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委  員 葛西 さとみ 行政書士カサイ・オフィス 
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１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）今年度の評価手法について 

（２）平成３０年度基本評価について 

特定課題評価のテーマ「政策評価手法の効果的・効率的な運用について」、対象を

「今年度の基本評価の実施手法など」としており、基本評価と特定課題評価の関連性

が非常に高いことから、議事二件を一体的に審議した。 

（事務局より資料に基づき説明） 

  

《審議開始》 

【竹内委員】 

・成果指標は定量的な分析だと思うが、そこでは「ABCD 及び算定不可」の判定をし、

続いて取組の分析として判定「a,b」という形で評価をし、その二つの評価軸で三区

分に分けて総合評価をしている。 

成果指標で「D」というのは達成度が思わしくないということだが、そこで取組の分

析が「a」という事例をみると、目標を達成していないのに、良くできているという

ところに違和感がある。定量と定性的分析という観点もあるかと思うが、単純に考

えると達成度が悪ければ、駄目なのではないかと思ってしまうが。 

 

【事務局】 

・数値目標としての指標の達成状況は、機械的・定量的に出てきたものではあるが、

設定した指標を達成できたのが、取組を進めた結果なのか、世の中の変化で起きた

現象なのかを見ていかなければならない。 

・そのため、数値目標の達成状況と、取組状況の両面で見ていかなければ、本来の姿

が見えないという考えで二つの分析を組み合わせて評価軸に組み込んだところ。 

 

【竹内委員】 

・達成度合いは悪かったが、我々は当初の方針に基づき努力している。世の中の動き

が想定と違っており、外的な要因で達成できなかったという見方で良いか。 

  

【事務局】 

・取組がすぐ成果に現れる場合もあれば、タイムラグが発生するものもある。成果指

標は主要指標でもあるので、その達成度は厳密に見ていかなければならない。状況

がどのようなところに起因しているのかセットで評価している。 
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【石井副委員長】 

・説明自体はそのとおりだが、「D」があっても「a」や「b」があるというのは「D」

の位置づけの問題で、指標は 1 個に限ったものではないため、4・5 個ある中で 1 個

「D」だからといって、全然駄目なのか、かなり見直しが必要なのか。トータルで見

るとまあまあ評価できるのかなど、それを見ているだけのことで、5 個のうち「D」

が 3個あったら、×となる可能性があるという認識を持てばいいのではないか。 

 

【金坂委員】 

・取組の分析に関して、今回の評価では施策 106 全ての判定が「a」となっている。そ

うした結果になるのはおかしくないのか。 

 

【石井副委員長】 

・そこは一次評価（自己評価）だから。そこでおかしければ直せばいいこと。 

 

【事務局】 

・指標も取組分析も、客観的で恣意的にならないように基準を設けているが、指標に

ついては単純に数字が出ているので％で区切ることができている。取組については

PDCA サイクルで回しているので、年度当初に目標を立て、その目標に対して取組が

進められているのか、あるいは年度当初に目標を立てたが社会情勢や道民ニーズの

変化により、新たに取り組まなければならない項目が出てきているのであれば、そ

れに対応できているのか、それが必須条件となっている。 

 

【金坂委員】  

・その強弱が「a」と「b」だけではなく「a」の中でも細分化されるべきだと思う。 

 強弱が鮮明になった方が次に活かしやすいという印象。 

 

【齊藤委員】 

・現状では、「b」はつきにくいということか。 

 

【事務局】 

・つきにくいというか、取組を「やっていない」という評価になるため、年度当初に

立てた目標あるいは途中で出てきた現象に対して、「対応していない」、「何もし

ていないということになる。よほどの状況でなければ通常は対応するものなので、

その考え方の整理は非常に難しいように感じる。 

 

【齊藤委員】 

・総合評価で「遅れ・未着手があり改善が必要」という評価区分は、現状では出てこ

ないということか。 
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【事務局】 

・取組は総合計画の体系に全て網羅されており、そうした評価が出てくれば総合計画

の見直しに直結する。毎年度政策評価の結果を積み重ねていく中で、総合計画の見

直しに連動していく方向性を整理する上での考え方。 

 

