の「紀の国わかやま国体」で、一昨年の天皇杯順位１０位から７位入賞を奪還し、

皇后杯順位は７年連続の第６位という結果を出しました。また、高校生年代を中心とする

少年種別においては、同じく第７位の順位を獲得しております。並行して、東京オリンピ

ック・パラリンピックアスリート強化・支援事業も実施しておりますが、この事業の効果
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も国体の成績に反映されているものと考えております。 

指標の説明からは少し離れますが、８月５日から開催されているリオデジャネイロオリ

ンピック・パラリンピックでは、本県ゆかりの選手が、オリンピック競技で４１名、パラ

リンピック競技で１８名出場しております。連日寝不足の方もいらっしゃると思いますが、

昨日までの状況で簡単に申し上げますと、千葉県出身またはゆかりの選手の活躍状況とい

たしまして、体操男子団体として加藤選手、田中選手が団体金メダル、また、柔道の９０

kg 級でベイカー選手が同じく金メダルを獲得したのを始め、ウェイトリフティング５８kg

級の安藤選手が５位に入賞しております。また、この他男子の７人制ラグビーや女子バス

ケットボールなどの団体競技を含めて、１４名の選手が今回入賞しております。 

また、東京オリンピック・パラリンピックに向けた強化指定選手に関しましても、現在８

名がリオのオリンピックに出場しております。 

これらも事業の成果として、東京に向けた強化事業ではありますが、一足早くリオに出

場したという成果が表れている例でございます。 

また、今年１０月に開催いたします「希望郷いわて国体」でも、引き続き、上位入賞を

目指してまいりたいと思っています。 

「スポーツ環境の整備」では、県民が身近にスポーツを行うことができる「総合型地域

スポーツクラブ」の設立推進や「県立学校体育施設開放事業」等を進めました。今後は、

県のホームページ等に、クラブ設立や運営にかかる事例を紹介したり、既設のクラブにお

ける実践的なクラブマネジャーの養成に努めるとともに、学校体育施設の開放校数の増加

に向け、利用者が利用しやすい体制づくりを行い、地域スポーツの推進に努めてまいりま

す。 

最後に、「スポーツを活用した地域の活力づくり」では、千葉県内にあるプロスポーツ団

体をさらに身近に感じてもらい、試合の観戦に行くことや様々なスポーツイベントに出か

けていくことで、試合やイベントを開催する市町村の活性化につなげてまいりたいと考え

ています。 

また、県民１人１人のスポーツに対する興味・関心が高まれば、市町村における独自の

スポーツ大会、スポーツイベント等の開催に繋がり、これも市町村の活性化に寄与するも

のと考えております。 

そこで、県内のトップ・プロスポーツ団体が学校を訪問する「ちば夢チャレンジかなえ

隊」派遣事業や、千葉ロッテマリーンズや千葉ジェッツと連携した「ちば夢チャレンジ☆

パスポートプロジェクト」事業を行い、トップアスリートとの交流を通じて広く子供たち

にスポーツの楽しさを体験してもらうとともに、キャリア教育の一環としての球場施設や

ゲーム運営の舞台裏見学、スタッフ体験等を行っているところです。 

 

今後は、さらに多くの子どもたちにプロスポーツの素晴らしさに触れてもらうため、実

施内容や開催時期等について検討するとともに、２０２０年に東京オリンピック・パラリ

ンピックが開催されることを契機として、スポーツの価値を再確認するとともに、より多

くの県民がスポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち合いながら、健康で活力
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ある生活を送り、互いに支えあう「スポーツ立県ちば」の実現を目指し、事業を進めてま

いりたいと思っております。 

以上で説明を終わります。 

 

○坂野委員長 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、｢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

いします。 

 

○子育て支援課長 

子育て支援課です。よろしくお願いいたします。資料の４－２をご覧ください。 

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」について

でございます。 

本施策の目標は、保育サービスの充実を図るとともに、子育てを地域社会全体で支える

環境づくりを推進することとしております。それに向けての社会目標ですけれども、上の

表にございますとおり、「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。「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協力を得ながらアンケート調査をしております。昨年度の

