地方自治体の行政評価と統計活動
｢聞き取り｣ 調査の成果と展望
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本稿の課題は, 地方自治体の総合計画作成のなかで, 統計あるいは統計指標がどのように利
用されているのか, そこでは何がどのように問題とされ, 検討されているのか, その現状と実
態とを整理し, 今後を展望することである｡
執筆の動機は, 次のとおりである｡ 第１は筆者が現在, グループメンバーとして参加してい
るプロジェクト

と関わる１)｡ このプロジェクト

地域経済活性化と統計の役割に関する研究

はこれに先立つプロジェクト

地域景況統計の総合的研究 (

年度〜

年度)

２)

の延長上

にある｡ 現在, 進行中のプロジェクトは ｢地域経済活性化のためのさまざまな施策や評価にお
いて企業統計がどのように利用されているか, あるいは企業を対象とする独自調査がどのよう
に行われているか, その実態を都道府県ごとに具体的にしかも全国規模で明らかにする｣ こと
が目的である｡ それとともに, 冒頭で本稿の課題として掲げた地方自治体の総合計画と政策評
価 (行政評価) に統計がどのように活用されているかを調査することも射程に入れている｡ 筆
者はこれまでの２年間, 多くの県庁および市庁の関連担当部署を訪問し, この課題の考察に必
要な ｢聞き取り｣ 調査を実施してきた３)｡ その成果の一部について中間的なまとめを行う｡
１)

地域経済活性化と統計の役割に関する研究 (
]

２)

地域景況統計の総合的研究 (
])

(

年度〜

年度) [基盤研究Ｂ, 課題番号

(代表：菊地進 [立教大学経済学部教授])
年５月｡

年度〜

年度〜

｢中小企業景況調査｣

年度科学研究費補助金：基盤研究

周年を超えて―地域・県の姿を捉える景況調査へ―

年度科学研究費補助金：基盤研究

景調査｣ の研究資料 (

年度〜

]

年５月,

年度科学研究費補助金：基盤研究

[課題番号

[課題番号

(部内資料)

年５月｡ 法政大学・日本統計研究所

料

年２月は, このプロジェクトの中間報告である｡

)

[課題番号
｢中小企業
]

地域景況調査の実施状況 (研究所報・参考資

３) 道県庁 (北海道, 岩手県, 秋田県, 宮城県, 山形県, 福島県, 埼玉県, 長野県, 新潟県, 香川県,
鳥取県, 島根県, 大分県, 沖縄県など) の関連部局, 市庁 (札幌市, 盛岡市, 北上市, 山形市, 仙台
市, さいたま市, 長野市, 新潟市, 静岡市, 三鷹市, 高松市など) の関連部局, さらに日銀支店 (事
務所), 中小企業基盤整備機構, 商工会議所など｡
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第２に, 今日ほど, 政策立案, 行政評価などで統計の活用がもとめられている時期はないに
もかかわらず, 国のあるいは地方自治体でのその現実的対応は諸についたばかりである｡ 統計
の活用の必要性について, 例えば経済社会統計整備委員会は具体的政策策定, 実施の現場で
｢明確な証拠

に基づく政策の立案と政策評価｣ が必要であると指摘している｡ また,

｢行政機関が行う政策の評価に関する法律｣ の第３条第２項第１号には, ｢政策効果は, 政策の
特性に応じた合理的な手法を用い, できる限り定量的に把握すること｣ という言及がある｡ こ
れらの指摘はいずれも政策立案の客観性を確保するための指針として有益であるが, 改善に向
けた実際の進行は遅れている｡ この認識の当否を確認することが, 筆者の念頭にある｡
第３に, わが国の各都道府県, 市 (地域) では, 経済活性化のためのさまざまな立案, 評価
において統計がどのように利用されているか, その実態を都道府県ごとで具体的に明らかにす
る試みは少ない｡ しかし, 各自治体では財政逼迫などをはじめとする厳しい条件のもとで地道
な取組みが行われている｡ 筆者のねらいは, 地方自治体でのこれらの営為を支援し, 研究上の
空白を埋めることにもある｡
おりしも, 戦後の統計行政を支えてきた ｢統計法｣ は,

年 (平成

年度) ５月に全部改

訂され, 政府の統計改革は進行中である｡ 改訂された ｢統計法｣ は, 従来, 主として行政のた
めに役立てられてきた統計を, ｢社会の情報基盤｣ のそれとして位置づけることを特徴として
いる｡ 法律の内容そのものにそくして言えば, 今回の ｢統計法｣ 改訂は公的統計の体系的整備
およびその有用性の確保のために, 公的統計整備の基本的な計画を策定し, 統計の利用促進に
関する措置を内容とする現行法体系の全部改訂である｡ 平仄をあわせて現在, 総務省は統計制
度改革の大きな柱として ｢統計調査等業務の最適化 (情報システムを中心とした業務改革)｣
に取り組んでいる｡ この動きは従来, 各府省で別々に開発, 運用されていた統計関係の情報シ
ステムを集約し, 共同利用型システムを整備することである｡ 一連の動きが

年 (平成７年)

３月の

年) 年

統計行政の新・中期構想

統計行政の新・中期構想

(統計審議会) の, 遡っては

(昭和

月の

(統計審議会) の統計行政に関わる問題提起に端を発していること

は言うまでもない｡ 本稿執筆の背景にはこうした事情がある｡
以下では, 主として県庁, 市庁での ｢聞き取り｣ 調査で筆者が知りえた事柄, また事後の文
献調査から得た情報を整理する｡
本稿の構成は, 以下のとおりである｡ 第１節 ｢自治体行政改革のフレームワーク｣ では行政
評価の定義, 総合計画の諸特徴 (行政改革・評価の実際とその理論的基礎にある新公共経営の
内容, 計画策定プロセス), 行政評価導入の契機と法的整備などについて本稿のテーマに関わ
る範囲で要約し, 予備的作業とする｡
第２節 ｢総合計画と政策評価システム｣ では三重県の総合計画と行政評価 (事務事業評価),
静岡県のそれ (棚卸評価) について, ｢聞き取り｣ 調査の結果と資料をもとに要約する｡
第３節 ｢総合計画・行政改革と統計活動｣ ではこの

年ほどの間に進行しつつある自治体の

地方自治体の行政評価と統計活動

行政改革のなかで統計業務がどのように展開され, 統計がどのように利用されているかを要約
し, 今後の検討課題を展望する｡
｢聞き取り｣ 調査の成果を要約するという性格上, 全体はコラージュのような体裁をとらざ
るを得ないが, それでも本稿は筆者にとって今後の調査と研究のために必要な里程標である｡

第１節
１

自治体行政改革のフレームワーク

行政改革：用語の定義

地方自治体の行政改革と行政評価が三重県で始まったことはつとに知られている｡ 三重県の
この改革, 評価活動は,

年度 (平成８年度) から導入された ｢事務事業評価システム｣

(三重の評価システム) と呼ばれる４)｡ 類似の行政運営としては, 北海道の ｢時のアクセス｣,
静岡県の ｢棚卸評価｣５), 青森県のマーケティングなどが代表的である｡ これらのうち, 三重
県, 静岡県の行政評価については, 第２節で詳述するが, ここで簡単な紹介を行うと次のよう
である｡
三重県の ｢事務事業評価システム｣ は行政運営で結果としてのアウトカム (成果指標) を重
視し, 事務事業の遂行管理に計画 (

)―実行 (

)―評価 (

) のマネジメント・サイク

ルを活用する点が特徴であった｡ 北海道の ｢時のアクセス｣ は, 長期間停滞している施策の役
割と効果とを ｢時｣ という客観的な物指しで点検, 評価し, 住民要求に合致した行政の実現を
目標とした｡ また, 静岡県の ｢棚卸評価｣ は, 民間の経営手法である棚卸の考え方に発想をえ
て, 全ての業務を効率性という観点からチェックし, 自治体が所管する業務全体を ｢目的と手
段の樹木構造｣ で表現し, 組織の自己評価を行うというものである｡ さらに, 青森県のマーケ
ティングは, 住民の声を取り上げ, 政策に反映させるための ｢政策評価・形成システム｣ を実
施し, 政策の成果を行政と住民との共通の理解のもとで評価し, 実施する方法である｡ 政策を
住民にマーケティングするというのがこの ｢政策評価・形成システム｣ の考え方である｡
｢行政評価｣ をキーワードとするこうした一連の自治体の行政改革は全国的規模で展開され,
スタートから約

年が経過した｡ 当初は ｢行政評価｣ と言えば ｢事務事業評価｣ のことであっ

たが, 次第に総合計画とのリンクが日程にのぼり (この間, 一部で外部評価が導入される),

４) 三重県の行政評価は, 北川正恭知事 (当時) による

年の行政改革として知られる｡ 北川知事は

就任直後から行政改革に手をつけ, その中核的手段として ｢事務事業評価｣ を実施した｡ 北川知事が
参考にしたのは, デビット・オズボーン＝テッド・ゲーブラー著／野村隆監修・高地高司訳
命

日本能率協会マネジメントセンター,

燃えている

公人の友社,

年である｡ 他に次の文献を参照, 中村征之

行政革
三重が,

年｡

５) この方式の導入については, 静岡県立大学の北大路信郷教授の発案に負うところが大きい｡ 業務棚
卸は, 全ての業務を取り出し, 業務の効率性を点検するという民間の経営手法である｡
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評価対象の組み合わせ別, 団体別の行政評価等の実施団体数
(単位：団体, ％)

団体区分
評価対象

都道府県
団体数

政令指定都市

割合

団体数

割合

中核市
団体数

特例市

割合

団体数

計

割合

団体数

割合

政策のみ

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

施策のみ

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

事務事業のみ

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

政策＋施策

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

政策＋事務事業

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

施策＋事務事業

(

)

(

)

(

)

政策＋施策＋事務事業

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

計

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

出所) 総務省：

(

)

(

)

より｡

現在では行政管理から行政経営への転換が特徴的である６)｡ いずれにしても, 自治体の行政改
革は ｢待ったなし｣ で進んでいる｡
総務省行政評価局・政策評価官室は

年 (平成

年)

月から

年 (平成

年１月) に

７)

地方公共団体における行政評価等の取組に関する調査を実施したが , この中で政策, 施策,
事務事業の各レベルでの行政評価の実施状況が要約されている｡ それによると, 都道府県では
｢政策＋施策＋事務事業｣ で行政評価に取り組んでいるのは９件, ｢施策＋事務事業｣ では 件
である｡ これらの都道府県を含め, 政令指定都市, 中核都市, 特例市での取り組みの状況は,
表１のとおりである｡
三菱総合研究所地域経営本部は毎年, ｢地方自治体における行政改革の取り組みに関する実
態調査｣ を行っているが, その

