
 

 

 

 

平成３０年度 

第２回北海道政策評価委員会 
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日 時：平成３０年６月１３日(水) １０：００～１１：００ 
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1 

 

【出席者】 

区 分 氏   名 所 属 団 体 等 

会  長※ 鈴木 美佐子 北海学園大学法学部教授 

副 会 長※ 内田 賢悦 北海道大学大学院工学研究院教授 

委  員 葛西 さとみ 行政書士カサイ・オフィス 

委  員 金坂 由美子 税理士法人金坂会計事務所 

委  員 齊藤 拓男 (株)道新デジタルメディアメディアプランナー 

委  員 庄子  康 北海道大学大学院農学研究院准教授 

委  員 竹内 弘雄 公認会計士竹内事務所 

委  員 武岡 明子 札幌大学地域共創学群教授 

委  員 玉堀 ひろ子 玉堀司法書士事務所 

委  員 野呂 美紗子 (一社)北海道開発技術センター主任研究員 

委  員 村上 裕一 北海道大学大学院法学研究科・法学部准教授 

委  員 山本 忠男 北海道大学大学院農学研究院講師 

委  員 渡部 要一 北海道大学大学院工学研究院教授 

※会長、副会長は当委員会において互選により決定した。 

 

 

【事務局(北海道)】 

 総合政策部計画推進担当局長           谷内 浩史 

 総合政策部政策局計画推進課長          石川 政宣 

ほか 
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１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）会長及び副会長の選出について 

玉堀委員から、会長に鈴木委員、副会長に内田委員を推薦する旨の発言があり、 

異議無く選出された。 

 

（２） 各専門委員会委員の指名について 

会長の指名により、基本評価等専門委員会及び公共事業評価専門委員会の委員が 

指名された。 

 

（３） 平成３０年度政策評価基本方針（案）について 

（事務局より資料１－１、１－２、資料２及び資料３に基づき説明） 

 

《審議》 

【山本委員】 

・特定課題評価について、評価対象が今年度の基本評価の実施手法となっているが、何

と比べるのか。従来の手法と今年度の手法を比較して、そこでの違いを見ていかない

といけないのではないか。 

 

【事務局】 

・昨年度までの手法と今年度の手法の比較をイメージしている。昨年度の事務事業評価

はすべての事務事業を評価対象としたが、今年度は対象を絞り込んで重点化しようと

考えている。評価結果ではなく評価の手法を審議いただきたい。 

 

【鈴木会長】 

・９年ほど前から評価のやり方が大きく変わり、評価調書の書き方や評価の対象が変 

わってきたという、これまでの全体を見ていくことになるのか。それとも平成２９年

度の評価方法と今年度の手法を比較するということか。 

 

【事務局】 

・平成２８年度から評価制度が大きく形を変えている。平成２７年度以前は、各部別で

設定した施策と、その下に構成される事務事業を対象に評価を実施していた。 

・平成２８年度からは、新しい総合計画の政策体系の下に施策を設定し、さらに施策を

構成する事務事業のすべてを対象に評価を実施していたところ。 

・これまでは予算削減や人員縮減に比重を置いて評価を行ってきたが、平成２８年度か

ら政策をより着実に、より効果的に推進するという形に政策評価の考え方をシフトし

てきた。 
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・その仕上げとして、今年度は、より施策を推進することに視点を置き、施策評価を通

じて事務事業を重点化するという評価手法の改善を行う。この改善が、道民にとって

わかりやすいものなのか、政策評価の目的に貢献するものなのかなどについて、委員

の皆様に客観的に評価していただく。今年度の手法に対して、さらに改善が必要な点

はないのかという視点で、審議いただきたい。 

 

【鈴木会長】 

・毎年１０月に開催している事前検討会では、指標の話などいろいろな意見が出ている。

少しずつ反映されてきているが、さらなる改善を検討していくような点もあるかと思

うので、そうした点も含めてとの理解で宜しいか。 

 

【事務局】 

・今年度のやり方を評価するだけではなく、幅広いご議論をいただければと考えている。

指標や評価調書のことなど、より良い政策評価のためにどうしたらよいかといったご

意見もいただければと考えている。 

 

【野呂委員】 

・重点化は重要な視点であると思うが、施策と密接に関係していない事務事業を今後ど

のように評価していくのかという点を視点の一つとして残しておいた方がいいので

はないか。約 2,700ある事務事業から数百個に選定した結果、選定から漏れた事務事

業が、毎年の評価の過程で、何年間も見直しをされずに残ることがないよう配慮すべ

き。 

・政策評価の視点に関する事項で、「事務事業間の連携状況」を削除するとあるが、施

策評価と事務事業評価の一体的な実施に伴い、事務事業間の連携状況の項目は視点と

して考慮しなくなるものなのか。もし、そうであるならば、施策と事務事業が連携し

ているかどうかという項目を入れるべきではないか。 

 