７６.１％から７６.７％と数値は向上しておりますが、目標値の赤い点線にはまだ達して

いないとい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

児童数が減少している状況でございますが、この後改めて御説明しますとおり、一層の取

組が必要と考えております。 

主な取組でございますが、上のグラフの右の方に記載がありますとおり、３点、「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」を掲げております。主な取組の中にはそれぞれいくつか事業が入っ

ておりますので、代表的なものを中心に説明させていただきます。 

 

はじめに、一番左の主な取組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。 

指標としましては、「保育所定員数」を掲げておりますが、定員数は順次増加してきてい

るところです。平成２７年度は６１，１８３人で、６万人が目標ということで、目標を達

成しております。 

実施状況につきましては、社会目標にも保育所の待機児童数を掲げておりますけれども、

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

て実施します民間保育所と認定こども園の施設整備を行いました。１０２施設を整備し、

４，２７２人の定員を増加させることができました。これは、全県分で、政令市、中核市
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を含めた数字でございます。認定こども園につきましては１８施設増加し、合計６７施設

となり、幼保一元化を図りました。また、小規模保育の施設整備に対しましても助成を行

い、保育所、認定こども園と合わせまして６，５３９人分の保育の受け皿整備が進み、地

域の実情に応じて多様な保育サービスの提供をしてきているところです。 

上の右側の表にございますとおり、昨年４月の待機児童数が１，６４６人だったところ、

今年４月は１，４６０人と若干減っております。 

待機児童数が下がった原因としては、各市町村が潜在ニーズも含めて策定しております

整備計画に基づきまして計画的に整備を進め、昨年度先ほど申し上げたとおり６，５３９

人分の受け皿を整備した結果と考えています。一方で、経済情勢や女性の社会進出の促進

等により就労を希望する保護者が増えていること、また、住宅地の整備に伴い子育て世代

の流入が多い地域におきまして、供給が追い付いていないことが、引き続き待機児童が発

生している原因と考えております。 

こうした状況を受けまして、課題としては、引き続き、待機児童解消に向けて取り組む

必要がございます。 

今後の取組方針でございますが、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、これはいわゆ

る学童保育と言われていたもので、現在は放課後児童クラブと呼ばれております。指標と

しては、放課後児童クラブ運営費の補助対象数としておりまして、平成２７年度について

は目標１，０４５か所でしたが、実績は１，１４０か所に対して補助を行い目標は達成し

ております。 

課題でございますが、放課後児童クラブの利用児童については、平成２７年度から対象

年齢が小学校６年生まで広がったこと、また、就学前の保育へのニーズが増えているため、

その延長線上で放課後児童クラブの必要性が非常に高まり、放課後児童クラブの待機児童

も増えている状況です。 

そこで、今後の取組方針としては、地域の子育て支援の実施主体であります市町村に対

しまして、助成制度の活用を促し、放課後児童クラブの設置促進を図ってまいります。 

 

３点目でございますが、「企業参画による子育て支援」です。「「子育て応援！チーパス事

業」協賛店舗数」を指標として掲げております。これは、妊娠中、あるいは中学生以下の

お子さんをお持ちの家庭にチーパスカードという、名刺サイズくらいの大きさのカードを

配布しています。それを、県内で協力していただいている様々な企業や商店に提示するこ

とによって、商品の割引や、授乳場所の提供、プレゼントなど様々なサービスを受けられ

るというような取組でございます。 

平成２４年７月から開始しておりまして、平成２７年度の目標店舗数は５，７００店で、
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実績は５，８９２店舗と目標を達成しております。一方で、平成２８年４月から子育て支

援パスポートの全国展開へ参加することとなりまして、この決定時期が年末であったこと

から利用者の認知度が十分ではない状況となっております。 

課題としては、より利用しやすい制度として定着させるため、全国展開の協賛も含めた

一層の協賛店拡大と、事業周知に取り組む必要がございます。 

そこで、今後の取組方針としては、本事業の目的が、地域で子育て家庭を応援する気運

を醸成する、ということであることから、引き続き、子育て支援に協力していただける協

賛店の拡大を図るとともに、制度の周知に取り組んでいきたいと考えております。 

以上となります。 

 