【石井副委員長】 

・それについては「５ 取組の分析」の項目が足りないのかもしれない。要は「努力

しているけどもっと頑張れ」という類いの項目が「a」と「b」という判定になると

選択肢になく、先ほどの「就業環境の整備」であれば、努力はしているのだけれど

も成果指標は「C」と「D」ばかりで目標が高く、それでいて社会情勢の変化の中で

実現しなくてはいけない。脈絡としてはそうしたイメージだと思うが、努力してい

るけどもう一段手を尽くす必要があるのは、取組が駄目だというよりは、「もっと

頑張れ」ということが抜け落ちてしまう一つのジャンルなのかもしれない。 

 

【鈴木委員長】 

・「a」と「b」の判定条件が書かれているが、「a」と「b」の意味がよくわからない

のだが。 

 

【事務局】 

・「a」は予定している取組を全てしている、「b」は何か不足しているものがある、

ということ。○か×かというような整理をしているため、どちらかというと取組の

成果や結果で現れるものについては成果指標で見ている。 

・先ほども申し上げたとおり、取組の分析が恣意的にならないように客観的な基準を

と考えていることから、取組を外形的な要素として見ている。 

 

【内田委員】 

・取組の分析で基準１から４について、１は他の基準より一段重くしているように感

じるが、１から４の一つでも欠けていると施策としては良くないのではないか。例

えば基準１を満たして、基準２が満たされていないとした場合、それでも施策は推

進されていると考えられるのか。 

・また、成果指標の分析において判定基準の下限となるパーセンテージを何故 80％と

しているのか。80%で良い指標もあるかと思うが、全て同じ扱いにする必要があるの

か。その線引きにより「D」ばかりになり、それでいて総合評価で問題がないと言う

ならば、その「D」の判定自体が厳しすぎるということではないか。この値はどのよ

うに決められているのか。 
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【事務局】 

・基準 80%については他県を参考にしながら設定したが、少し高めになっている。状

況の変化で 80%を超えていれば目標に向かっていると判断できるのではないか、逆

に 80%未満であれば何らかの原因があるだろうから、そこは指標の分析を行い、事

務事業の見直しにつなげていく。そうした思いで制度設計をしているため 80%を基

準に置いている。 

・取組の分析の基準１から４については、基準１は年度当初に計画したことが全て実

施されているかとして、必須条件としている。基準２から４については、その取組

により国に要請しなければならなかったり、地域との連携が必要であったり、ある

いは基準３のように道民ニーズを逐一把握しながら進めていかなければならないも

のなど、グループとしてあるだろうという考えで、ただ、基準２から４の全てを網

羅しなければ成り立たない事業ということではない。 

 

【内田委員】 

・例えば道民のニーズを的確に把握しなくてもいいような施策があるのか。 

 

【事務局】 

・年度当初に施策や事業を組み立てる際には、道民ニーズは当然把握しており、ルー

チン的な業務においては、住民ニーズが刻々に変化するものではないからニーズ把

握を頻繁に行うほどではないと考えている。 

基準２から４については、これらの視点が必要であることを、以前、評価委員会で

ご指摘をいただいたことから、区分を設けて評価軸としているところ。 

 

【石井副委員長】 

・これまでの話は総合評価がどういうバランスで判定できるのかという話かと思う。

成果指標が「D」ばかりにも関わらず、現状の枠組みでやっていけばいい、つまり、

課題はあるけど推進すればいいといったタイプの評価になっているから、違和感が

出てくるのではないか。 

・指標が間違っているケースもたまにあると思うし、それ自体は指標を直せばいい

が、目指すべき方向のレベルが高くて実現度が低く、施策をもっと強めなければな

らない場合は、引き続き推進ということではなく見直しをすべき。 

・この達成度までいけば、この施策はいらないという判断もあれば、逆にこの分野は

もっと努力しないと、施策を強化しないと駄目だというように、意見を出すのが制

度の方向性ではないか。そこで指標の判定と取組のバランスをとるような区分を入

れるとそうした違和感も解消される可能性が高い。 
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【事務局】 

・委員ご指摘のとおり、指標で「D」があれば何らかの要因があり、指標が少しでも改

善するように、必ず改善する事務事業をセットで選ぶようにしている。 

 

【石井副委員長】 

・それはあるもので済むのだったらいいが、事務事業が足りないタイプの話が当然あ

るのだと思う。それが「施策が薄い」という意味で、ある事業に戻ったからといっ

ても駄目ということ。元々施策評価なのだから、施策レベルで強くするにはもっと

事務事業をやるという意味合いになるし、うまくいきすぎた施策は事務事業をやめ

るという話になる。限られたものだとは思うが両方の意見が入っていないとバラン

スが機能しないということ。大部分は多分このタイプの評価になると思う。 

 