年調査８) によると行政評価の導入は都道府県別で

ある｡ レベル別では, ｢政策レベル｣ で
務事業レベル｣ で
件 (

件 (

件 (

％), ｢施策レベル｣ で

件 (

％で

％), ｢事

％) である｡ これが市区別になると, 導入は ｢政策レベル｣ で

％), ｢施策レベル｣ では

件 (

％), ｢事務事業レベル｣ では

件 (

％) であ

る｡ 県が市・区を ｢政策レベル｣ ｢施策レベル｣ ｢事務事業レベル｣ のいずれのレベルでも上回

６) 三菱総合研究所 ｢地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査：

年調査結果

(概要版)｣ ８ページ｡
７)
８) 調査期間

年８月

日〜９月末日, 調査対象

都道府県, 全市 (

村)｡ 回収状況, 都道府県 (

政令市, 東京

市), 全町 (

町), 全村 (

％), 全市・区 (

％), 全村 (

％)｡ 結果は三菱総合研究所のホームページに公開されている｡

区および

％), 全町 (
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っていること, レベル別では ｢事務事業レベル｣ での導入の割合が大きいことがわかる｡ 改革
の内容は多様であり, 必ずしも画一的な展開となっているわけではない｡ 全体としての枠組み
には, 共通項もある｡ もちろん, 一部の自治体では内容のマンネリ化, 業務の煩瑣化がみられ,
試行錯誤を余儀なくされている｡
全国の地方自治体での改革のあらましは以上のようである｡ これ以降の議論を円滑に進める
ために, ここでいくつかの用語の簡単な定義を与えておきたい｡
まず, ｢行政評価｣ とは, 政策 (施策) 評価, 事務事業評価を内容する行政運営の評価のこ
とと定義づけたい９)｡ 参考までに指摘すると ｢行政機関が行う政策の評価に関する法律｣ (
年) には, ｢政策の評価｣ という用語が使用され, 本則には ｢行政評価｣ という用語は見当た
らない｡ 同法では, ｢政策｣ とは ｢行政機関が, その任務又は所掌事務の範囲内において, 一
定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針, 方策
その他これに類するもの｣ とされている (２条２項)｡
年１月の新府庁発足直後に公にされた ｢政策評価に関する標準的ガイドライン｣ では
｢政策評価｣ の ｢政策｣ とは, ①国の行政課題に対応するための特定の目的や目標を持ち, ②
これらを実現するための手段として, 予算, 人員等の行政資源が組み合わされた行政活動が目
的に照らしてある程度のまとまりになっており, ③行政活動の実施を通じて, 一定の効果を国
民生活や社会経済に及ぼすもの, としてとらえられている｡ ここでは ｢政策 (狭義)｣ とは,
特定の行政課題に対応するための基本的は方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり
を言う｡ ｢施策｣ とは, 上記の基本的な方針に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活
動のまとまりであり, ｢政策｣ を実現するための具体的な方策や対策ととらえられるものであ
る｡ ｢事務事業｣ とは, 具体的な方策や対策を具現化するための個々の行政手段としての事務
活動および事業活動であり, 行政活動の基礎的な単位である｡
付言すると, 地方自治体の条例での用語の使い方は微妙に違いがある｡ 都道府県の条例では
｢行政活動の評価｣ (宮城県), ｢政策評価｣ (北海道), ｢政策等の評価｣ (秋田県, 岩手県) とい
う用語が, 市町のそれでは, ｢行政評価｣ (神戸市, 志木市, 新発田市, 高根沢町) という用語
が使用されている｡ 自治体の場合でも, 評価の対象として, 一般に ｢政策｣ ｢施策｣ 及び ｢事
務事業｣ という三層の区分が想定されている｡ 市町の場合では, これらは ｢行政評価｣ という
用語で括られている｡ すなわち ｢行政評価｣ とは, ｢政策｣ ｢施策｣ 及び ｢事務事業｣ の効果を

９) 小野達也・田渕雪子 (三菱総合研究所・産業政策研究部・政策研究チーム)
ク

行政評価ハンドブッ

では, ｢行政評価｣ は ｢行政機関の活動を何らかの統一的な視点と手段によって客観的に評価し,

その評価結果を行政運営に反映させること｣ と定義されている (同書, ５ページ)｡ 行政評価の定義
は, ｢行政機関が主体になって, ある統一された目的や視点のもとに行政活動を評価し, その成果を
行政運営の改善につなげていく, さらに, それを制度化して, 行政活動の中にシステムとして組み込
んで実践すること｣ である (同書, １ ２ページ)｡
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把握し, 政策等の必要性, 有効性又は効率性の視点等からの評価行為を指す｡ 行政評価条例は,
これらの全部または一部の条例化である｡

２ 行政評価の実際
総合計画と行政評価
多くの自治体には, 通常は中長期総合計画がある｡ ｢通常は｣ というのは, 若干の例外があ
るからである｡ 例えば, 沖縄県には, 他都道府県の ｢総合計画｣ と類似した
(

年度〜

年度)

沖縄振興計画

があるがこの計画の作成主体は地方自治体ではなく, 国が関与して作

成したものである｡ また, 鳥取県には昨年度まで, このような総合計画がなかった｡ 新潟県で
は平成

年７月に

新潟県 ｢夢おこし｣ 政策プラン

が策定されたが, この計画はいわゆる中

長期計画ではない｡ この計画まで６次にわたって策定された ｢長期総合計画｣ は, この時点で
廃止となった｡ 長野県では田中康夫知事のもとで過去に数次にわたって策定されてきた総合計
画が廃止されたが, 新知事就任後,

年度 (平成

年度) を初年度とする ｢長野県中期総合

計画｣ が復活した｡ このように若干の自治体は例外であるが, 多くの自治体では県レベルでも,
市レベルでも行政は中長期の総合計画のもとで進行している｡ 行政改革は, それぞれの自治体
の総合計画の作成と経緯と無関係ではない｡ この点は行政改革の実際を考察するさいに, 注目
しなければならない第一の特徴である｡
総合計画の構成には, それがどの地方自治体のものであれ, ある種の共通性がある｡ この共
通性とは, 総合計画の全体が上層から下層へと三角形状に配置される ｢基本構想｣―｢政策｣―
｢施策｣―｢基本事業｣ のシステムとなっている点である｡ 次頁の図は ｢北上市総合計画｣ の政
策体系の構図であるが, このようなものが総合計画の体系の典型的モデルである｡ 総合計画は
この図が示すように, 底辺に向けて ｢政策｣ ｢施策｣ ｢事務事業｣ という下位各層に細分化, 具
体化される三角形として表示される｡ 頂点に ｢基本構想｣ が置かれることもある｡ 行政評価は,
重点のおきどころが多少異なるが, これら ｢政策｣ ｢施策｣ ｢事務事業｣ の各層で行われる｡
ここに例として掲げた ｢北上市総合計画 (

〜

)｣ は,

年度から

年度までの

年間の総合計画である｡ この総合計画は, ｢基本構想｣ ｢基本計画｣ ｢実施計画｣ から成る｡
｢基本構想｣ は, 北上市のまちづくりの目標 (美しい環境のまち, 彩り豊かな暮らしのまち,
優れた価値を創り出すまち) とその方向, そして行財政運営の基本となる指針を内容とする｡
｢基本計画｣ は, 基本構想に基づき, 福祉や教育, 環境など分野別に取り組む具体的な個別施
策を体系化したものであり, かつ地域それぞれの将来方向をみすえた ｢地域政策｣ ｢推進体制｣
｢事業計画｣ を含む｡ このうち ｢政策｣ としては例えば, まちづくりの目標のひとつである ｢彩
り豊かな暮らしのまち｣ には ｢( ) 互いに助け合う心豊かな社会をつくるために｣, ｢( ) 誰も
が健やかで元気に暮らすために｣, ｢( ) 知恵を生かし人を育てるために｣, ｢( ) かおり高い文
化をはぐくむために｣ があり, その下位に ｢基本施策｣ が位置づけられている｡ それぞれの計
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図１

出所) ｢北上市

業務棚卸

業務量算定

北上市総合計画の概念図

事業費算定

作業要領概要版｣ (平成

年

月７日)

画と数値目標が掲げられている )｡ ｢( ) 誰もが健やかで元気に暮らすために｣ では, ｢病気予
防や事故防止のための活動｣ ｢健康を守るための健全な環境づくり｣ ｢安心できる確かな医療体
制の強化｣ ｢健康増進のためのスポーツ推進｣ が ｢基本施策｣ として並んでいる｡ ｢基本施策｣
はさらに ｢施策｣ に, ｢事務事業｣ に具体化される｡ ｢事業計画｣ には ｢基本計画｣ のなかの個
別計画に対応する

の分野の

年間の事業名, 事業内容, 事業費, 事業主体が掲げられる｡

｢実施計画｣ は, 基本計画の具体的な施策・事業についての五ヵ年計画である｡
なお, 付言すれば ｢基本企画｣ のなかの ｢地域計画｣ には北上市内

区 (黒沢尻北, 黒沢尻

東, 黒沢尻西, 立花, 飯豊, 二子, 更木, 黒岩, 口内, 稲瀬, 相去, 鬼柳, 江釣子, 和賀, 岩
崎, 藤根) の現状, 課題, 将来像, プランが示されている｡

新公共経営 (

) とマネジメント・サイクル

第２の特徴は, 上記で示された総合計画システムが新公共経営 (

：

) ｢美しい環境のまち｣ には ｢( ) 水と緑の豊かな自然を守りはぐくむため｣, ｢( ) 安全で安心して
暮らすため｣, ｢( ) 省資源・廃棄物ゼロの循環型社会をつくるため｣, ｢( ) 快適な暮らしができる環
境をつくるため｣, ｢( ) 高度な交通・情報のネットワークをつくるため｣ のそれぞれの計画と数値目
標が掲げられている｡
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第

巻

第２号

)｣ の定着と一体となっていることである )｡

年

とは,

年代半ば以降, イギリ

ス, ニュージーランドなどの諸国で行政に採用された ｢革新的な｣ 行政運営の理論である｡ そ
の内容は, 民間企業の経営手法を行政の現場に導入することである｡ 導入の目的は, 行政運営
の改善, すなわち行政部門の効率化, 活性化であり, その運営に関する住民への説明責任遂行
である｡ この
[