○坂野委員長 

ありがとうございます。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

の説明につきまして、委員の皆さんから御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

 

○木村委員 

先ほど要因分析を含めて、かなり書き手に同情的なことを申しましたが、少し厳しめな

ことを述べると、先ほど委員長のお言葉にもありましたけれども、もう少し思い切ったこ

とは書けるだろうという期待感があります。 

その１つとして、昨年度の帳票を１つ２つ比べてみたのですが、ほとんど同じ記述にな

っている帳票が相当数あります。今御紹介いただいた施策の中にも、そういうものがいく

つかございます。 

恐らく、基本的には昨年度ベースで同じ表現にして、その中から要因を引っ張り出そう

とするから、要因の分析が非常に淡泊になっていると推測しておりまして、なかなかゼロ

ベースで置き換えてもらうわけにはいかないでしょうが、本来は、問題点を捉えなおすと

いう作業が求められているのではないかと、私は考えています。 

もともとこの帳票というのは、毎年の課題、毎年の取組方針を改めて設定するという帳

票のはずですから、毎年変わってくるのが自然ですが、手を抜こうという悪い思いではな

いでしょうけれども、そういう方向になりがちなところがあると思いますので、そこは是

非注意していただきたいと思います。 

その一方で、県庁の仕事は大部分が許認可行政をはじめとしたルーティンワークだと思

いますので、なかなか動かせないことはあると思います。ですので、今までの事業を継続

するという評価はもちろん重要であって、継続の上でここを少しずつ手直しするとか、そ

ういう書き方をするが本来のあり方だと思いますので、そういう方向で御検討をいただき

たいと思います。 

その上で、書きぶりとしても、例えば資料４－１で言いますと、１枚目のスポーツの施

策で言えば、主な取組１の１番下、取組方針のところで運動実施率が低い云々、このあた

りの文章はおそらく前年度と同じで、前年度と同じであることは結構だと思いますが、同

じであるなら、同じであることを明確にしていただきたい。「引き続き」とか、「継続して」
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とか、そういう表現にしないと、これだけ見ると新しいことをやるんだなと誤解する人も

出てくる訳です。変えろ、変えろと言っているわけではありませんで、継続するのはどこ

までなのか、些細な改善でも結構ですから、改善するのはどこなのか、メリハリをつけて

書いていただきたいと思います。 

これが、一般論として、１つの例を出させていただきながらのコメントですが、このス

ポーツの関係で１点お伺いしたいのは、スポーツの事業ですから、県が直接コミットする

場面がそれほど多くはない、県の関与が間接的であることが多いということは十分承知し

ておりますので、そういう意味では補助指標が増えざるを得ないと思います。とはいえ、

県民感情として考えると、スポーツの関係で、一番お金使っているのはどこなのでしょう

か。相当数の予算を計上していて、恐らく１つ１つの研修とかイベントなどの事業はそれ

ほど支出が多くはないはずです。予算との関係で、大きい項目というのを確認させていた

だきます。 

 

○体育課長 

平成２７年度に限らず一般論という形でお答えさせていただきますが、施設の整備に係

る部分は経費としてかかっています。当然、どの程度のものをどのタイミングでというこ

とにはなりますけれども、施設整備に係る部分には経費がかかります。また、現状では、

体育課の施策事業の中で、やはり東京オリンピック・パラリンピックに向けた競技力の向

上に係る事業についても、財政的な支援を得て対応しているという状況です。 

 

○木村委員 

そういう状況なのではないかと推測していましたが、だとすれば、自然な指標な取り方

としては施設整備に対するアウトプットというものがあって然るべきだと思います。 

スポーツ施設の整備がどこかであがっていたと思いますが、施設の利用者数の増減とか、

そういう自然な指標の取り方をすべきと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

○体育課長 

現在、平成２４年に策定しました第１１次体育スポーツ推進計画に基づいて実施してお

りまして、その中には、下位指標の中で施設の利用者数といったものも含めて点検評価を

させていただいております。ただ、改修等に係る期間は利用者が減少することもあり、経

年的に安定した統計が取れるかというと難しいところもあり、御理解いただきながらとい

うところです。 

 