【鈴木委員長】 

・その意見が入る場所は評価区分の３区分のところか。 

 

【石井副委員長】 

・事務事業はパーツなので、施策評価をしている以上、事務事業に全部イコールでは

結びつかない。事務事業は手段なので、施策評価自体がまだ不十分であるならば、

事務事業の再構築的なものや、追加的なことも含めて考えてくださいということが

施策評価だと当然にある。 

・「遅れ・未着手」という表現は事務事業のイメージ。施策評価にしてみれば一個一

個の事務事業に遅れや未着手があるからといって施策とは直接関係ない。だから駄

目ということではなく、達成すべき成果指標がうまく進んでいないことだけが問

題。 

・それをどうやったらカバーできるのかという議論を、もともとやっておくのが施策

評価に移行したという意味なので、総合評価の文言だけ事務事業評価をにらんだ言

葉になっているので、混乱しているイメージ。 

・考えてみれば、取組も成果指標もあくまで施策ベース。事務事業の話はしていない

ので、総合評価も施策の話をすべき。それによって事務事業はどうすべきかと言う

点では、バリエーションは「今の枠組みで直せばいい」、「もっと追加的なことも

考える」、場合によってはいくつか「やめる」というような３通りのイメージがう

まく回るような振り分けができていればいい。 

 

【事務局】 

・事務事業の方を見過ぎている感じがすると。 
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【石井副委員長】 

・施策評価に力点を置いた総合評価なので、事務事業の話自体が直接ここに出てくる

必要はない。施策評価の結果として事務事業がどうなるかについて、必要であれば

提示をすればいい。 

 

【事務局】 

・これらの表現については事務局としても悩みながら作ったところであるが、委員の

ご指摘を受け、まだまだ再考の余地があると受け止める。 

 

【石井副委員長】 

・施策評価が中心の評価については、あまり参考にする事例がないので試行錯誤だと

思うが、あくまで事務事業というのは、改廃も含めて見直さなければならない類い

の評価が政策評価であればいいだけで、それほど厳密にとらわれず、順調であれば

今の枠組みで良いということであるが、問題があるのだったら、事務事業は見直し

をするなど、そうした方向に進んだ方が、施策評価として意味がある。 

・事務事業体系がこれで良いのか考え、必要に応じて見直してもらう仕組みで整理を

するといいのでは。結果的にこれしかできないと言うならそれはそれでしょうがな

いが、問題があったらこの事務事業で良いのかということを見直すのが良い。 

 

【鈴木委員長】 

・先ほど内田委員から指摘のあった、成果指標の判定基準の下限が 80%という件につ

いて、以前はパーセントがなく「ABCD」だけで、どのような基準で判定しているの

かが話題となり、パーセント表記にした経緯があったのではないか。 

 

【事務局】 

・ご指摘のとおり、一次評価は自己評価が原則となるが、客観的に統一の考え方で、

機械的に判定するのが、評価の本来の姿ではないかという考えで設定した。数値が

80%で良いかどうかという議論はあるかと思うが。 

・まずは次の評価につなげるための基準とし、80%を下回れば、要因を分析することに

している。 

 

【鈴木委員長】 

・「ABCD」と評価をつければ「D」は不可だと思われやすい。 

 

【事務局】 

・部局からの指摘もあるが、ちょっとした事象で 80%を下回ってしまう指標もある。

ただ、80%未満になったら、きちんと要因を分析して何か次の取組につなげるといっ

たスタイルにはしている。 
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【石井副委員長】 

・恣意性があると信頼性がなくなってしまうので、政策評価は数字であぶり出すしか

ないと思う。ただし 80%未満だからといって、実態的に問題がないと整理ができる

のであれば、そうした評価をしていけばいい。あぶり出した上で個別に整理をすれ

ば、それで足りること。 

・80%がいいのか 75%がいいのかは何とも言えないが、やってみた範囲で 80%でも山の

ように引っかかっているわけではないので。 

 

【事務局】 

・指標にもよる。 

 