,

,

の革新は, マネジメント・サイクル (
] あるいは

[

,

,

,

[

,

,

],

]) の採用である｡ 手法とし

てはアウトカム (成果指標) の実現, 目標志向の行政運営である｡ その道具立てとして注目さ
れるのは数値目標の設定, ベンチマークによる進行管理である｡ ｢ベンチマーク｣ 方式の大き
な特徴は, 既述のように個々の政策 (施策) に数値目標を設定し, それを目安に政策 (施策)
の進行程度をチェック, 評価し, 実績値を目標値と絶えず比較し, この継続的なプロセスをも
って計画の進行管理とすることにある｡ ベンチマークの名称は, 実績値を基準 (ベンチ) と対
比していくことに由来する｡ この方式も民間企業では広汎に活用されている手法である｡
政策, 施策, 事務事業の各層で ｢計画 (
路をもつ

)｣, ｢実施 (

)｣, ｢評価 (

)｣ という回

では, ｢計画｣ は ｢実施｣ され, ｢評価｣ されなければならない｡ 政策, 施策,

事務事業には数値目標の設定がなされているケースが多いので, この数値目標を睨みながら評
価は, アウトプット (活動指標) とともにアウトカム (成果指標) に対しても行われる｡ 数値
目標は, その達成程度に関して絶対的なものではない｡ 目標が達せられなければ, その原因が
点検され, 継続してその達成に向けての改善の手立てが打たれる場合もあるし, 目標が見直さ
れる場合もある｡ 数値目標の設定は, 努力目標であるとともに, 行政内容の評価基準であり,
事業活動の意義をはかる目安として使われる｡ 場合によっては, 予算との関係が問われる｡ 継
続して予算をつけるか, 予算を増やして目標達成に向けた強化措置を講じるか, あるいは事後
の継続を断念して, 予算削減に踏み切るか, いずれにしても予算措置との折り合いはつけられ
なければならない｡
行政内容の数値目標の評価については, それはそれとして完結させ, 予算と連携させない自
治体もある｡ むしろ, その連携を断つことで, 行政内容の実現が弾力的になることもある｡
評価は内部評価であることもあれば, 外部評価 (第三者評価) を受けるようにシステム化さ
れている場合もある｡ このことと関連して住民の意識調査 (満足度調査) は, 必ず実施される
ようになってきている｡

計画策定プロセス
第３の特徴として, 計画策定のプロセスに言及したい｡ 総合計画は, およそ次のように策定
) 新公共経営 (

) に関しては, 大住荘四郎 ｢

自治体における戦略マネジメント｣, 財務省財務総合政策研究所 ファイナンシャル・レビュー
, 同

ニュー・パブリックマネジメント：理念・ビジョン・戦略

日本評論社,

年が詳しい｡
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される｡ 通常のケースは, 有識者による審議会が構成され, ここで政策案が検討される｡ あわ
せて, 住民の意識調査, アンケートが実施される｡ 案は住民に対して公開されパブリックコメ
ントをもとめるケースが増えている｡ まとめられた案は議会に上程され, 審議され, 議決を経
て計画の執行となる｡ 総合計画の遂行は, この過程で絶えず見直される｡
山形市では新総合計画 ｢いきいき・躍動・山形プラン｣ が進行中である )｡ この計画策定で
は, 従来の審議会方式による方向づけではなく, 市民アンケートおよび学識経験者と公募によ
って人選された市民からの意見聴取, 地域・各種団体との意見交換会を重ねるなかで案を煮詰
めるという方法がとられた｡ その方法は, まず
９月実施, 郵送調査, 有効回答 [

件,

人の市民を対象とした意識調査 (平成 年
％]) により, ニーズの把握を行い, これを計

画に反映させる｡ 次いで, 地域や各種団体との意見交換会を実施し, その結果を計画に反映さ
せる｡ 学識経験者, 有識者, まちづくりに関心のある市民に依頼し, 意見聴取を複数回実施し,
課題の整理, 解決策の検討を行う｡ 策定経過については ｢広報やまがた｣ やホームページ, 意
見交換会をとおして随時公開し, 情報の共有につとめる｡ このように市の計画策定が議会 (審
議会) のルートを経由しなくなると, 計画策定に関与するのが市民を代表する議員が構成する
議会なのか, あるいは地域住民・各種団体などから構成される市民委員会なのかという問題が
おこりかねない｡ 実際に山形市ではそのような微妙なやりとりもあったと伝え聞く｡
総合計画はそれが中期の場合でも, 長期の場合でも, それらの中途で知事選挙があり, 知事
が交替すると選挙中に示したマニフェストとの関連で進行中の計画をどう見直すかという問題
に直面する｡ 知事選挙サイクルの問題である｡ 先にあげた三菱総合研究所の調査では,

年

調査で初めて首長のマニフェストと行政評価との関係を問う項目をたて, 興味深い結果を引き
出している｡ すなわち, 知事選挙で現知事がマニフェストを掲げたかどうかについて問う設問
に対して

の道府県自治体 (

％) が ｢はい｣ と答えている｡ この

の自治体について, マ

ニフェストと総合計画の関係を問うた質問には表２のような回答分布になっている｡ すなわち,

)

年度より向こう

年を予定した山形市の ｢第７次総合計画｣ は

年度 (平成８年度) にスタ

ートした ｢山形市新総合計画―いきいき・躍動・山形プラン―｣ を, また

年度 (平成

年度) に

策定された ｢新重点プロジェクト―環境先進都市をめざして―｣ を引き継ぐ改革である｡ ｢総合計画｣
は総合的・計画的な行政運営を進める基本的指針で, ｢基本構想｣ ｢基本計画｣ からなる｡ ｢基本構想｣
は, まちづくりの理念や目指すべき将来都市像を示し, それを具体化するための基本方針である｡
｢基本計画｣ は, 基本構想で示された将来像を実現するための市政経営の方針を示すものである｡ ｢第
７次総合計画｣ 策定の理由は, ２点あげられる｡ 第１の理由は, 当初予定していた合併が ｢破談｣ と
なり, 合併による広域化, 中核市の指定が難しくなってきたこと,

年 (平成

年) に

万人と予

定していた人口目標の達成が困難になり, 個々の目標値の齟齬が顕在化してきたことにより, 現在の
社会動態に見合った計画に見直す必要がでてきたことがあげられている｡ 第２の理由としては,
年度 (平成

年度) から導入された ｢仕事の検証システム｣ を基本計画の施策に取り込んで成果目標

として挙げることになったが, 市民に対する仕事の説明責任を果たす基礎計画として, その見直しの
必要性がでてきたことである｡
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表２
総合計画と
連動させて
いる

総合計画とは
別体系で対応
している

第

巻

第２号

年

マニフェストへの対応方法
対応の方向
で検討中で
ある

対応して
いない

その他

無回答

合計

件数
比率 (％)
注) 母数は, ｢現首長が選挙時にマニフェストを掲げていたか｣ の問いで ｢はい｣ と回答した自治体の件数

マニフェストを ｢総合計画と連動させている｣ が
％, ｢対応の方向で検討している｣ が

る｣ が

年 (平成

年)

％, ｢総合計画とは別体系で対応してい
％である｡

月に高橋はるみ知事のもとでスタートした ｢北海道新生プラン｣ は,
年

知事の選挙マニフェストを盛り込んだ政策体系であった｡ 北海道の計画としては既に
(平成

年) に ｢第三次長期計画 (

年〜

年)｣ が決定されていた｡ 高橋知事はこの計画

の後半部分と関係することになったが, 知事は選挙中に掲げたマニフェストに合わせる形で,
かつ進行中の長期計画と矛盾しないように計画を調整し, 選挙公約の実現につとめた｡
また岩手県では県の総合計画が
ていたが,

年 (平成

年度から

年度までのスパンで構想され, 実施に入っ

年) の知事選挙で当選した達増寛也知事が選挙中に掲げたマニフェ

ストを総合計画に反映させ, ｢いわて希望創造プラン (

年度〜

年度)｣ を後期実施計画

として策定した｡ 知事自身はこのプランについて, マニフェストで強調した雇用や人口流出,
医療崩壊などに緊急対応させた措置と説明している｡
知事マニフェストに重きがおかれ, 総合計画を廃止した県もある｡
政策プラン

は,

年 (平成

新潟県の ｢夢おこし｣

年) の選挙で当選した現泉田裕彦知事のマニフェストに基づ

く計画である｡ 知事が重点的に取り組もうとした政策目標が明示され, その実現のための政策
・施策の方向が示され, その意味で総合計画ではなく知事選挙サイクルごとに見直される機動
的な計画である｡ 計画期間は

年度 (平成

年度) から

年度 (平成

年度) 末までの

年間であるが, 知事の任期にあわせて４年ごとに見直しがおこなわれる｡ したがって ｢夢おこ
し｣ 政策プランは

年度 (平成

年度) に中間評価を受け,

年度 (平成

年度) の選挙

後に見直しが予定されている｡

｢行政評価｣ の導入契機と法的整備
自治体の行政改革が一挙に進んだ背景には, いくつかの事情がある｡ 第１は, 深刻な財政危
機である｡ 政策, 施策, 事業の展開, 推進は財政的裏づけをともなう｡ 財政はその主要な源泉
が税であるから, 個々の財政支出には無駄があってはならないし, その効率的執行に特段の配
慮が必要である｡ 予算の執行は, 適切に行われなければならない｡ 財政支出項目の事前の検討
が不可欠なゆえんである｡ 本来こうしたことは財政的の制約条件が厳しいか, そうでないかに
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かかわらず実行されなければならないが, 実際には財政的ゆとりがなくなってきて初めて, 現
実のものとなった｡ 従来型行政は, これらの諸点の配慮に必ずしも意識的でないことがあった｡
見直しは必然的に行政改革に繋がらざるを得なかった｡
第２は, 上記のこととも関係するが, 行政に対する住民の不信が改革を促した｡ いくつかの
自治体で税金の不適切な使途が発覚し, このことの結果として自治体は政策, 施策, 事業のあ
り方, 財政の使途などに説明責任が問われ, 必要で詳細な資料の公開も一部義務付けられるよ
うになった｡ このことは住民サイドから言うと, 住民が自治体を監視し, 説明責任を問い, 政
策策定に参加する契機となる｡ 自治体改革の最も重要なのは, まさにこの点にある｡
第３は課題となっていた地方分権の推進である｡ 既に