○坂野委員長 

県が直営でやられているスポーツ施設に関する利用者数は、数として取られているので

すか。 
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○体育課長 

はい。統計資料として持っています。 

 

○坂野委員長 

木村委員が言われたように、そういうものを指標として表に出した方が、予算執行との

関係で意味のある指標ではないかという御指摘ですね。 

 

○体育課長 

県の総合スポーツセンター、県の国際総合水泳場、それぞれの年間利用者数などは、統

計的な資料をとっております。 

 

○坂野委員長 

その数値は増加しているとか、どういった傾向でしょうか。 

 

○体育課長 

総合スポーツセンターについては、平成２３年度は７３万人、平成２７年度は１０４万

人ということで、少しずつ増加しております。 

総合水泳場についても、平成２３年は３６万人。この３年間は４２～４３万人で横ばい

状況です。 

 

○佐藤委員 

２つの施策を今回取り上げられて、共通して言えるのは、施策の実施状況では進展ない

しは、概ね進展であるが、社会目標のレベルで見ると達成されていないものもかなりあり、

３つのうち２つが未達成であると、そういうものがチョイスされている。しかし、資料４

－１、４－２は、なぜそうなってしまったのかということの分析なり、解説がないように

思います。フォーマットとして現在は書けないのですが、見る側としてはなぜなんだろう

という素朴な疑問が出てきます。色々な要因が考えられて、そもそも目標値が高すぎたの

か、あるいは社会目標の達成なので、県の出来る範囲は当然限られてくるので、外部要因

が大きかったのか、など、色々な要因が考えられますが、そういった分析がされていない

のでモヤモヤ感があります。これをどうされるかは、県の政策判断だと思います。 

社会目標に関して、例えば数値目標があって「成人の週１回以上のスポーツ実施率」、こ

れを指標として置くべきかは議論があると思いますが、平成２８年度の目標数値が６０％、

あともう１つ「子どもを産み育てやすいと感じる家庭の割合」についても、平成２８年度

の目標が８０％とあります。「新 輝け！ちば元気プラン」の巻末に目標数値が載っていま

すが、この目標設定の考え方、根拠を教えていただきたい。なぜ６０％、８０％という数

値の設定がされているのか、これは前段の議論と非常に密接するのですが、進展、概ね進

展、一部の進展、この手の判定の評価は結局目標値と実績値の関係なので、目標値を高く

設定すると達成できない訳ですから、結果として一部の進展になりやすい。そもそも、ど
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ういう根拠でやっているのか。例えば、他県、ライバルの県との比較、あるいは全国的に

見て、千葉県はこれくらいを目指すといったかなり思い切った設定の目標値であるのか、

そのあたりを教えていただきたい。 

 

○体育課長 

第１１次体育スポーツ推進計画と同じく、平成２４年３月に策定されました国のスポー

ツ基本計画において、今後５年間で計画的に、総合的に取り組むべき施策として、できる

だけ早期に「成人の週１回のスポーツ実施率」を３人のうち２人、約６５％程度を目標と

すると書かれておりまして、ちょうど同じ時期に県のスポーツ推進計画を策定していたも

のですから、この辺の情報を踏まえて、なかなか当時の現状の数字から考えて、６５％と

いう数字はハードルが高いということもあり、６０％という数値を４年前に掲げたという

のが実情でございます。 

 

○子育て支援課長 

「子どもを産み育てやすいと感じる家庭の割合」の８０％についてですけれども、こち

らも確認をいたしましたが、はっきりとした根拠が見当たらなかったのですが、前回の計

画の時に７５％という目標を掲げておりまして、それを達成できたため、次はさらに上へ

ということで、５％高い８０％という目標を掲げているようです。 

ただ、非常に主観的な「感じる」という指標なので、必ずしもここで取り組んでいる施

策だけでは達成できない、委員のおっしゃるとおり外部要因もかなりありますので、高い

目標とは思いますが、少しでもより高くということで掲げている目標であります。 

 