【石井副委員長】 

・本当のことを言えば、政策で動いていない指標もあるわけで、だけど必要な指標が

満たされていれば、問題視する必要はないということで、そこは割り切って考える

べき。 

・極端に言えば、そうした分野には施策がいらないということになる。今までそのレ

ベルの評価はどこの行政評価もできていなかった。数年間やってみるとバランスが

見えてくる。一回ではちょっと、試行錯誤みたいなところがある。 

・外部評価をベースに評価を組み立てていくとすると、施策評価というゾーニングが

一番やりやすい。 

・他でやっていないのは、客観指標と実際に行政がやっていることの乖離、ギャップ

が現実には多くあるので、そこをどれくらい許容できるか、我慢の部分が必要。 

ずっと事務事業評価で地方自治体の行政評価をやってきたため、頭がそれに慣れて

しまっている。 

 

【内田委員】 

・例えば「小児・周産期医療体制の確保」という施策では成果指標として「小児科医

師数」を設定しており、根拠計画「北海道総合計画」では、目標年次が結構先にな

っているが何故か。 

 

【事務局】 

・2025年度がベース。 

 

【内田委員】 

・一年ごとの施策で急に上がるものではないと思うが。 
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【事務局】 

・毎年度当初に 2025 年度をベースにして、その年度の目標値を設定している。大体は

右肩上がりのなだらかなカーブで目標値に近づいていくイメージ。 

 

【内田委員】 

・目標が高すぎるとかはないか。 

 

【事務局】 

・当該指標のように全国平均以上という設定の指標もあれば、2025 年度に数百人とい

った目標値もある。 

 

【内田委員】 

・医師数は急激に増えるものではないと思うが、そもそも 2025 年の目標が高すぎたと

いうことか。 

 

【事務局】 

・当該指標については、総合計画策定では関係団体と協議しながら設定している目標

値を、道全体で達成しようという数値としており、それに対して忠実に評価をして

いるという認識。 

 

【石井副委員長】 

・小児科医はなり手がいないので、足りないという状況がマクロでも続いているのだ

と思う。 

 

【竹内委員】  

・資料の 4 ページ、事務事業を落とし込んでいくときの話であるが、まず施策評価を

行い、事務事業は全て見るわけではないため、どのようにフィルターをかけていく

のかということで、選定の視点が 4 つあるが、実際に対象事業をどのように選定す

るのかもう一度説明願う。 

 

【事務局】 

・施策評価の中で、成果指標と取組の分析をする。 

 選定の視点の 1 番については、施策評価で成果指標を分析したときに「C」や「D」

があれば、必ずなんらかの要因があるので、それに関連する事務事業を選定する。 

・2 番については、取組の分析の中で年度当初に予定していたことよりも、年度途中

で社会経済情勢の変化等により、取り組まれていなければ、その取組に該当する事

務事業を選定する。 
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・3 番については成果指標の達成状況が「A」や「B」であっても、より一層の効果の

発現に向けて取組を強化する場合に選定する。 

・4 番については、そろそろ取組を薄めても良いのではないかとか、事業の縮小や廃

止して他に投資するなどの判断があった場合に選定する。 

・このような考え方で成果指標と取組の分析を見ながら事務事業を選定する。 

 補足するならば成果指標と取組の分析を通じて、事務事業の個々の取組も見てい

る。対象となる事務事業は限定されるが、見ていないということではない。 

 

【竹内委員】 

・今の説明を聞くと、視点 1 は定量的な評価で、成果指標が「C」や「D」になったも

ので関係する事務事業を選定するということ。視点 2・3・4 については取組の分析

のうち「b」になったものから選定することになるのか。 

 

【事務局】 

・取組の分析「b」については視点 2 になる。視点 3 と 4 については機械的ではなく、

特に視点 4 については、成果指標が「C」や「D」になり、当該指標を改善するため

視点 1 で関連する事務事業を選定し、拡充をしていく場合に、財源に限りがあるこ

とから、拡充する事業とセットで縮小や廃止をする事務事業を選ぶという視点でも

ある。 

  

【金坂委員】 

・この視点 3,4 について、「対応方針」の項目には反映されているのか。視点 1 が指

標の判定、視点 2 が取組の分析、視点 3,4 というのは「対応方針」の項目に表現さ

れているのか。 

 

【事務局】 

・「対応方針」の項目については、評価結果を踏まえて、この事務事業をどうするの

かについて記載されている。事務事業が選ばれた基準についてはどれかの視点が当

てはまり、その後どうするかについて「翌年度の方向性」を記載しているところ。 

 

【鈴木委員長】 

・今までとやり方が違うので、わかりにくいところもあるかと思うが、評価調書の中

にも事務事業の選定について、視点が記載されているのではないか。 

 