年 (平成７年) に ｢地方分権を総

合的かつ計画的に推進することを目的｣ とする地方分権推進法が公布されていた｡ その基本理
念は, ｢地方分権の推進が国および地方公共団体が分担すべき役割を明確にし, 地方公共団体
の自主性・自立性を高め, 個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現すること｣ とうたわれてい
る｡ しかし, 地方分権の実際の進行には紆余曲折があり, 問題は山積している｡ 地方分権によ
って自治体の政策責任は従来にもまして重くなり, 遅まきながらにも行政の責任領域の見直し
がなされ, 事務事業が評価され, 施策の重点化, 事務事業の重点的, 計画的な整理合理化が図
られるようになった｡
自治体の行政改革は, 行政評価 (政策評価, 事務事業評価) とともに進んでいる｡ 行政評価
にポイントを絞って, この方式が多くの自治体で採用されるにいたった契機として, 概ね以下
の諸要因がある｡ 第１は, 地方公共団体による政策裁量の拡大, 国の機関委任事務の廃止など
に象徴される地方分権化にともない, 政策評価のような自治体行政に必要な独自の基礎資料作
成への要請が格段に高まったことである｡ なかでも数値目標は, その設定作業には困難がつき
まとうが, それでも政策, 施策, 事業の目標値はないよりあるほうが分かりやすく, 住民にも
理解をもとめやすい｡ 少なくとも, 政策, 施策, 事業が, 住民の関心の及ばないところでひと
り歩きし, 住民不在の政治がまかりとおるような状況は避けられる｡
第２は, 地方分権にともない地方自治体の政策責任がこれまで以上に重くなり, 自治体の説
明責任を果たす方策のひとつとして, 政策評価の結果や過程の公開がもとめられたということ
がある｡ 公開すれば自治体の責任が果たされるというものではない｡ しかし, 公開は必要条件
であり, それすら曖昧であったというのが過去の状況である｡
そして, 第３は既述の

(

) の潮流が欧米諸国で一定の成果

をおさめているとの認識のもとに, 我が国でもそれらが着目されるようになったことである )｡
その意味では, 行政評価は自治体行政の輸入版である｡ 企業のマネジメントのメリットを自治
体行政に生かすというのがこの考え方の基本であるが, この実験が真の意味で奏功したと言え
) アメリカでは
論議になっている｡

という用語は使われず, 単にパブリック・マネジメントのなかでの改革という
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るのか, 効果的で有意義なものと言えるのかの検討はこれからの課題である｡
政策評価の動きは, そのための法的整備をともなっている｡ 政府レベルのその動向をまとめ
ると, 次のとおりである )｡ まず, ｢中央省庁等改革基本法｣ が

年 (平成

年) ６月に制

定されたが, その４条６号には, 中央省庁等改革の基本方針のひとつとして ｢国民的視点に立
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ち, かつ, 内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的な政策評価機能を強化するとともに,
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
評価の結果が適切に政策に反映されるようにすること (傍点引用者)｣ が掲げられている｡ 次
年 (平成

いで,

年) には内閣府設置法, 総務省設置法, 国家行政組織法一部改正法が制

定された｡ これらの法律によって政策評価の根拠規定が定められた｡ さらに, 新省庁体制の発
年 [(平成

足 (

年)] １月６日) と踵を接して, 政府全体として政策評価が実施され, 政

策評価各府省連絡会議了承として, ｢標準ガイドライン｣ の決定がなされた｡ これを受け
年 (平成

年) 年通常国会で成立したのが ｢行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成

年法律第

号)｣ である )｡

地方自治体レベルでの行政評価は条例を制定して進められるか, 要綱のもとで成される｡ 条
例は, 議会での議決が必要とされ, それだけ位置づけが大きく, 継続性ももとめられる｡ 要綱
は議決が必要なく, 弾力的かつ柔軟な展開が可能である｡
条例制定に先鞭をつけたのは, 宮城県である｡ 宮城県では

年 (平成

年) ３月に全国に

先駆けて ｢行政評価委員会条例｣ が制定された｡ ここに至るまでには,

年 (平成９年) ４

月から始まった ｢新しい県政創造運動―宮城の行政改革｣,

年)

年 (平成

月

日に示

された宮城県行政改革推進本部 ｢行政改革推進計画｣ などの経験の蓄積がある｡ 行政活動の評
価に関する条例の制定に関してはその後, 北海道, 秋田県, 岩手県, 長崎県, 神戸市 (兵庫県),
志木市 (埼玉県), 新発田市 (新潟県), 高根沢町 (栃木県) が続いた｡ 福島県などは要綱に従
った行政評価を行っている (｢福島県事業評価実施要綱｣)｡

) 総務省行政評価局の次のサイトが詳しい｡ (
)｡ このサイトの ｢政策評価の総合窓口｣ には, ｢政策評価制度の導入に関する経緯｣, ｢政策評
価の年次報告｣, ｢規制の事前評価｣, ｢政策評価フォーラム等｣, ｢調査研究｣, ｢公表資料｣, ｢各府省政
策評価情報へのリンク｣, ｢地方公共団体の政策評価関連情報へのリンク｣ が示されている｡
) 次いで続々と ｢行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 (平成
関が行う政策の評価に関する法律施行規則 (平成
針 (平成

年

イン (平成
ライン (平成

月
年

日閣議決定, 平成
月

年８月

周知のとおりである｡

年３月

年総務省令第

年政令第

号)｣, ｢行政機

号)｣, ｢政策評価に関する基本方

日一部変更)｣, ｢政策評価の実施に関するガイドラ

日, 政策評価各府省連絡会議了承)｣, ｢規則の事前評価の実施に関するガイド
日, 政策評価各府省連絡会議了承)｣ などの法, 政令, 指針が示されたのは
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第２節

総合計画と政策評価システム

政策評価システムに新公共経営 (

) の考え方がその理論的基礎にあることは, 既に指

摘したとおりである｡ この考え方は, 顧客主義, 業績・成果による統制など民間企業の経営理
念や手法を行政に導入, 活用することで行政部門の活性化を図るというものであった｡ この種
の成果重視 (

) の行政評価はアメリカ, イギリスで盛んな手法で

)

ある ｡ 我が国でこの路線を明確に打ち出している自治体の代表格は, 三重県, 静岡県である
ので, 以下ではこの２つの県の最近の動向を紹介する｡

三重県総合計画
三重県の最新の総合計画は,
(

年度〜

三重県総合計画：県民しあわせプラン [第二次戦略計画]

年度) である｡ ｢第二次戦略計画｣ は,

ン県民しあわせプラン

)

三重県総合計画：県民しあわせプラ

の後半の中期的実行計画である｡ その構想と内容とはどのようなもの

だろうか｡ 以下に, その簡単な紹介を試みる｡
この計画は ｢政策展開の基本方向｣ のもとに独自の ｢政策・事業体系｣ をもつが, ２つのコ
ンセプト, すなわち ｢新しい時代の公｣ と ｢文化力｣ とに支えられている｡
｢新しい時代の公｣ とは何か｡

計画

では, 次のように述べられている, ｢(新しい時代の公

とは) 行政だけでなく, 多様な主体の参画を前提として, 公共の役割をとらえ直し, ……この
計画づくりに地域の皆さんが主体的に参加し議論を重ねて計画を策定するといった取組や,
, ボランティアサークルが子育て支援や高齢者への配食サービスを自主的に行う取組な
ど, 地域の課題を解決するための県民の皆さんの自主的な取組｣ である )｡ ここに指摘されて
いる ｢公｣ は, 行政だけではなく, 住民の自主性を尊重した ｢役割の見直し｣ に基づくそれで
ある｡ 他方, ｢文化力｣ とは ｢文化のもつ, 人や地域を元気にし, くらしを良くしていく力お
よび人や地域がもっている人々を引きつけ, 魅了する力｣ である )｡
｢第二次戦略計画｣ はこの２つのコンセプトを土台とし, 県の限られた行政資源を ｢重点的
な取組｣ に投入するが, そのための具体的措置は政策・事業体系として県が実施する施策と基
本事業に対する数値目標の設定である｡ 数値目標はさらに, 施策や基本事業を推進する行政運
営に対しても設定されている｡

) 詳しくは田中啓 ｢諸外国に学ぶ行政評価｣, 島田晴雄・三菱総合研究所政策研究部
洋経済新報社,

行政評価 , 東

年｡

) 三重県政策部企画室

三重県総合計画・県民しあわせプラン (第二次戦略計画)

) 三重県政策部企画室, 同書,

ページ｡

) 三重県政策部企画室, 同書,

ページ｡

年７月｡
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と ｢みえ行政経営体系｣

｢政策・事業体系｣ は ｢ 県民しあわせプラン

のめざすべき社会像を実現するために実施す

る県の取組を, 目的と手段との関係で整理したもの｣ で, ｢政策―施策―基本事業―事務事業｣
のシステムである｡ このうち政策は, ｢県民しあわせプラン｣ で５つの柱の下に県が展開する
の ｢政策｣ であり, おおむね

年後のめざすべき社会の状況や県民の状態である｡ 政策展開

の基本方向の５つの柱は, 以下のとおりである｡
１. 一人ひとりの思いを支える社会環境の創造と人づくり
２. 安心を支える雇用・就業環境づくりと元気な産業づくり
３. 安全なくらしの確保と安心できる生活環境の創造
４. 持続可能な循環型社会の創造
５. 人と地域の絆づくりと魅力あふれるふるさと創造
の ｢政策｣ とは, ｢基本方向 (５つの柱)｣ を構成する具体策である｡ 例えば政策展開の
｢基本方向 (５つの柱)｣ の筆頭に掲げられる ｢一人ひとりの思いを支える社会環境の創造と人
づくり｣ は, ｢一人ひとりが尊重され, 誰もが参画できる社会の実現｣ ｢豊かな個性を育む人づ
くりの推進｣ ｢文化・スポーツを通じた自己実現｣ の３つの政策からなる｡ ｢安心を支える雇用
・就業環境づくりと元気な産業づくり｣ には３つ, ｢安全なくらしの確保と安心できる生活環
境の創造｣ には４つ, ｢持続可能な循環型社会の創造｣ には４つ, ｢人と地域の絆づくりと魅力
あふれるふるさと創造｣ には５つの政策が掲げられ, ｢政策｣ は都合