【事務局】 

・重点化について、改善を要する事務事業の選定に伴い、施策の充実に当たっては予算

の制限があるため、財源を生み出すために結果的に選定されなかった事業も確認する

こととなる。また、選定されなかった事務事業が長年にわたって評価をされずに残る

ことがないよう、別途やり方を検討する。 

・連携状況について、これまでも評価は施策単位で行われ、施策を構成する事務事業も

セットで連携状況が整理されている。現行の評価調書では施策と事務事業で同じこと

が書かれていたが、規定を施策に寄せる形で整理した。 
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【鈴木会長】 

・事務事業の重点化については重要な指摘であるが、これについても特定課題評価の中

で考えていくことになるのか。評価に当たって来年度以降の方向性が事務局から示さ

れるのか。 

 

【事務局】  

・大きな評価制度のあり方も含めて、審議いただきたい。 

 

【庄子委員】 

・効率性という話がキーワードとして出ているが、数を絞って時間をかけてよく見てい

くという効率性なのか、政策評価委員会のやり方自体を効率的にしようとしているの

か。最終的にどういったアウトプットを想定されているのか。 

 

【事務局】 

・効率性については２つの意味があり、一つは政策目標と連動する評価制度にするとい

うこと。すべての事務事業をコストカット的にみるのではなく、施策評価の中で改善

を要する事務事業に重点化を図ることにより、施策目標に、より貢献するような評価

制度にするという意味。 

・もう一つは、客観的に約 2,700の事務事業を見ると単純に業務量が増えるため、作業

の効率化を図るという意味。 

 

【渡部委員】 

・評価というのは非常に難しい側面があり、調書の客観的な数字ではなく、表現の上手

さや、作文の上手さが評価に影響する。実際に事業に携わる者が評価をするわけでは

ないため、客観的な評価をしているようで、実際には作文の良し悪しを評価している。

そこには評価の危険性、リスクが伴っていると思うが、当委員会で評価できているの

か。また、そこを改善する余地はあるのか。今回、評価方法を評価するということな

ので、作文の良し悪しといった基本的な評価のあり方についても、評価対象に入るの

か。 

 

【事務局】 

・まさに評価制度には客観性が求められる。政策評価では成果指標を重視しながら数値

で評価することに比重を置いている。ご指摘のような文章表現に係る部分については

取組の分析の中で出てくるので、事務局から評価方法を丁寧にご説明した上で審議い

ただければと考えている。 
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【渡部委員】 

・数百に重点化した事務事業について、委員が個別のものを分担して見ていくというこ

とになるのか。 

 

【事務局】 

・基本評価については、委員個別に分担はせず、委員会全体で見ていただく。一方、公

共事業評価については、担当地区を決めて審議いただく。 

 

【竹内委員】 

・今回の特定課題評価は、道庁が施策評価や事務事業評価の中で業務を見直すプロセス

を見るというイメージでよいか。 

 

【事務局】 

・広義ではそうとれるが、あくまで評価制度を見ていただくイメージ。施策が政策目標

に向かっているのか、それを検証する評価制度になり得ているのかについて、個別事

業のプロセスを見るのではなく評価のやり方を見ていただくという趣旨。 

 

【竹内委員】 

・施策評価があって事務事業評価があって、絞り込む観点はどうかなど、一連の流れに

ついて、相対的な改善点などを見いだすことも含めて見るということか。 

 

【事務局】 

・評価対象を絞り込む観点や、成果指標で絞り込みができているのかなど、評価のプロ

セスそのものについて審議していただく。 

 

【竹内委員】 

・言葉遣いの問題かも知れないが、資料１－１の点線囲みにある、「選定された事務事

業に対してのみ翌年度の方向性を付与」とあるのは、これまでもあった廃止等の方向

性をつけるものと理解。比べて資料２中段にある下線の文言【評価の視点】では、「③

翌年度の方向性の考え方」とある。こちらは評価対象の絞り方やプロセスの見直しと

理解したが、そうなると基本評価と特定課題評価の議論は分けられるものか。 

 

【事務局】 

・資料３の政策評価スケジュールにあるとおり、基本評価の事前検討会を通じながら特

定課題評価をあわせて行う形になる。今後、事務局において資料の準備も含め整理を

していくが、いずれにしても基本評価の審議を通じて、特定課題評価の審議も同時並

行で回せるよう組み立てていく。 
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【鈴木会長】 

・従前の評価結果報告書でも、評価そのものの改善点に総括意見を付与していたが、そ

れをもっと深く掘り下げていくという理解で良いか。 

 