【事務局】 

・評価調書にも視点が記載されている。また翌年度に向けての方向性についても記載

されている。 
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・評価調書自体も複雑すぎるという指摘もあり、いかに簡素化していくかという課題

もあるが、ある程度連動させて見ていただけるように作成はしている。 

 

【竹内委員】 

・資料の 10 ページの「翌年度に向けた対応方針」について、方向性の表現が 3 つ同じ

になっている。力のかけ方が同じように見えるが、左側の視点をみると差があるよ

うにも読み取れる。表現としては同じで簡素になったとも言えるのかも知れない

が、見た目ですぐにわかるような表現にすべきではないか。 

  

【事務局】 

・選定の視点と方向性については、言ってみれば同じなので工夫は必要かもしれな

い。事務事業を選定し、事務事業の評価結果を示していくという流れで作っている

ため視点と方向性という項目がある。 

 

【齊藤委員】 

・事務事業の選定が妥当だったかについては、今後どのように判断するのか。 

 

【事務局】 

・現時点では選定された 164 事務事業は正しいと言うことになるが、その視点が正し

いのか、それで足りているのかという点を客観的に見ていただきたい気持ちもあ

り、特定課題評価のテーマとしている。委員からご意見をいただきながら、改善す

べきところは改善していきたい。 

 

【武岡委員】 

・取組の分析で「b」がついた施策は一つもなく「a」ばかりである。また成果指標で

「D」がついた事務事業がたくさんあるのに取組が「a」なので「課題等はあるが引

き続き推進」となっていて、「遅れ・未着手があり改善が必要」となっていないとい

うのは違和感がある。 

・例えば「D」指標の割合が非常に多い場合には、たとえ取組の分析が「a」であって

も、「計画した取組は着実に進んでいるが、成果は不十分である。」とするような評

価区分を設定してはどうか。 

・「遅れ」とか「未着手」というのはネガティブな言葉なので、職員の心理として、

「遅れ・未着手があり改善が必要」は絶対に選択したくないと考えるのではない

か。そうした心理から本当に問題のある施策なり事務事業が二次評価から漏れてし

まうのはよくない。職員が問題のある施策や事務事業の自己評価を抵抗感なく行え

るようもう少し表現を工夫してみてはいかがか。 
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【石井副委員長】 

・施策評価で考えたら、今回、事務事業の選定で使った 4 つの文言は事務事業の選定

の視点ではなく、二次評価の最終的なグレードとしてこの 4 つを使うべき。すごく

シンプルで難しくないが、ゾーニングとしては適している。 

・一次評価では、駄目なものと、逆にずっと成果指標が 100%近傍に張り付いているよ

うなものが、このまま継続して良いのか考えさせるというより自動的に区分される

ように、「良すぎるのも全部見る」、「悪いのも全部見る」、その両方を洗い出してお

いてもらい、二次評価で議論すれば、その 4 つのくくりに入れることができるので

はないか。 

・視点 1,2,3 は駄目な方のやり方の問題で、レベル感の違い。視点 4 はサンセットの

概念なので、いいものはいいとしてサンセットがないかという話。悪い指標と、む

しろすごく良い指標しかない施策の事務事業、両方が出てきて、この 4 つの視点で

振り分けることができれば、議論としてはしやすいのではないか。 

 

【鈴木委員長】 

・今年度は見直しをして、4 つの視点で選定したわけだが、もう少し表現を工夫した

方が良いのではないか。 

 

【石井副委員長】 

・選定させるのはできるだけ形式的に選定させて、それに対して一次評価をした後、

論評すれば、最終的な振り分けはこの 4 つになるということで、今年度は既に進め

ているのでやむを得ないが、その方が交通整理はしやすいのではないか。 

 

【事務局】 

・それではもう少し、選定の視点を今の 4つ以外に。 

 

【石井副委員長】 

・むしろ形式的に、極端に言えば悪いものと良いもの。その他特殊事情があれば。 

 悪いものについては現状カバーできており、良いものについては成果指標が 100%近

傍に張り付いているものについて、もう一度見てもらう。特殊要因については理由

を決めないで特段の要素があったらあげる。 

・今年度の手法から比較すると、事務事業の選定の視点は減らす、現在使っている事

務事業の選定の視点の文言は最終評価で使うというのが望ましい方向。 

 

