
 

 

千葉市政策評価運用指針 
 
１ 政策評価の目的 

千葉市が推進する政策について市民にわかりやすい政策評価指標を定め、目標値を設定し、その達
成度を評価する。 

また、その評価内容を施策や事務事業の立案にフィードバックさせて、市民の意向を反映した施
策・事務事業を決定する。 

 
２ 政策の定義 

政策評価の対象は、政策とする。政策とは、「ちば・ビジョン２１」に定める「将来像実現のため
の方向」（９部）のことをいう。 

 
３ 政策評価指標 

政策評価指標は、生活環境に対する市民の実感を直接行政に反映できるよう、市民の満足度や行動
を指標化することとし、５年に１度の市民アンケート調査により現状値を定量的に把握する。 

 
（１）指標項目 

指標項目は、政策の代表性の高いものを選定することとし、「別表」のとおり３３項目とする。 
      
（２）目標値 

各政策評価指標について、「ちば・ビジョン２１」の目標年次である平成２７年度末の目標値と、
第２次５か年計画の目標年次である平成２２年度末の中間目標値を設定する。 
目標値は、別掲の「目標値設定基準」により定めることとし、「別表」のとおりとする。 

  
なお、第２次５か年計画及び第３次５か年計画（仮称）で定める市民生活指標（客観指標）を、政

策評価指標（主観指標）と併せて政策評価に活用する。 
 
４ 評価 
（１）時期 

評価は、第３次５か年計画（仮称）の策定時（平成２１年度）及び次期基本計画の策定時（平成
２６年度）に実施する。 

 
（２）主体 

市長が政策の達成度を評価する。 
 
（３）方法 

① 政策評価指標の過去及び現状の値と目標値とを比較するとともに、市民生活指標の推移を勘案
して、別に定める基準により政策の達成度を評価する。 

② 評価にあたっては、政策評価表を作成することとし、様式１のとおりとする。 
   
５ 評価の公表 

作成した政策評価表は、市民に周知し、意見収集を行う。また、市民アンケート結果や関連資料等
を公表することとし、評価過程の透明化に努める。 

 
６ 結果の活用 

評価の結果は、第３次５か年計画（仮称）及び次期基本計画の策定に反映させる。 



 

 
 

目標値設定基準 

 
政策評価指標の目標値は、「ちば・ビジョン２１」に定める将来像実現のための方向（９部）を政策

として位置づけ、千葉市の現状に対する市民の満足度等を基に政策の目標を数値化するものである。 
この目標値を念頭に置き第２次５か年計画を策定するとともに、第３次５か年計画（仮称）の策定時

（平成２１年度）及び次期基本計画策定時（平成２６年度）に評価をすることから、目標値は目指すべ
き将来像と実現の可能性を勘案した数値とする。 
 
１ 平成２７年度末目標値の設定 
（１）市民アンケートにより把握した現状値を踏まえ、個別計画、各分野の今後の事業展開等を参考に

平成２７年度末の目標値を定める。 
 
（２）上記の方法による設定が困難な場合は、次の算定基準により算定した値を基に、政策の重要性等

を勘案しながら平成２７年度末の目標値を定める。 
現状値 平成２７年度末目標値 

７０％以上の場合 ５％増を目安に、現状値を上回る数値 
５０％以上７０％未満の場合 現状値+１０％程度 
２５％以上５０％未満の場合 現状値+２０％程度 
２５％未満の場合 現状値の２倍程度 

 
※目標値は、１の位を四捨五入して１０％きざみとする。ただし、６０％を超える場合は、 
５％きざみとする。 

 
２ 平成２２年度末中間目標値の設定 
 平成２２年度末の中間目標値は、現状値と平成２７年度末の目標値の中間の値とすることを基本と
して設定する。 
  ※中間目標値は、５％きざみとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別表     
                                  （単位：％) 