○政策企画課長 

御指摘いただいた社会目標の評価と主な取組の実施状況の評価の乖離というか逆転とい

うことにつきましては、本来的には下の取組から上位の社会目標への実現を目指すという

ことになっておりますが、まず社会目標自体はこの４年間変えられないという実態がござ

いますので、制度上は主な取組の評価を毎年見直すことができるとされております。 

昨年度の懇談会でも同様の御指摘をいただきまして、果たして主な取組の評価の仕方が、

本当に社会目標の実現に適しているのかということは、すでに見直しをすることが必要で

すという御指摘をいただいておりますが、なかなかそれに代わる指標がないということか

ら、継続した形になってしまっておりますので、これはやはり新たな総合計画等を策定す

る際の評価の見直しとして、より社会目標の実現に結び付けられるような評価、主な取組

の評価項目というのを再度洗い出していきたいと考えています。 

 

○佐藤委員 

目標値のレベルをどこに設定するかによって達成か未達成になるわけですが、例えば平

成２４年度の数値を基準に現状維持にするという目標にしたとすると、どちらの指標も達

成していたのではないでしょうか。スポーツも子育ても恐らくそうなるのではないでしょ
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うか。 

目標値の設定根拠の部分が、調べてみたけれどもよくわからないというのは逆に問題と

思いますので、その部分は今後の課題なのかもしれませんが、非常にチャレンジな目標で

あれば少々達成できなくても、少しでもそれに近づければ高い評価にするとか、そういっ

た評価もあるかもしれないので、検討の余地はあるのかなと思います。 

 

○宮入委員 

目標値、社会目標をどのように設定するかによって、企業経営であれば、そもそもこの

目標が高すぎるから達成できない、ということがよくあるわけです。ただそれが本当に意

味があることなのかを考えると、例えば先ほどスポーツの定義を御説明いただきましたけ

れども、「スポーツ」の内容が、体育会系、イベント中心の内容になっています。そもそも

目的は何なのかというと、進行管理票の方には、｢スポーツに親しみ、スポーツの楽しさや

感動を分かち合いながら、健康で活力ある生活を送り、互いに支え合う「スポーツ立県ち

ば」の実現を目指します」と色んなことが入っているのですが、より重要なのはどちらな

のでしょうか。 

一般的に考えれば、健康で活力ある生活を送る、地域・県になりましょうということな

のか、スポーツ立県ちばを目指すのか、どちらに重きを置くかによっては、イベント型で

参加型のスポーツになるかも知れません。アンケートの質問項目はどういう聞き方になっ

ているのか伺いたかったのですが、推測で例えば、「あなたは週何分くらい、スポーツをし

ているか」と聞かれると、きっと私なんかは「何もしてません」という答えになってしま

うわけですよね。 

ただし、例えばラジオ体操はしていますとか、サラリーマンの方は１駅前に降りて会社

まで歩いているとか、健康に関して何か体を動かすということ、エレベーターを使わない

で階段で上りましょうとか、色々体を動かすということはしますよね。ただし、それはス

ポーツの定義にはならないわけです。 

競技型のスポーツ、参加型・イベント型のスポーツなどに参加しないとスポーツと呼ば

ないのか、スポーツクラブで汗を流さないとスポーツと呼ばないのか。そうではなくて、

１駅歩くことでも運動という場合、スポーツをやっていますかと言われた場合、感覚が違

うと思うんですが。そもそも目的は何か、というところに立ち返らないと、空回りしてし

まうのではないでしょうか。 

公共の役割としては、健康で生き生きとした地域を目指しましょう、ということが目的

だと思いますので、そうするとアンケートなどの聞き方も含めて、もっと目指すものに向

けて近づいているのかどうなのか、きちんと測れるように、何で測るのかということをも

う少し検討した方が良いのではないかというのが１つです。 

もう１つ、この春、東北風土マラソンに応援に行ってきました。４，０００人くらいが

参加している手作りのイベントなんですが、風土と食べる方のフードにかけているわけで

す。フランスのメドックマラソンを見て、これいいなと思って始めた方がいらっしゃるの

ですが、そういうものを見ますと、どうしても体育会系でスポーツだけをやるという感覚
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ではすごく敷居が高いですよね。みんなで参加するということであれば、いろんな組み合