【鈴木委員長】 

・この言葉を使うのは、一次評価の総合評価というより二次評価でということか。 
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【石井副委員長】 

・一次評価でも二次評価でもこうした言葉を最終の結果として使えば良い。総合評価

と翌年度の対応方針は本来同じ話であるから、評価結果がどうされるかによって、

やらなければならないことは自動的に決まるので、分けずにセットで良いと思う。 

 

【竹内委員】 

・今年はとにかく施策は全部見て 106 施策、去年までは全てみていた事務事業を 4 つ

の視点で 164 本を選定したわけだが、今、石井副委員長から、その選定の視点が最

終評価の区分として適しているのではないかと発言があった。そうなると施策に関

わる事務事業はどういう観点で選定するのか。 

 

【石井副委員長】 

・成果指標が「C」「D」であるのが従前通り。それとほとんど「A」しかないとか、

「A」と「B」しかないというもの。これもどれくらいあるかによって線引きを考え

る必要があるが、いずれにしても成果指標としてすごく良いもの。すごく良いとい

うことは施策をやらなくてもいいのかもしれない可能性があるので、それも形式的

に選定する。あとは特段の事情があるものぐらいの話で、選定の視点に評価は必要

ないので、現在の選定の視点は評価結果に使用した方が良いのではないかというこ

と。 

 

【竹内委員】 

・そうすると、せっかく事務事業を絞ってメリハリをつけようとしているのに、結果

的に選定数を増やしてしまうのではないか。 

 

【石井副委員長】 

・機械的に選定するにしても調整は可能。成果指標が良いものに関しても、全て出て

きたのでは話にならないので、多くない件数が選定されるくらいのレベル感で見て

いけばいい。 

・良いものの議論は難しくなく、本当に施策がいらないかどうかについてチェックす

るだけなので、駄目なものをどうするかというよりは議論の難しさは少ないと思わ

れる。 

 

【鈴木委員長】 

・評価調書の総合評価と翌年度の意見をまとめるという意見になるか。 
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【石井副委員長】 

・仮に先ほどの視点 4 区分が妥当だとしたら、これに基づいて翌年度何をすれば良い

かについては自ずと決まるので、むしろセットで書いてしまえば良いのではという

意見。最終評価で来年度やることは自動的に決まるという仕組みで良いはず。 

 

【事務局】 

・現行の政策評価の制度は、施策評価と事務事業評価の両輪で走っている。一体化は

させたが、評価自体は施策評価と事務事業評価。そうすると施策評価で概ね順調等

の 3 区分、対して「翌年度への方向性」は事務事業に付している評価で、施策と事

務事業の評価を使い分けていたということ。委員ご指摘のとおり一緒でもいいので

はないかと。 

 

【石井副委員長】 

・成果指標の達成度を高めていく必要があるのであれば「今の事務事業で頑張れ」と

か、視点 3 であれば、「事務事業の見直し、拡充等も含めて再検討しろ」とか、対に

なる見直し方針があるだろうということ。一緒だという意味ではない。自動的に同

じくくりで決まるのではないかということ。いずれにしても別のものではない。 

 

【内田委員】 

・評価の流れについてであるが、事務事業を選定する視点が 4 つあり、評価対象が決

まり、その後この視点 1（成果指標の分析）と 2（取組の分析）の二つの軸で総合評

価を行い、翌年度の対応方針出すということは、視点 3 と 4 で選定された事務事業

は何の問題もないとならないか。 

・視点 3,4 で選定された事務事業が問題あるとする評価が、この資料の 5 ページのフ

ローを見た限りでは原理的にできないのではないか。総合評価を視点 1,2 の 2 つの

軸だけで判定するならば、そうした問題点が見えない評価とならないか。 

・なので、この選定の視点は今後変えるとして、ここが結果になるとすれば、評価で

きるような視点を入れるべきであり、視点 1,2 だけで総合評価をすると良すぎるも

のの問題点が見えないのではないか。この評価フローが矛盾するのではないか。 

 

【事務局】 

・施策評価の視点は客観的に見ているので、成果指標と取組の分析で見ている。その

成果指標の評価過程を通じて、事務事業の評価対象を選定するときの視点が

1,2,3,4となっている。 

 

【内田委員】 

・一体的にやるのではないのか。 
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【事務局】 

・施策評価を通じて対象となっている事務事業を選定しているということが、一体的

という考え。 

 