部 

番
号 

指標 H16年度 
現状値 

H22年度 
中間目標値 

H27年度
目標値 考え方 

1 
市内の花や緑は豊かだと思う市民の
割合 54.1 60 70 

概ね７割の市民が、花や緑に満足して
いる状態を目指す。 

2 
身近な水辺に親しみを感じる市民の
割合 

31.6 40 50 概ね５割の市民が、身近な水辺に親し
みを感じる状態を目指す。 

3 
身近な公園に満足している市民の割
合 38.5 50 60 

概ね6 割の市民が、身近な公園に満足
している状態を目指す。 

１
緑
と
水
辺 

④ 自宅や地域で花作りや植樹など緑化
活動をしている市民の割合 34.2 40 50 

概ね５割の市民が、緑化活動をしている
状態を目指す。 

⑤ ごみの排出抑制やリサイクルに心が
けている市民の割合 55.4 65 70 

概ね７割の市民が、ごみの排出抑制やリ
サイクルに心がけている状態を目指す。 

⑥ 
省資源・省エネルギーに心がけてい
る市民の割合 53.1 80 90 

「千葉市地球温暖化対策地域推進計
画」の活動目標値(H22 年度に家庭での
省エネ行動の実施率を 80％以上に高
める）との整合を図る。 

２
環
境 

⑦ 美化・環境保全活動をしている市民
の割合 20.2 30 40 現状値の概ね２倍を目指す。 

8 公共の場でのバリアフリー化が進ん
でいると思う市民の割合 26.9 40 50 現状値の概ね２倍を目指す。 

9 高齢者に対する保健福祉サービスが
充実していると思う市民の割合 20.1 35 50 

概ね５割の市民が、高齢者に対する保
健福祉サービスは充実していると思う状
態を目指す。 

10 

子育て支援サービスは充実している
と思う市民（小学生以下の子どもと
同居している市民（学生・生徒を除
く））の割合 

18.7 35 50 
子育て世帯の概ね５割が、子育て支援
サービスは充実していると思う状態を目
指す。 

⑪ 
健康づくりに気を使っている市民の
割合 57.2 65 70 概ね7割の市民が、健康づくりに気を使

っている状態を目指す。 

３
保
健･

福
祉 

12 医療体制は充実していると思う市民
の割合 28.0 40 50 概ね５割の市民が、医療体制に満足し

ている状態を目指す。 

13 道路が歩きやすいと思う市民の割合 21.8 35 50 
概ね５割の市民が、道路が歩きやすいと
思う状態を目指す。 

14 
市内の道路は、安心して車を運転す
ることができると思う市民の割合 15.7 30 50 

概ね５割の市民が、市内の道路を安心
して車を運転することができると思う状態
を目指す。 

15 
消防・防災体制が整っていると思う
市民の割合 

16.7 45 70 概ね7割の市民が、消防･防災体制が
整っていると思う状態を目指す。 

４
生
活
の
快
適･

安
全 

16 市内の治安はよいと思う市民の割合 19.5 45 70 
概ね7割の市民が、市内の治安はよいと
思う状態を目指す。 

17 
中心市街地などで食事や買物を楽し
んでいる市民の割合 55.4 60 65 

概ね3 人に2 人の市民が、中心市街地
などで食事や買物を楽しんでいる状態
を目指す。 

18 
身近な地域の街並みに愛着を感じる
市民の割合 50.8 55 60 

概ね6 割の市民が、地域の街並みに愛
着を感じる状態を目指す。 

５
街
の
利
便
性･

賑
わ
い 

19 
市内の公共交通の便はよいと思う市
民の割合 44.1 50 60 

概ね6 割の市民が、公共交通の便に満
足している状態を目指す。 



 

 