わせがあって、その中で自然に体を動かすとか健康のことを考えるとか、複合的な参加型

の機会というのももっと考えもあってもいいんじゃないか。そうすると地域振興、東北中

のお酒とか食べ物とか、ステーキとか食べながら走るので、ハーフマラソンでゆっくり２

時間はかかります。そういう色々な組み合わせも考えられるのではないかと考えました。 

 

○坂野委員長 

スポーツがどういうものなのかということに関しては、何かありますか。 

 

○体育課長 

御意見ありがとうございます。 

先ほどのアンケート項目につきましては、現在回答のカテゴリーを設けて週１回、週２

回などを選ぶ形になっておりますが、質問項目といたしましては、「この１年間に運動（軽

い体操やウォーキングを含む）やスポーツをどの程度行いましたか」という質問項目で県

民の皆様に伺っているところです。ただ、御指摘があったように運動やスポーツの捉え方

については多様でございますので、もう少しわかりやすくと言いますか、実はこの計画は

今年度が最終年度でありますので、来年度からの５年間の１２次計画に向けて策定を進め

ております。この５年間は同じアンケートを継続して取らせていただいて、経年変化を見

るためにこういう形になっておりますけれども、現在、新しい計画に向けてこのあたりの

表現も見直しを進めているところでございますので、御指摘の意見も含めて反映させてい

きたいと思います。また、新しい計画の中で、観光とスポーツをセットにしたような新た

な取組ですとか、そういったものも含めていければと考えておりますので、色々な御意見

をいただければありがたいと思います。 

 

○益田委員 

御説明ありがとうございました。 

スポーツの担当課の方に質問ですけれども、２つありまして、１つ目が、先ほどアンケ

ートで週１回か週２回を選べるようになっているということだったのですが、月１回とい

う選択肢の設定はあまり施策に合っていないのか、という素朴な質問です。私自身を振り

返ってみると、週１回にスポーツするのはかなりしんどいと感じますが、月に１、２回く

らいであれば何とかなるのかなと、子育て働き世代として感じております。 

２つ目ですけれども、他の施策と比べて、例えば、今日御説明いただいた保育の施策と

比べて、このスポーツや文化という施策は、政策の対象者が広範囲で、つまり全範囲とい

うイメージを受けています。政策というのは、政策目的は重要で、他にも政策手段など色々

な項目がありますが、その中に政策対象というものもありまして、対象が全範囲というの

はかなり厳しい施策だなと思います。 

実際そうなっているのですが、ただ、スポーツや文化はなるべくその対象を年代別で分

析することに重きを置くと、分析されている方もやりやすいし、その後の次の一手を打つ
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時もやりやすいのではないかなと感じています。 

すでに、年代別にパーセントを示されていると思いますが、今後もそのような形で施策

を御覧になられた方が良いと思います。 

２つ目の質問なのですが、６０歳代がこれだけ目標値を大幅に更新しているのは、なぜ

かという分析・要因についてお伺いしたいと思います。 

 

○体育課長 

１つ目の先ほどの回答カテゴリーの話でございますが、細かい話で恐縮ですが、現状で

は７つに分けて御回答いただいております。 

「週に３回以上」、「週に２回」、「週１回」、「月１～３回」、「３ヶ月に１～２回」、「年に

１～３回」、「全くしない」。こういうような形でございまして、現状では週に１回以上のカ

テゴリーを選んでいただいた方々を、「週１回以上のスポーツ実施率」という言葉でくくっ

て拾っております。例えば、月に４回という回答カテゴリーを作っても、割れば週１回と

なるわけですけれども、そういう形でやるかどうかということも、新しい計画の検討の中

で少し検討したいと思います 

それから、６０代のスポーツ実施率が高い状況については、総合型地域スポーツクラブ

の加入の方の割合も、やはり高齢者の方が多いという実態がございます。また、我々の方

で実施している県民のスポーツに関するアンケート、この指標の基となるアンケートです

けれども、生涯大学校に在籍している方を対象として、現在調査をさせていただいており

ますので、非常に生涯学習等について積極的に取り組んでおられる方が多いということも

あり、スポーツ実施率も通常の同じ年代の方々よりは、少し高い数字で出ている可能性が

あります。そのように捉えております。 

 