【事務局】 

・お見込みのとおり。 

 

【武岡委員】 

・２点あるが、まず政策評価基本方針の「評価の目的」について、事務事業の見直し対

象を「すべての」から 「関係する」に変更するとしているが、表現が曖昧であるた

めわかりにくい。説明を聞くと、施策評価を通じて「改善を要する事務事業」を対象

としていることはわかるが、今まで全ての事務事業を対象としていたものを今後は絞

り込むということは大きな変更であるので、もう少し具体的で明確な表現に修正すべ

きではないか。 

・次に、昨年から委員として評価に参加しているが、１１月のスケジュールが大変タイ

トだった記憶がある。今回の資料３の政策評価スケジュールでも１１月に政策評価委

員会と基本評価等専門委員会があり、その後すぐに道議会に報告することになってい

るが、昨年度も報告書案の見直しの議論があった際、事務局が間に合うかどうかとい

う話をしていた記憶もあるので、もう少し余裕をもったスケジュールとすべきではな

いか。 

 

【事務局】 

・政策評価基本方針の「関係する」事務事業については、少し言葉足らずであったため、

後段の 「事務事業評価 」の項目で使われている 「改善等を要する 」などの表現で

修正する。 

・11 月のスケジュールについては、今年度は余裕を持って開催できるよう早めに日程

調整等を行うなど、柔軟に対応する。 

 

【山本委員】 

・特定課題評価のテーマについて「政策評価の効率的な運用」という表現がわかりにく

い。政策評価基本方針では、評価をするということ、また、評価結果を用いるような

表現になっているが、ここでいう「評価」とは「結果」なのか「手法」なのか明確で

ない。政策評価「結果」の効率的な運用なのか、それとも「手法」の効率的な運用な

のか、曖昧となっている 

 

【事務局】 

・特定課題評価については「評価手法」を評価対象としているところであるが、委員ご

指摘のとおり、評価テーマについては、わかりやすい表現となるよう修正する。 
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【山本委員】 

・特定課題評価におけるこの委員会の立場は、どのようなものになるのか。 

 

【事務局】 

・委員会の立場としては、今回の特定課題評価では、評価を行う過程を審議いただくも

の。評価手法について審議いただき、その評価の審議を踏まえて、最終的に道として

評価結果を出す流れとなる。 

・公共事業評価も一次評価をそれぞれの担当部が行い、それを踏まえて公共事業専門委

員会、その後の政策評価委員会で審議いただき、最終的に道としての評価結果を出す

ものであり、今回の特定課題評価についても、我々が一次評価をしていく中で、それ

を踏まえて、この委員会の中で審議いただき、その審議内容を踏まえ、最終的に道と

しての評価結果を出していく。プロセスとしては公共事業評価と同じ考え。 

 

【金坂委員】 

・一次評価の手法を今回大幅に変えるのであれば、それがどう次に結びついていったの

か、経過を早めに委員会でも審議をするべき。 

 

【事務局】 

・先ほど説明したスケジュールでも１０月の事前検討会で一次評価結果を審議いただ

き、１１月の基本評価等専門員会で二次評価結果を審議いただき、結論を出していく

流れを想定している。 

・ただ先ほどもスケジュールがタイトであるというご指摘もあったので、どのような開

催形式が良いのかを含めて検討する。 

 

【内田委員】 

・特定課題評価について、基本評価の中で行っていくとの記載であるが、その違いが判

然としない。 

 

【事務局】 

・基本評価そのものは基本評価結果に対して審議をするものであるが、当然その結果を

導くまでのプロセスも一緒に議論することになるので、その部分については特定課題

評価の議論と重複することも考えられる。 

・事務局としては、平成 28 年度から一連の政策評価のあり方の見直しの中で、大きな

転換期となるが、評価手法についても特定課題評価として委員に審議をしていただく

ことで、今後の政策評価をより質の高いものにしたいという考え。 

・そのため議論が重複する部分はあるが、あえて切り分けるとするならば、プロセスに

ついて審議していただくのが特定課題評価で、結果について審議していただくのが基

本評価ということで理解願いたい。 
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《審議結果》 

・意見のあった内容を基本方針に反映の上、「平成３０年度政策評価基本方針（案）」

について了承。 

 

（４）平成２９年度政策評価（基本評価）の結果への対応について 

（事務局より資料４に基づき報告） 

 

３ 閉 会 