になる｡

政策の下層に位置するのは, ３年間の体系として示される ｢施策｣ と ｢基本事業｣ である｡
｢施策｣ は, 例えば ｢政策｣ の ｢一人ひとりが尊重され, 誰もが参画できる社会の実現｣ では,
｢男女共同参画社会の実現 (生活部担当)｣ というように示され, ここに ｢基本事業｣ が４つ
(｢政策・方針決定過程への男女共同参画 (基本事業
及と教育の推進 (基本事業
事業

)｣ ｢男女共同参画に関する意識の普

)｣ ｢働く場と家庭・地域における男女共同参画の推進 (基本

)｣ ｢心身の健康支援と性別に基づく暴力等への取組 (基本事業

)｣) 組み込まれ

ている｡
｢基本事業｣ の下位にあるのは, 約

の ｢事務事業｣ である )｡ これらは, 年度ごとに具

体化される事業である｡
｢政策評価システム｣ は, ｢県民しあわせプラン・戦略計画｣ の政策・事務事業体系等に基づ
く ｢三層評価｣ と重点プログラム評価, 地域機関における評価とから成る｡ ｢施策評価｣ は,
県民への説明責任 (アカウンタビリティ) を果たすことが目的である｡ 施策を担当する総括室
長等の責任で評価がなされ, 評価結果は県政報告書として公表され, 議会での県政の方向づけ
の議論に活用される, ｢基本事業評価｣ は ｢三層評価｣ の要であり, 実績評価に基づく課題や

) 三重県総務部経営総務室

みえ政策評価システム運用マニュアル

年２月, ６ページ｡
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三重県の基本事業の数値目標 (例)

県の審議会等のうち男女のバランスがとれた構成の審議会等の割合
基本事業
男女共同参画を推進するための基本計画等を策定している市町の割合

男女共同参画センター主催事業への参加者数
基本事業
社会全体で男女の地位が平等になっていると思う人の割合

男女格差の是正に取り組んでいる企業の割合
基本事業
１農業委員会あたりの女性農業委員数
基本事業

｢三重県

防止及び被害者保護・支援基本計画｣ 項目着手率

注) 目標値は,
年度 (現状値は
年度)｡ ただし＊は
年度 (現状値
年度)｡
出所) 三重県政策部企画室 三重県総合計画・県民しあわせプラン (第二次戦略計画)

目標値

％

現状値

％

目標値

％

現状値

％

目標値

人

現状値

人

目標値

％＊

現状値

％＊

目標値

％

現状値

％

目標値

２人以上

現状値

人

目標値

％

現状値

％

年７月,

ページ｡

今後の取組に関し, 担当室長等が施策を担当する総括室長, 事務事業担当者との協議を経て取
りまとめられる｡ ｢事務事業評価｣ は成果志向の行政経営の定着と職員の意識改革が目的とさ
れ, 政策・事務体系に基づく事業評価を行うのは事業担当者である｡
｢施策｣ ｢基本事業｣ にはそれぞれ数値目標が掲げられる｡ 上記の具体例に関してこれらの数
値目標がどのように与えられているかというと, ｢男女共同参画社会の実現｣ では, 主指標で
ある ｢県・市町の審議会等における女性委員の登用率｣ が現状値で
値

％であるのに対し目標

％を掲げている｡ また副指標として, ｢男女共同参画を推進するための基本計画等を策

定している市町の割合｣ については
への参加者数｣ については

％ (現状値

人以上 (現状値

なっていると思う人の割合｣ については

％), ｢男女共同参画センター主催事業
人), ｢社会全体で男女の地位が平等に

％ (現状値

％) が示されている｡

行政経営の資源 (予算) は ｢みえ行政経営体系｣ のなかで ｢みえ経営改善プラン｣ として見
直され, ｢簡素・効率的｣ な行政運営が推進されている｡ また, ｢みえ行政経営体系｣ によりな
がら計画の進行管理を ｢全体最適な県政運営｣ に方向づけるべく舵取りが行なわれている｡ 具
体的な目標は, ｢マネジメントのベース｣ に経営品質向上活動, 危機管理, 環境マネージメン
トシステム (

) を置き, ｢広聴広報・情報マネジメント｣ にしたがって県民のニーズ

・市町のニーズ等を把握しながら,
ある｡ この

のサイクルが適切に循環するマネジメントの構築で

サイクルによって ｢全体最適な県政運営｣ が実現され, 長期計画の目標を達

成しようというのである｡ ここに三重県行政の真髄がある｡
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事務事業評価
三重県の ｢事務事業評価｣ は, 北川知事による
年の生活起点の行政改革, ｢さわやか運
・
・
・
・
動 (サービス, わかりやすさ, やる気, 改革 [かいかく]) として知られる｡ 北川知事は就任
直後から行政改革に手をつけ,

年にその中核的手段として事務事業評価を導入した｡ 評価

システムのポイントは, 事務事業の目的達成を測る成果指標によって事務事業を評価・改革す
ることである｡ 政策体系全体のなかで事務事業の目的を明確にし, 成果指標を設定し, 数値化
する評価方法がこれである｡ (当初は

の数値目標を掲げ, 実際の ｢第一次実施計画｣ では

の目標に絞り込まれた)
年度には ｢事務事業目的評価表｣ が ｢継続事務事業目的評価表｣ に名称変更するととも
に, 新たに ｢新規事務事業評価表｣ の導入がはかられた｡ これは, 進行中の事務事業の評価に
加え, 新規事業採択を事前評価しようというものである｡
あわせて, 予算編成の方法が変更された｡ 事務事業評価システムと同時に導入されたマトリ
クス予算がそれである｡ マトリクス予算は縦割りで編成されていた予算の弊害を除去し, 重複
する事業に ｢横串｣ を入れて統合する予算編成手法である｡

年にはさらに事業別に組んで

いた予算を目的別の予算編成に改めた｡ これは下位からの積み上げ式の予算編成ではなく, 上
位からの予算編成とでも言うべきものである｡ つまり施策単位での予算決定がなされ, 与えら
れた枠の中で予算配分がなされる｡ 政策設計にふさわしい予算編成を実現しようという意図を
ここに読み取ることができる｡
上記の ｢事務事業評価システム｣ の揺籃期を経て, ｢みえ政策評価システム｣ が確立するの
は,

年度前後である｡ この ｢みえ政策評価システム｣ は,

年度 (平成

年度) から

｢政策推進システム｣ の枠組みが解消されるなかで ｢みえ行政経営体系｣ のなかの県政運営の
下記の５つの枠組みのひとつである ｢評価 (

)｣ の主要な枠組みと位置づけられた｡ この

｢政策評価システム｣ は ｢三重のくにづくり宣言｣ 第二次実施計画の策定にあわせて導入され,
政策推進システムの柱となるものであった｡ 内容的には, 総合計画と政策評価システムとの連
携がはかられ, それらの進行管理が一元化された｡ また, 施策レベルにも評価が導入され, 施
策, 基本事業, 事務事業の三層での評価が統一的に実施されるようになった｡ 様々な行政運営
の仕組みがより体系的, 効果的に機能するようシステム全般にわたって見直され, 目的志向・
成果志向・顧客志向といった経営型の行政運営の定着を目指した全体最適な県政運営の仕組み
(トータル・マネジメント・システム) として, 三重行政経営体系は構築された｡
現時点でも改革は, 進行中である｡ 例えば, 評価システム全体の簡素化が職員の作業負担軽
減の目的で行われ, 具体的には基本事業評価表のマネジメント参加指標や事務事業目的評価表
の自己チェック欄が削除された｡ 特筆すべきことであるが, 当初予算目的評価表 (施策, 基本
事業) は廃止された｡
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静岡県の ｢業務棚卸｣ 方式
静岡県総合計画

静岡県は

年 (平成

年) に県政の中長期的課題となる総合計画

年戦略プラン―富国有徳, しずおかの挑戦―
年度 (平成

)

魅力ある しずおか

を策定した｡ この総合計画は計画半ばの

年度) 末に見直され, 後期計画として再構成された｡ 見直しを後押ししたの

は (既に策定時点で中途での見直しが想定されていたこともあったが), 少子高齢化の進展,
国の内政構造改革, 県内での政令指定都市の誕生, 市町村合併による地域構造の変化への対応
措置の要請である｡
計画は ｢基本構想｣ ｢基本計画｣ ｢地域計画｣ の三部で構成されている｡ この総合計画につい
て, 県は第１に目的指向型行政運営の基礎を示したこと, 第２に県が目指す将来像の実現に向
け, 県民と共有する数値目標を

項目につき設定したこと, 第３に県民の意見を積極的に反

映するように努めたことが特徴であると強調している｡
｢基本構想｣ では, 基本目標 (豊かな快適空間と有徳の志が織り成す ｢魅力ある しずおか ｣
の実現) と将来像 (多彩な夢の実現に挑戦できる ｢魅力ある

しずおか ｣ の県民生活) が示

されている｡ ｢基本計画｣ では基本構想で示された基本目標を実現するために, ７つの生活領
域での具体的な目的・目標が定められている｡ ｢地域計画｣ では基本構想で掲げられた５領域
について, それぞれの地域の目標像の実現にむけた施策がある｡
計画の特徴は, さらに目的を具体化する努力目標として数値目標が設定されている｡ 当初の
総合計画で与えられていた
アウトカム指標 (

指標は

指標の体系に再構成された｡ この体系の構成は, 最終

指標) への統一を中心とし, アウトカム指標としての設定が難しい場合

には中間アウトカム (

指標) が, あるいは行政活動の直接的成果であるアウトプット指標

(８指標) が採用された｡ 行政活動の成果であるアウトプットは, 中間アウトカム (行政成果)
へ, さらに最終アウトカム (社会目標) へと連携する｡ 中間アウトカムは, その前段のアウト
プットによって引き起こされた県民などの行動によって実現される成果であり, 最終アウトカ
ムは, 複数の中間アウトカムにより県と県民とが協働でその実現を目指す最終的な社会的成果
である｡

総合計画と新公共経営 (
計画では新公共経営 (

)

) の考え方, すなわち目的指向型行政運営システムの構想が明

確に打ち出された点, またそれが総合計画と密接に連携し, 数値目標のアウトカム指標化を含
め,

と総合計画とが一体のものとして提示されていることが重要である )｡ 計画内容に
) 静岡県 静岡県総合計画・魅力ある しずおか

年戦略プラン―富国有徳, しずおかの挑戦―

年４月｡
) 静岡県総務部 ｢静岡県の新公共経営 (

) の取組み〜行政の生産性の向上〜｣

年１月｡
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そくして言えば, ｢行政の生産性の向上｣ を核として顧客すなわち県民 (住民) の満足度を高
めるような公共サービスの提供をめざし, 政策, 施策, 事務事業のそれぞれの目的と手段とが
相互に連関し合い, 単年度ごとに業務棚卸の要領で個々の事業活動がその政策, 施策とかかわ
るのかが見えるようにし,
る｡ 計画 (