部 

番
号 

指標 H16年度 
現状値 

H22年度 
中間目標値 

H27年度
目標値 考え方 

20 

学校教育の取り組みは充実している
と思う市民（小・中学生と同居して
いる市民（学生・生徒を除く））の割
合 

19.7 35 50 
小中学生の保護者の概ね５割が、学校
教育の取り組みは充実していると思う状
態を目指す。 

21 近所の青少年は健全に育っていると
思う市民の割合 21.3 35 50 

概ね５割の市民が、近所の青少年は健
全に育っていると思う状態を目指す。 

22 
自分が学びたいことが学べる場があ
ると思う市民の割合 29.4 40 50 

概ね５割の市民が、学びたいことを学べ
る場に満足している状態を目指す。 

６
教
育･

生
涯
学
習 

○23  生涯学習施設の利用率 45.0 50 60 
概ね6 割の市民が、生涯学習施設を利
用する状態を目指す。 

24 芸術文化活動を行うための環境が充
実していると思う市民の割合 21.7 30 40 現状値の概ね２倍を目指す。 

○25  
定期的にスポーツ・レクリエーショ
ン活動をしている市民の割合 24.0 35 50 

概ね５割の市民が、定期的にスポーツ・
レクリエーション活動をしている状態を目
指す。 

７
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
国
際
化 

○26  
国際交流・国際協力を行った市民の
割合(義援金の寄付などを含む） 14.7 20 30 外国人市民の増加割合を勘案し、現状

値の概ね２倍を目指す。 

27 
日常の買物に満足している市民の割
合 73.6 75 80 

概ね8割の市民が、満足している状態を
目指す。 

28 
市内には家族や友人と行きたい施設
やイベントがあると思う市民の割合 

27.7 40 50 概ね５割の市民が、行きたいと思う施設
やイベントがある状態を目指す。 

29 市内の雇用機会の充実度 15.4 30 50 概ね５割の市民が、雇用状況に満足し
ている状態を目指す。 

８
産
業 

30 市内の農業・農村を身近に感じる市
民の割合 18.7 30 40 現状値の概ね２倍を目指す。 

○31  地域活動に参加している市民の割合 29.3 40 50 
概ね５割の市民が、地域活動に参加し
ている状態を目指す。 

32 
市の提供する情報はわかりやすく、
充実していると思う市民の割合 36.4 55 70 

概ね７割の市民が、市の提供する情報
に満足している状態を目指す。 

９
参
加･

協
働 

33 
市内に住み続けたいと思う市民の割
合 62.9 70 80 

概ね 8 割の市民が、市内に住み続けた
いと思う状態を目指す。 

※１ H16 年度現状値は、平成 16年 9月の「市民 1万人アンケート」の結果です。 
※２ 番号 10と番号 20は、対象を限定しています。 
※３ 番号の○数字は市民の行動に関する指標、それ以外は市民の満足度に関する指標を示します。      



様式１

１　政策の名称

２　政策評価指標（基本指標）の状況

単位
H22年度

中間目標値
H27年度 H16年度 H21年度

※No.の○数字は市民の行動に関する指標、それ以外は市民の満足度に関する指標。

※H21年度達成状況の凡例　：　27年度目標に向けて　◎＝順調である、○＝ある程度向上がみられる、△＝あまり向上していない

３　市民生活指標（補完指標）の状況

単位 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

※No.の下線数字はアウトカム指標（事業の結果として市民生活にもたらされる成果を示す指標）、それ以外はアウトプット指標。

※H20年度進捗状況の凡例　：　22年度目標に向けて　◎＝順調に進捗している、○＝前進している、△＝遅れがみられる

４　政策の進捗状況の評価と説明

５　今後の方針

政策目標の実現に向け、概ね順調である

政策目標の実現に向け、前進がみられる

政策目標の実現に向け、あまり前進していない

評　価 説　明

目標値 現状値
H20年度
進捗状況

H22年度
※（　）内は20年度達成想定値

％

No. 指　標

政 策 評 価 表

No. 指　標
目標値 現状値

H21年度
達成状況