【鈴木委員長】 

・選ばれた事務事業をどういう視点で評価するのかということ。そこが入っていない

と言っている。 

 

【事務局】 

・視点 3 と視点 4 に関して言うと、視点 4 に関しては先ほども申しあげたとおり、評

価の視点から一旦離れるが、事業を拡充しようとするとき、財政状況により何か別

事業を廃止とか縮小しなければならないという考えで、視点 1 と視点 4 は大体セッ

トとして考えている。 

・ところが委員ご指摘のとおり、視点 3 に関しては明確な基準が設けられていないこ

とから、例えば成果指標が「A」や「B」であっても、もう充分となるものもあれ

ば、反対にもっと取組を強めていかなければならないものもある。 

 

【内田委員】 

・成果指標の分析という軸と、取組の分析という軸だけでは見えないのではないか。 

 そうした評価の視点がないと、原理的にはそうした評価の善し悪しが言えないので

はないか。 

 

【事務局】 

・施策評価はなるべく機械的に、事務事業評価もそうであるが、基準に当てはまれば

選定されたり、評価区分を判定したりするものであることから、視点 3 を施策評価

の中の評価軸に入れようとした時に、外形的な基準が難しいので、現時点では入れ

ていない。 

 

【内田委員】 

・総合評価と諸々の社会情勢に基づいて、翌年度に向けた対応方針を作るというのが

正しいのか。 

 

【事務局】 

・施策評価で、外形的に成果指標が「A」であっても、社会情勢を踏まえればもっと早

くやらなければならない場合、そうした取組に関する事務事業が視点 3 で選定さ

れ、もっと加速すべきだという評価になる。 
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【内田委員】 

・それは翌年度に向けた対応方針の中で考えるのか。 

 

【事務局】 

・事務事業の中で出てくる。施策評価では成果指標「A」で概ね順調で位置づけられて

いるが、事務事業で見たときに視点 3 で選定され、「施策推進に向け改善」というよ

うな対応方針が出てきている。それ自体は記述的に書くところではあるが。 

 

【鈴木委員長】 

・つながりが分かりづらい部分があるのではないか。難しいところ。 

 

【事務局】 

・ご指摘いただいたとおり、視点 3 は難しい。恣意的に選ばれているのではないかと

一見思われるかも知れない。それは施策評価の段階で成果指標の分析や取組の分析

を通じて、こうした要因があるからと明確に記載してもらう。その上で、事務事業

が視点 3で選定されるという流れが見えればと思う。 

 

【鈴木委員長】 

・他に意見がなければまとめに入りたいと思うが、事務局から何か発言は。 

 

【事務局】 

・今回、特定課題評価でこのような形で審議をさせていただいたのは、政策評価に終

わりはないと考え、毎年、何らかの改善をしながら評価を実施してきたところであ

るが、とはいえ毎年毎年大きく制度を変えていくことは評価の連続性、また総合計

画の推進管理もしているという観点から、一定の方向性を固めていきたいという思

いもあってのこと。 

 

【鈴木委員長】 

・いつも基本評価をする時に、今日のような議論がどうしても出てくる。視点がおか

しいとか、指標がおかしいとか、総合評価の表現としてこれはどうなのかとか。そ

れ自体が今回対象となったということは、意味があったのではないか。 

・各委員の意見を伺うと、一体的にやっていく評価、事務事業を全て見るのではなく

きちんとした視点で選定して、連動しているもの見るという評価手法自体は概ね良

いという見解だったかと思うので、「評価手法自体の評価」については概ね妥当だと

することでよろしいか。 

 

【各委員】 

・異議なし。 
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【鈴木委員長】 

・ただ、いろいろ出てきた意見としては、まず「事務事業評価の視点」ということ。

それから成果指標については数値を「ABCD」で判定するというのはやむを得ないと

ころだと思う。 

・あとは「取組の分析」の項目だろうか。多くあった意見としては指標「D」が多い場

合に、どういう表現で「もっと頑張れ」とする記載の方法。また総合評価と翌年度

へ向けた対応方針について、もう少しわかりやすくするとか。 

・事務局はこれら課題と対応方針を整理すること。また、評価結果報告書に盛り込む

にあたって各委員の了解を得るように取り進めること。 

 

《審議結果》 

・意見のあった内容について事務局と調整の上、評価報告書（案）に盛り込んでい

くことについて、委員長に一任で了承。 

 

《審議終了》 

 

３ 閉 会 

 