のマネジメント・サイクルで見直していくというものであ

) は総合計画に明示されるもので, 業務棚卸表への位置づけが与えられる政

策・施策の ｢目的・数値目標｣ および ｢施策の方向｣ である｡ 実施 (
の効果的・効率的遂行である｡ 評価 (
る｡ 改善 (

) は, 事業そのもの

) は数値目標を目安とする業務の成果の点検であ

) は評価結果にもとづく施策・事業の見直しであり, 次年度予算および執

行体勢につながる｡ 県ではこれを業務棚卸表の活用でその徹底化をはかっている｡
例えば, 基本計画の ｢環境｣ には ｢良好な生活環境の確保｣ という ｢政策｣ がある｡ この
｢政策｣ は ｢水環境の保全｣ ｢大気環境等の保全｣ ｢化学物質対策の推進｣ という ｢施策｣ にブ
レイクダウンされている｡ このうち ｢水環境の保全｣ という ｢施策｣ の ｢目的｣ には ｢公共用
水域及び地下水の水質汚濁の防止｣ が掲げられ, その ｢目標｣ として ｢河川等の水質に関する
環境基準の達成率｣ が数値で示され, これが ｢最終アウトカム｣ となる｡ この ｢最終アウトカ
ム｣ は, その下位の ｢行政成果｣ としての ｢中間アウトカム｣ と関わり, ここには ｢家庭にお
ける水質改善｣ と ｢企業の水質改善｣ が位置し, それぞれに ｢数値目標｣ が与えられる｡ 前者
には ｢汚水処理人口普及率｣ が, 後者には ｢事業所立入検査適合率｣ が付加されている｡ さら
に, ｢汚水処理人口普及率｣ には ｢生活排水の啓発｣ ｢流域下水道の整備｣ ｢合併処理浄化槽の
補助｣ が, ｢事業所立入検査適合率｣ には ｢工事・事業場への立入検査の実施｣ が ｢活動結果｣
のアウトプットとして付加される｡
総合計画で示された施策の方向を単年度ごとに, 具体的に何をどこまで実行できたのか, 現
状はどうなのか, 改善の措置をどうするのかを業務の構造として記述し, 行政評価の資料とし
て活用するのが ｢業務棚卸表｣ である｡ その内容は, 図式化して言えば, ｢目的と手段の樹木
構造｣ となっている｡ すなわち, 上位目的とそれを達成する手段があり, 後者はその下位の業
務の目的となる｡ この目的には手段がともなうが, 後者はさらに下位の業務の目的となる｡ こ
の目的にもそれを遂行するための手段がある｡ このような棚卸表によって, 住民にとって望ま
しい行政を実現するためには, どこに重点をおいて業務を遂行すればよいのかを判断すること
ができ, 効率的で民主的な業務の遂行が可能となる｡

｢業務棚卸｣ 方式
静岡県は

年度 (昭和

年度) 頃から行政改革に取り組んでいる｡

年度には新しい行

政システムの構築を目指し, 民間で実施されている業務分析および課題発見の手法としての
｢リエンジニアリング｣ の考え方を導入し, 改革に着手した｡ その成果は行政改革を従来型の
節約型のそれから, ｢業務棚卸｣ 方式によるそれへの転換として示される｡ ｢業務棚卸｣ とは民
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間の経営手法である棚卸の考え方の類推で, 全ての業務を取り出し, 業務の効率性をチェック
するというものである｡ 換言すれば, ｢業務棚卸｣ とは各組織単位の目的と手段, 達成目標を
明示し, 業務の成果をこれらに照らして評価し, 経営改善のための方途を分析する手立てであ
る｡ 評価制度を事務事業という単位ではなく, 政策と施策を単位とし, 予算よりも職員や組織
に着目し, その組織や組織単位がある一定期間の業務を通してどのようなことを実施しようと
しているのかを把握することが目的である｡
施策の体系は, ｢任務の樹木構造 (目的・手段の連鎖構造)｣ となっている｡ ｢組織が期間に
特定の状態を実現しようとするためにとっている施策は, どれも目的・手段の体系として記述
することができる｡ 組織単位に与えられている業務全体を数段階にわたって小さな要素に分解
し上位の業務目的を, 達成するためにどのような手段群が, 用意されているかを明らかにする
ことがねらいである｣｡
このような施策の連鎖体系の中の行政評価指標のはめこみは, ｢管理指標 (目的達成度の評
価尺度) の設定と実績・目標の設定｣ が中心である｡ 具体的には, 上位目的には有効性指標
(アウトカム指標) を, 下位手段には効率性指標 (アウトプット指標) を設定するように目指
している｡ 実績及び目的については, 管理指標を数値であらわす｡ これらの行政目標を実現す
るための財源については, 投入資源が表に記入される｡ これによって体系的に記述された手段
のそれぞれにどんな手段, 人員が投入されているかが示される｡
また, 本庁の係・スタッフが所管する業務全体は ｢目的と手段の樹木構造｣ で表現され, 組
織単位で自己評価が行われる｡ その上で, 施策目的単位で共通の管理指標を設定し, 実績と当
面の目標値, その達成期限を明らかにする｡
の大きな見直しはない｡

年度 (平成

年度 (平成９年度) の導入以来, システム上

年度) には業務棚卸表と総合計画の施策との体系化

が行われた｡ 県の総合計画の施策体系に業務棚卸表を結びつけることで, 県全体の施策体系か
ら業務棚卸表を探すことが可能になっている｡ 静岡県はこの業務棚卸方式を中核とする行政評
価システムを構築し, 評価システム全体を ｢目的指向型施策評価システム｣ と呼んでいる｡ 業
務棚卸方式は, 多くの自治体の行政評価方式が事務事業方式であるのに比し, 施策体系の整備
に重きをおいた ｢高次の評価システム｣ と呼ばれることもある )｡

) 市レベルの総合計画と行政評価について, 行論との関係で盛岡市の例をとりあげたい｡ 盛岡市の総
合計画 ｢盛岡市総合計画〜共に創る元気なまち県都盛岡〜 (平成

年度〜平成

年度)｣ は, ｢まちづ

くりの方向性｣ ｢めざすべき姿｣ としての５つの ｢まちづくりの基本理念｣ (｢継承と創造｣ ｢求心力｣
｢人が活きる｣ ｢市民起点｣ ｢自律｣) のもとに作成されている｡ この基本理念に基づき, そのめざすべ
き基本目標は ｢人々が集まり・人にやさしい・世界に通ずる元気なまち盛岡｣ である｡ ｢基本構想｣
の内容は, この基本理念と基本目標である｡ ｢基本構想｣ の下に ｢実施計画｣ がある｡ ｢実施計画｣ は,
財政見通し及び

盛岡市行財政構造改革の方針及び実施計画

との整合を図りながら, 主要な事務事

業を施策体系別に示し, 効果的・効率的な行財政運営のもとで, 基本構想に定める将来像を具体化す
るものである｡ ｢実施計画｣ は具体的には, 基本構想の将来像である ｢人々が集まり・人にやさしい
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行政評価の ｢評価｣

以上, 地方自治体で進行している行政改革について, 行政評価に絞り, その内容を概括した｡
問題はこの改革なり, 行政評価をどのように評価するかである｡
行政評価の導入の仕方には, 導入目的によって評価の方法に相違がある｡ 第１は, 政策体系
の最も下位レベルである事務事業評価に重きをおく方法である｡ この方法は行政改革の観点か
らの事務事業の見直しを目的とし, 三重県での導入当初の事務事業評価システムはその代表で
ある｡ 評価の中心は個別の事業単位である｡ 評価主体は行政改革室, 財政課など行財政改革を
担う部局であることが多い｡
第２は上位レベルの政策評価, 施策評価に焦点を絞った方法である｡ この方法は, 総合計画
との連携に配慮し, 政策評価に主眼がある｡ 評価の総括部局には, 政策立案などを担う企画部
などの政策担当部局などがあたる｡
第３は事務事業評価, 政策評価を合わせて行政評価システムとしてとらえるものである｡ こ
の方法は導入当初から政策体系の全てを視野に入れ, 行政評価体系のなかで事務事業評価, 政
策評価を検討する｡ 評価は行財政改革関連部局, 政策担当部局に加え, 行政システム改革室,
行政システムといった部署がこれにあたる｡
既述の三菱総合研究所のアンケートには各地方自治体が行政評価どのように受けとめている
かを問う質問項目がある )｡ 政策, 施策, 事務事業の３段階での回答結果があるので, 参考ま
でにそれを掲げる )｡ 都道府県と市・区で, この３段階の成果の状況に関わる回答結果の表を
掲載する｡ 都道府県では, ｢期待通り成果があがっている｣ ｢ある程度成果があがっている｣ と

・世界に通ずる元気なまち盛岡｣ を実現するために, ８本の ｢政策の柱｣ を立て, その下位に
｢施策｣ を置き, その ｢施策｣ の下位に ｢基本事業｣ (

の

事業), さらにその下に ｢事務事業｣ (約

事業) を置くピラミッド型の体系である｡ しかも, ｢実施計画｣ は市独自の ｢行政評価システム｣ を
活用した進行管理がなされ, 毎年度, 評価検討され, 施策の目標達成に向けて改善される｡ 盛岡市独
自の ｢行政評価システム｣ は平成

年度から５年間かけてつくられた｡ その直接の契機は, 議会から

の要請であるが, 三重県の行政評価導入の成果が出始めたこととも関係があるようである｡ ｢評価シ
ステム｣ はマネジメント・サイクルの下に継続する企画の立案や予算編成に反映させていく仕組みで
ある｡ 実際に, 盛岡市は, この考え方で

年度 (平成

年度) 以降行政評価を実施している｡ 評価

体制 (役割分担) は行政内部の事務事業責任者以上の役職者が行い, 市長, 助役, 収入役, 教育長,
各部の部長等の幹部層からなる ｢行政評価推進委員会｣ が, 最終的な施策の貢献度評価を行い, 施策
の優先度を評価する｡ 例えば,