○坂野委員長 

今の最後のところですが、調査対象者は完全にランダムなサンプリングではないという

ことでしょうか。 

もう１度御説明をお願いします。対象者はどういった方なのでしょうか。 

 

○体育課長 

幼稚園、小学生、中学生、高校生も調査対象でございますし、またその保護者、県内の

教育事務所を中心に同じ数を選んで対象としております。 

お年寄りについては、なかなか同じような仕組みで調査ができないものですから、現在

は、生涯大学校、県内に５地区を選びまして、それぞれそこに席を置いている方を対象と

して調査をしております。 

 

○坂野委員長 

そうすると、現実はもっと低い可能性が高いということですね。そこは気になります。 
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○益田委員 

数字を混ぜてしまっていいのか、社会目標のところですね。というのが１つと、もう１

度教えていただきたいのですが、月１回になるとスポーツ実施率の数値は上がるのでしょ

うか。 

 

○体育課長 

当然上がってまいります。 

 

○益田委員 

何パーセントくらいですか。すぐにわからなければ、上がるということで結構です。 

では社会目標は取り方としては、週１回と月１～３回を示してもいいということですね。 

ありがとうございます。 

 

○坂野委員長 

大体時間になりますが、スポーツに関しては、「成人の週１回以上のスポーツ実施率」と

いうのは、いろんなことを切り捨てているようですが、実はいろんなことを読み込める指

標で、社会目標の指標としてはとても上手い指標だと感じました。もう１つは、それを年

代別に分析していて、特徴がどこにあるのかということで、何をターゲットにしたらいい

かわかるということについて、６０代以上の調査対象者に気になる点はありますが、こう

いうスタイルで分析して、原因分析ができて次のターゲットが決まって施策を打っていく

ことができるというのは、他の施策でこんなに上手くいくかどうかは、政策の性格による

とは思うのですが、１つのひな型になると思います。 

また、「子どもを産み育てやすいと感じる家庭の割合」は、１歳半健診のときに聞いてい

ると思うのですが、これもどこまで担当課としてやるべきことなのかという問題はありま

すが、何に関して満足しているのか、してないかということも併せて聞くと良いと思いま

す。そうすれば、待機児童の問題について、それがすごく満足度につながっているのか、

相談が受けられるということで満足度が上がるのか、というある程度の分析ができるよう

になると思います。大学の研究ではないので、あまり厳密にやる必要はないのですが、施

策に関連していることについて評価を取るということは無駄ではないと思います。次回の

目標設定の時の根拠にはなるかなと感じました。 

最後に、今後の政策評価の在り方について、何か次回に向けての提言であるとか改善す

るためにしてほしいというご発言があれば、お願いします。 

 

○宮入委員 

木村委員からもありましたが、スポーツの費用対効果ということを考えると、今のスポ

ーツの実施率に関する予算は２００万円台なんですよね。他のものはどうしても施設の補

修とか整備とか億の単位で、きっと子育てもそうだと思いますが、モノがついてくると予

算額が上がりますよね。 
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この社会目標では、かけたコストに関してどうなのかというところが全く出てこないの

で、事業仕分けではありませんから細かいことは必要ないのですが、そういう意識を持っ

て、ご自分達の事業・施策を評価するということも大事なのかなという気がしました。 

どうしても見落としてしまって目標に達成していないというのが、実はすごい細かいと

ころをつついているだけの恐れがあることを少し反省しました。 

 