年度 (平成

年度) は総合計画の

の施策のうち, どの施策を優

先させるか, さらにその中から予算重点配分施策, 予算水準維持施策, 予算配分抑制施策に分けて予
算枠の配分が行われた｡ 行政評価は行政内部で行われているが, 第三者評価への取り組みも日程にの
ぼっている｡ このように, 総合計画と評価システムとの強い連携のなかで行政が運営されている｡
) 三菱総合研究所・地域経営研究本部 ｢地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査
―

年調査結果― (データ版)｣ (

)

) なお, 図で都道府県は母数が小さいので実数で, 市・区は比率で示した｡ また, ｢無回答｣ 部分は
省略｡
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する回答が ｢事務事業レベル｣ で多い｡ 市・区では ｢政策レベル｣ ｢事務事業レベル｣ で, ｢期
待通りの成果があがっている｣ ｢ある程度成果があがっている｣ の割合はあまり相違なく, ｢施
策レベル｣ で多少これらの回答選択肢の割合が小さい｡
目的別では ｢行政活動の成果向上｣ での成果が ｢政策レベル｣ ｢施策レベル｣ ｢事務事業レベ
ル｣ のいずれでも目立つ｡ しかし, 傾向として都道府県と市・区とで比較すると, 目的別でみ
て ｢成果がほとんどあがっていない｣ ｢まだわからない｣ とする回答の割合が, ｢政策レベル｣
｢施策レベル｣ ｢事務事業レベル｣ でも市・区でかなり高い｡
市・区では ｢政策レベル｣ ｢施策レベル｣ ｢事務事業レベル｣ のいずれでも ｢まだわからない｣
という態度保留の割合の大きさが無視できない｡
図２

成果の状況 (都道府県：政策レベル)

注) 三菱総合研究所・地域経営研究本部 ｢地方自治体における行政評価への取り組みに関する実態調査―
年調査
結果― (データ版)｣ [
] にもとづき筆者が作成｡
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年

成果の状況 (都道府県：政策レベル)

注) 図２に同じ

図４

注) 図２に同じ

成果の状況 (都道府県・事務事業レベル)
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図５

成果の状況 (市・区

政策レベル)

図６

成果の状況 (市・区

施策レベル)

注) 図２に同じ

注) 図２に同じ
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図７

第

巻

成果の状況 (市・区

第２号

年

事務事業レベル)

注) 図２に同じ

第３節
１

総合計画・行政改革と統計活動

行政と統計活動

本節では, 上記の地方自治体での行政評価を中心として行政改革の動向を背景に, 自治体の
統計関係の部署でどのような動きがあり, いかなる認識があるかについて断片的ではあるが,
若干の指摘を行う｡
地方自治体の行政に統計活動を位置づけ, また政策立案や政策評価で統計をその数値的根拠
づけに活用するかどうかは, 個々の自治体行政運営にとって喫緊の課題である｡ その観点から
全国の都道府県, 市町の行政を俯瞰すると (とても全てに目配りできないが), 県レベルでは
三重県が, 市レベルでは三鷹市がひとつのモデルとして見えてくる )｡
三重県では住民向けに啓蒙的性格をもつ統計出版物を多く刊行している｡ 政策部統計室
内市町のすがた

(

年 [平成

年] ３月), 政策部統計室

三重県勢要覧

年度] ５月), 総合企画局統計分析情報室 統計でみる三重のくらし (

(

年８月を参照｡

年 [平成

年 [平成 年度]

) 三鷹市の近年の統計活動については, 二浦孝彦 ｢三鷹市における統計情報の利活用｣
,

県

地方自治体の行政評価と統計活動

｣ 等である )｡

２月), 政策部統計室 ｢統計情報・みえ
三重県政策部統計室

平成

年度・事務事業の概要

には統計室の扱う事務・事業が一覧さ

)

れている ｡ ｢事業名｣ には ｢労働力調査｣ ｢小売物価統計調査｣ ｢家計調査｣ ｢就業構造基本調
査｣ ｢工業統計調査｣ ｢全国物価統計調査｣ ｢商業動態統計調査｣ ｢特定サービス産業実態調査｣
｢商業統計調査｣ ｢学校基本調査｣ ｢毎月勤労統計調査｣ ｢鉱工業生産指数 (生産動態)｣ ｢マクロ
経済分析調査 (県民経済計算推計)｣ ｢マクロ経済分析調査 (産業連関表)｣ などが並び, それ
ぞれについて ｢担当グループ｣ ｢所管省庁｣ ｢根拠法令｣ ｢目的｣ ｢主要調査事項｣ ｢調査対象｣
｢調査時期・周期｣ ｢調査方法｣ ｢集計方法｣ ｢調査系統｣ ｢公表の時期・周期｣ ｢主な利用面｣
｢本調査に関する刊行物および資料｣ などが記入されている｡ 統計室が担う仕事の全体を鳥瞰
することができる｡ このような ｢概要｣ は各都道府県にあり, ｢統計課｣ の活動を知るのに便
利である｡
三鷹市では清原慶子市長が行政に果たす統計の役割を重要視し, 率先して行政に統計を活用
している｡ 市民向けの企画部企画経営室統計係
年度] ７月), 企画部企画経営室

成

月), 企画部企画経営室統計係

(

年 [平

年 [平成

年度] ３

統計ランキングでみる三鷹市

三鷹を考える論点データ集

三鷹市統計データ集 (平成

年度)

(
(

年 [平成

年度]

９月) の他, 同係が ｢統計ニュース｣ ｢みたか統計情報ニュース｣ を定期的に刊行している｡
旺盛な統計活動の一端である｡
注目すべきは, 現行の基本構想・第三次基本計画の策定に際して編まれた上記の
える論点データ集

三鷹を考

の発行である｡ このデータ集は, 近隣市との比較データに重きをおきなが

ら, 市の行政の取り組みで進んでいるところと遅れているところをディスクローズする試みで
ある｡ また, ｢みたか市民プラン

会議｣ は構想・計画の基礎となる ｢市民プラン｣ を作成し

たが, その過程で会議のメンバーはこの

論点データ集

を携えて議論したと伝えられてい

)

る ｡ 三鷹市ではあわせて, 市経済の長期予測を計量経済モデルで行っている｡ ユニークな統
計活動のひとつとして数えることができる )｡

２

現状把握と数値目標の設定

行政では統計は自治体が抱える社会経済などの現状分析か, 政策, 施策の数値目標の設定に
使われる｡
年 (平成

年) ７月に示された新市政方針 ｢さっぽろ元気ビジョン｣ のプラン化である

)
) 三重県政策部統計室の

平成

) 三鷹市企画部企画経営室

年度・事務事業の概要 ｡

三鷹を考える論点データ集

(

年度 [平成

年度] ３月) の市長の

巻頭挨拶｡
) 山口誠, 福地崇生 ｢報告書：計量経済モデルによる三鷹市経済の長期予測 (三鷹：
年

月｡

)｣ 平成
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｢札幌新まちづくり計画 (平成

年度〜

第

巻

第２号

年

年度)｣ (同時に ｢第４次札幌長期総合計画｣ の実施

計画｣) には, 政府統計, 道・市の独自調査 (含アンケート), 業務統計などさまざまな統計が
使われている｡ どのような統計が使われているのかを具体的に知るために一例を掲げる｡ ｢中
小企業白書｣ (中小企業向け貸出残高の推移), ｢事業所・企業統計調査｣ (

大都市の開業率,

廃業率の分布), 厚生労働省 ｢人口動態統計｣ (札幌市の出生数と合計特殊出生率の推移), 総
務省 ｢社会生活基本調査｣ (学習・研究の種類別行動者率), 総務省 ｢社会生活基本調査｣ (趣
味・娯楽の種類別行動者率), 等々 )｡
三重県の ｢県民しあわせプラン (第二次戦略計画)｣ では, 計画策定の前提となる経済, 社
会の現状分析での統計利用が明示されている｡ すなわち, その第一篇 ｢基本的な考え方｣, 第
一章 ｢第一次戦略計画の総括と今後の課題｣ の ｢( ) 第一次戦略計画の総括｣ では, ｢県民経
済計算｣ ｢工業統計調査結果｣ ｢有効求人倍率｣ を用いて景気回復の現状, 雇用情勢が分析され
ている｡
どの自治体でも多かれ少なかれ苦労して既存のさまざまな統計を収集し, 利活用している｡
予想されたことではあるが, 必要な統計が必要な時に入手しづらいこと (タイムラグの問題),
全国レベルでは使える統計でも地域レベルになるとサンプルが少なすぎて統計として使えない
こと, サービス関係の統計が極端に不足していること, 観光関係の信頼に足る統計がないこと
などが, 不満の対象になっている｡
前節で紹介したように, 地方自治体は現在, 自治体行政の改革の一環として行政評価を行っ
ているが, このことを受けて自治体の総合計画は個々の政策 (施策), 事務事業に数値目標を
付すケースが増えている｡ 計画期間中に達成する目標数値の設定である｡ 目標値を掲げること
で自治体運営の当事者の目的が明確にならざるをえないので職員の意識改革につながるうえ,
住民に対しても政策ないし施策の説明責任をとることができる｡ 定量的な数値を出せる場合は
そのように, 定量的な目標になりにくいものは定性的な目標となる｡ 統計は前者とかかわる｡
この種の数値目標はその設定の仕方で, ①過去の趨勢値を外挿する方法, ②当該自治体の全
国ランキングを引きあげるという方法, ③当初値に一定の増加率を乗じて設定する方法, ④区
切りのよい数値で経験的に決定する方法などがある｡
埼玉県は ｢ゆとりとチャンスの埼玉プラン (埼玉県５か年計画)｣ の県民向け冊子にこの主
) ただし, これでも全体の一部にすぎない｡ 他に内閣府 ｢体力・スポーツに関する世論調査｣ (この
１年間に行った運動・スポーツの種目), ハローワーク札幌 ｢雇用情勢さっぽろ｣ (札幌圏における年
齢階層別有効求人倍率, 札幌圏における職業別有効求人倍率), 北海道情報処理産業実態調査 (札幌
の情報関連産業の事業所数・従業員数の推移), 海外企業の海外進出向実態調査 (札幌の海外進出企
業数), 札幌市 ｢札幌市の少子化に関する調査｣ (子どものいる女性が働き続けるために改善すべき課
題), 札幌市 ｢札幌市高齢者意識調査｣ (在宅で暮らしている高齢者が望む今後の暮らし方), 札幌市
｢健康づくり基本計画に関する市民意識調査｣ (成人の喫煙率), 札幌市 ｢札幌市の児童生徒の実態に
関する基礎調査｣ (ボランティア活動への関心) など｡
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の数値目標を一覧しているが, 目標値の根拠を丁寧に掲げている｡ 例えば, ｢女性 (
歳) の就業率｣ について, 現状値で

％ (平成

％と定めているが, その根拠は ｢平成

を

から平成

年 (

年) とあるのを５年後の平成

年からの５年間の伸びを, 平成

歳〜

年の目標値
年 (

％)

％) と同率と仮定し, さらに施策推進による伸びの上乗せを１ポイントと

して, 目標値を設定｡ この目標値は, 平成

年ではなく, 国勢調査が実施される平成

年の数

値｣ というように説明されている )｡ この数値目標の設定の仕方は上記①に拠りながら, 施策
の効果を加味する方法である｡

３

人口減少と人口統計

自治体行政は住民のためにある｡ 言うまでもなく, 自治体の総合計画も個々の事業計画も住
民のためにあるのであるから, それらの枠組みは住民すなわち人口の大きさあるいは構成につ
いての現状, 将来予測の認識が不可欠である｡ 産業, 環境, 防災, 廃棄物, 交通, 情報, 文化,
健康など, それらのどの問題についての政策立案を考えるにしても, 住民, 人口との関わりが
ないものはない｡ そこに住む人々の状態を離れて, 自治体の総合計画はありえない｡
当然といえば当然のことであるが, この住民すなわち人口の現象がいまだかつて経験のなか
った事態になっている｡ いわゆる少子高齢化であり, その延長上にある人口減少である｡ 首都
圏の埼玉県でさえ, 最新の５カ年計画
[平成

年度〜

年度])

ゆとりとチャンスの埼玉プラン (埼玉県５カ年計画

は, 計画期間中の人口減少を見込んだ内容にならざるをえなくなっ

)

ている ｡ どの自治体も人口動向の把握には神経をとがらせている｡ 人口減少に歯止めをかけ
ることは, 少子化に歯止めを欠ける政策とともに, 人口流出の阻止や社会移動増に期待をかけ
る政策を打つしかない｡ そのために自治体は苦心の施策を掲げている｡ 具体例はいくらでもあ
るが, 例えば福島県では, 雇用の場の確保, 地域資源の活用による

ターン,

ターン, 二地

域居住の促進, 若年労働者の県内就職と職場定着の支援, 働く意欲のある女性と高齢者の就業
支援, 地域資源 (廃校, 空き教室, 空き店舗など) の有効活用などを示している )｡ 四国経済
産業局総務企画部企画課での ｢聞き取り｣ 調査 (
ている ｢長期滞在｣ 政策の経済効果が ｢平成

年９月５日) では, 四国が現在おし進め

年 (

年) 四国の産業連関表｣ を活用して試

)

算されていることを知った ｡ 人口減少, 過疎化に悩む地方自治体は, 近年 ｢

(移住) タ

ーン｣ という都市住民呼び込み策を展開している｡ 移住策がうまく進めば, その経済的波及効
果は甚大である｡ 青森県は青森県産業連関表を使ってこの種の試算をしている｡ 高齢の夫婦一

) 埼玉県

ゆとりとチャンスの埼玉プラン (埼玉県５カ年計画 [平成

) 埼玉県, 同書,
) 福島県

年度〜

年度]) ,

ページ｡

ページ｡

福島県新長期総合計画：うつくしま

) 独立行政法人経済産業研究所＜委託事業＞ (
ついての研究＜最終報告＞

(重点施策体系 [
),

−

])

ページ｡

地域における需要創出を通じた経済活性化に

立教経済学研究

組が青森県に移住してくるごとに

第

巻

第２号

年

万円ほどの波及効果があり, 仮に団塊の世代１万人が

配偶者ともに１年間のうち３ヶ月だけでも県に移住しただけでも ―

億円の経済効果がある

)

と見込んでいる ｡ 連関分析の有用性や試算結果の評価についての指摘はここでは行わないが,
このような人口の社会移動を予定した移住政策に対する強い姿勢をここにみることができる｡
新潟県庁での ｢聞き取り｣ 調査では意識調査のひとつとして首都圏周辺の住民に新潟県のイメ
ージと好感度 (新潟県に住んでみたいと思っているかどうかなど) を調べているが, これなど
も類似の目的をもった調査である｡
統計で十分に人口現象がリアルに見えてこないことで, 行政の担当者に不満がないわけでは
ない｡ 静岡県庁の ｢聞き取り｣ 調査では ｢国勢調査｣ で社会移動を正確にとらえきれないこと
に不満が表明されたし, 香川県のそれでは ｢学校基本調査｣ などで卒業後の動向の把握がつか
めないものかという要望があった｡

４

統計セクションの位置づけと統計活動

自治体によっては, 統計セクションの位置づけの変化がみられる｡ すなわち従来, 総務系に
置かれることが通常であった統計セクションは, 統計が政策立案に果たす役割が重視されるに
ともない政策企画部系に配置換えされる傾向がある｡ 三鷹市はその代表的な例であろう｡ 三鷹
市では現在, 統計係は企画部企画経営室のなかにある｡ 統計事務はかつて
度) までは総務部文書課統計係の所掌であったが,

年度 (平成

年度 (平成

年

年度) から上記のような

移管措置がとられた｡ この措置は ｢三鷹市行財政改革アクションプラン

｣ 策定基本方針に

もとづく組織改正の一環である｡ 計画策定, 実施などで統計の果たす役割が大きいとの判断が
ありその連携に配慮がなされた｡ この措置により, 統計係は国勢調査などの指定統計調査のほ
か, 市政に必要な独自調査を実施し, 各種のデータを政策決定に反映させる業務を進めること
となった｡
三重県の統計室は政策部に属する｡ この体制になったのは,
機構は, 図８のようである｡ 全体の職員の数は,

年ほど前からである｡

名｡ 各グループの名称に付されている数

は, 職員数を示す｡ 統計総括特命監は ｢次長｣ に相当する｡ 統計利活用特命監は, ｢分析グル
ープ｣ と ｢統計情報グループ｣ を指導する｡ ｢人口統計グループ｣ の担当事務は, 統計調査員
対策, 統計業務報告, 届出統計調査, 労働力調査, 月別人口調査などである｡ ｢消費・労働統
計グループ｣ の担当事務は, 個人企業経済調査, 家計調査, 小売物価統計調査, 全国物価統計
調査, 学校基本調査, などに関することである｡ ｢農水・商工統計グループ｣ の担当事務は,
工業統計調査, 商業動態統計調査, 特定サービス産業実態調査, 統計調査地方集計などの業務
に関わる｡ ｢分析グループ｣ の担当事務は, 県民経済計算, 産業連関表, マクロ経済統計分析

) 樺嶋秀吉

自治体倒産時代 (新書)

講談社,

年,

ページ｡

地方自治体の行政評価と統計活動
図８

(

三重県の統計室 (組織図)

) 内の数字は配置人員

などに関する業務である｡ ｢統計情報グループ｣ の担当事務は, 統計情報の編集・提供, 社会
・人口統計体系の整備, 三重県統計情報データベースシステムの運用管理, ホームページの運
用管理に関する業務である｡
香川県庁で総務部統計調査課での懇談では, 県の今後の課題として政策立案を支援するため
に統計分析機能を強化するとの言があったが, この志向は傾聴に値する｡
統計活動では, 県庁レベルで景況調査を定期的に実施しているところがある｡ 日銀支店 (事
務所), 地方財務局でも景況観測がなされている｡ 県によっては, それらのデータをもちよっ
て経済懇談会などが開催されている｡ 例えば香川県では県の統計調査課が ｢統計情報プラザ｣
を２ヶ月に１回主催し, ここに日銀高松支店, 経済産業局, 百十四銀行, 国民生活金融公庫,
中小企業金融公庫などの統計調査担当者が参加している｡
また, 埼玉県では, ｢聞き取り｣ 調査によってわかったが, 各部局でそれぞれの持っている
統計を長期トレンドで見てみる取り組みを開始したとのことである｡ この取組みのなかで, 全
国と埼玉県の納税率の乖離が明示的となった｡ 問題の所在を統計的に発見してその是正にとり
くみ, それを成功させた行政上の措置である｡

結

語

筆者は本稿で, この

年間ほどで全国の地方自治体で展開された行政改革の状況を, 行政評

価に焦点を絞って紹介し, それらと総合計画とが, あるいは統計活動とがどのように結びつい
ているのかを検討した｡ 行政評価が今後どのように進行していくかは, 予断を許さない｡ 都道
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府県と市・区では, あるいは本稿では取り上げえなかったが町・村では, 同じ自治体の行政評
価と言っても同一次元で論ずることはできない｡ より緻密な検証が必要になるであろう｡ また,
行政改革に対しては一部にマンネリ化の指摘がないわけではない｡ また, もともと企業経営の
方法であった

を自治体行政に適用することが妥当なのかどうかについては別途, 理論的,

実証的見当が必要である｡
自治体の行政改革にともなって統計業務を担当する部署の位置づけは変わり, 総合計画との
関連でこの部署により実践的な位置づけを与える動きも目立っている｡ 一方で厳しい財政状況
のもとで統計業務の縮小が日程にのぼるとの懸念もあるが, 他方で統計が行政に必要な資料で
あることの認識は広く行き渡りつつある｡ 課題が目白押しである｡
本稿は筆者が参加しているプロジェクトの成果の一部であるが, 論文構成の体裁から見ると,
第３節の ｢総合計画・行政改革と統計活動｣ とそれに先立つ２つの節との関連が弱い｡ 筆者自
身が最も自覚している点である｡ 総合計画なり行政評価のなかで統計がどのように利用されて
いるかについての検討は, 今後ともより細部にわたって精査しなければならない｡ また, 次の
２点が課題として残されているので, 最後に確認をしておきたい｡
ひとつは, 行政評価と統計との関係に焦点を絞って現状と問題点を検討することである｡ 多
種多様な行政評価に統計が重要な役割をもつことは, 近年の統計改革を背景に, 専門的研究者
の間で強くなっているので ), 本プロジェクトが残す２年間の時間的猶予のなかで, このテー
マに見通しをつけたい｡ もうひとつは, 上記と関連して実践的な提言が必要である｡ 地方自治
体で個別に取り組まれている試みのなかには括目すべきものが少なくなく, それらの営為は十
分な評価が与えられてしかるべきものもある｡ その作業を支援する提言はできないだろうか｡
この点も筆者に与えられた課題である｡

) 梅田次郎, 小野達也, 中泉拓也

行政評価と統計
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