○佐藤委員 

今後の政策評価の展開ということですが、先ほどの議論に関連しますが、文科省のスポ

ーツ基本計画に関しては少し関わったことがありまして、「成人の週１回以上のスポーツ実

施率」というのは、国の持っている指標ですが、平成２７年度の世論調査によると、男性

女性の平均で４０.４％となっている。これは資料４－１と比較すると、４５.８％ですか

ら、同じ調査方法にしていることを前提とすると、千葉県は全国的に高いということにな

るのですが、現状の示し方だと千葉県の全国的なポジションがわからない。ちょっと入れ

ておくと千葉はこうなんだ、というのが分かる。 

これに関連付けて申し上げると、いわゆる業績測定型の評価、ベンチマーキングという

のは、時系列で見る、同じ団体の中で過去、現在、未来との比較というのがありますが、

他県との比較というのも、これは競争という意味ではなくて、例えばスポーツ政策にしろ、

子育て支援にせよ、どうなのという時に、同じ計算式に基づく指標でないと完全な比較は

できないかもしれないかもしれませんが、ざっくりと千葉県はどうなんだろうということ

を見るときに役立ちますので、そういうこともありなのかなと。ベンチマークの本来の考

え方はそちらの方なのかもしれませんが。あくまで参考ですが、他県との比較があっても

いいのかなと思いました。 

本日は辛口なコメントであったかもしれませんが、ここを改善すればもっとよくなると

いう思いで申し上げておりますので、御容赦いただきたいと思います。 

 

○坂野委員長 

先ほどの宮入委員と木村委員が言われていた、お金がかかっているものについてという

話ですが、もともとこの指標を作るときには、行政の中にアウトカムという発想があまり

なかったので、できるだけアウトカムベースで考えようということでやっていたのですが、

なかなか行政の活動をアウトカムベースで評価することが馴染まないことの大きな理由の

１つというのは、淡々と義務的にやっていて予算を使う、そういう仕事が多いのでその部

分が表れてこない、ということだと思います。 

どのように直していったらよいか、私もまだ迷っているところもあるのですが、総合計

画という行政全体の活動を評価しようと思うと、ファンダメンタルでベーシックに淡々と

やっているものの指標と、千葉独自のプレミアムのバリューという部分と、今の議論を聞

いていると、この２つは分けなくてはいけないのかなという気もしています。 

次の総合計画を作って、その評価の体系について考えるときには、そのあたりを考えて

いかれると良いと感じていました。 
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それではちょうど時間になりましたので、以上で議事を終了したいと思います。 

長時間ありがとうございました。 

 

 

４ 閉会 

 

○政策企画課長 

本日は様々な観点から御意見をいただきまして、ありがとうございました。 

本日委員の皆様からいただいた御意見を踏まえまして、必要な修正を行った上で評価結

果を取りまとめ、公表したいと考えております。 

ありがとうございました。 

 

○総合企画部長 

ありがとうございました。 

本日は評価、そして進行管理という目的で御意見をいただきましたけれども、今色々聞

いておりますと、評価に関しては、コストという視点も必要ではないかというお話があり

ました。実は行政の場合、行政サービスの提供という意味では、人件費が一番大きなウエ

イトがあるので、いわゆる予算上の事業費のハコモノだけでなく、人件費をどれだけ評価

をするのかという大きな課題もあるのかなと、御意見をいただきながら感じておりました。 

それから、目標設定がいかに大事なのか、改めて今日御意見をいただいた中でも感じま

した。 

益田先生から、自主防災組織と自主防犯団体、これは率の問題か、絶対数の問題か、ど

ちらに目標を設定したら良いのかという問題だと思います。 

また、社会目標を４年に１回の一発で評価するのと、単年度の行政活動目標との関わり

方、これも考えていかなければならないということで、そういったところも含めて宿題を

いただきましたけれども、これらは各部の責任というよりも、私ども総合企画部の考え方、

責任、調整の問題でございますので、今日いただいた意見をしっかりと受け止めて、来年

度、そして次の計画に活かしていきたいと思います。 

今後ともご指導よろしくお願いします。 

 

○政策室長 

それでは、以上を持ちまして有識者懇談会を終了します。 

お疲れ様でした。 


