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平成２８年第４回定例会（平成２８年１１月１８日） 

 

「行政評価について」 

 

◆１５番（中村康弘議員） 杉並区議会公明党の一員として、行政評価について質問を

行います。 

 少子高齢化、情報化、生活形態の多様化など、行政需要は日々変化しています。行政

はその変化に対して柔軟に対応できなければなりません。区がみずからの現状を客観的

に把握し、あるべき姿と比較して、的確な判断のもとで改善に結びつけられているかど

うか、また、その判断や改善が適切かどうか、常に検証する体制の充実が求められてい

ると考えます。まず、この点について区の見解を伺います。 

 地方自治法では、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を

挙げる」との地方公共団体の責務を定めています。杉並区にとって「福祉の増進に努め

る」とは、基本構想の目標実現に向けて施策を着実に遂行することであります。この自

治法の条文における責務を果たしていくには、施策執行プロセスの効率性と成果を生み

出す有効性を測定し、そして評価するシステムが不可欠であると考えます。プロセスの

効率性を測定、評価するシステムには、フルコストに基づく公会計情報の活用が有益で

あることは、これまでも訴えてきたところです。 

 一方、その成果を生み出す有効性の評価については、福祉の増進という行政目的が貨

幣価値に換算できないため、公会計情報のみで行うことはできません。行政評価は、貨

幣価値とは別の客観的なデータをもとに体系的に効率性と有効性の評価・検証を行い改

善につなげるという、ＰＤＣＡサイクルのシステムであります。その意味から、公会計

とは相互に補完する関係にあると言えます。 

 杉並区における行政評価は、平成 11年度に事務事業を対象に、14年度に政策、施策

を対象に導入されました。20 年度予算から、予算の事務事業と事務事業評価の単位を

可能な限り一致させ、決算と行政評価を一体的に行う体制を整えました。21 年度から

は、行政評価の結果に基づいて区政経営報告書を作成し、決算説明資料として公表して

います。 

 評価の体系は、現在では、総合計画の体系と合わせ、施策評価と事務事業評価の２階

層の構成としています。32 の施策と 657 の事務事業は、それぞれの成果やコスト、さ
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らには目的の達成状況などから、効率性や有効性について評価され、そして事務事業は、

構成している施策の成果向上への関連性も踏まえて、評価や見直しが行われます。 

 実施体制については、事務事業評価は担当所管みずからが、施策評価は指定された各

施策の評価担当課が実施します。それらを、部長を責任者とする二次評価部門が二次評

価を行い、その後、外部の専門家がその結果について外部評価を行います。 

 評価や改善といった機能については、予算、決算特別委員会を含む議会もその任を担

っていると言えます。しかし、職員みずからが評価そのものに参画し、区政全体を網羅

し、体系立った制度として唯一存在するのが行政評価であります。区の自治基本条例で

も、政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な区政運営を行うため、

行政評価を実施、公表することを定めています。 

 これまで区が長きにわたって取り組んできた行政評価が区政運営に対してどのよう

な成果を生んできたのか、総括的に制度自体に対する評価をお聞かせください。 

 現在の区の行政評価は、３つの目的に沿って実施しています。目的の１つ目は、総合

計画の進捗状況、達成度の把握、２つ目が、職員の政策形成能力の向上、すなわち多く

の職員が評価と改善の作業プロセスにかかわることで、政策形成能力の向上を目指すと

いうものです。そして３つ目が、説明責任と区政の透明性の確保であります。 

 平成 11 年の開始当初においては、事業や施策の目的の妥当性、有効性、効率性、そ

して人材や財源等の資源の有効活用といったことを目的としており、現在よりも効率性

や経済性の向上に重きを置いていたように見受けられます。本区の行政評価を実施する

目的が年を経るに従って変化してきたことについて、その背景にあるものは何か、区の

所見を伺います。 

 続いて、指標の設定について伺います。 

 行政評価は数値指標に基づいて行うことが基本です。指標には２種類あります。１つ

は、施策や事業の遂行結果に関して区の活動量、アウトプットをあらわす活動指標、も

う一つは、その活動量がどの程度の実質的な成果、アウトカムを生み出したかを測定す

る成果指標であります。こうした数値データ、すなわち客観的な根拠に基づき事業や施

策目標の達成状況を分析し、次の改善にまでつなげていくということを目指しています。

いわば指標はサイクルの軸の役割を担っているのです。であるならば、具体的にどのよ

うな数値を指標として設定するのかが大変重要になります。その指標が施策の目標や事

業の取り組み内容と合致しているのか、あるいは事務事業の指標と施策の指標の整合性

がとれているのか、施策と事業、さらには活動指標と成果指標を連動させて整理し、適
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切な指標を設定することが必要です。 

 しかし、本年度行われた直近の評価でも、活動指標と成果指標の設定の意図がいま一

つ不明なものが幾つか見受けられます。例えば施策４、「利便性の高い快適な都市基盤

の整備」の評価では、バリアフリー推進連絡会等の開催回数、沿線まちづくり活動団体

支援数、道路拡幅整備距離、南北バスすぎ丸の運行本数を活動指標としていながら、そ

の成果指標は、区民意向調査による区内での定住意向の割合としています。これら活動

指標と区民の定住意向にどれだけの因果関係があるのか、もっと言えば、成果指標のパ

ーセンテージの上下に影響を及ぼすのは区の施策だけなのか、検証が必要だと思います。 

 また、施策 31、「交流と平和、男女共同参画の推進」の評価においては、国際交流事

業参加者数が活動指標、その成果指標が国内交流事業参加者数となっています。活動が

どの程度の成果を生み出したかを評価する指標として、これらは適切なのでしょうか。 

 評価指標については、資源投入のインプット、それに伴うアウトプット、その結果得

られたアウトカムといった、それぞれの論理的な因果関係で結びつけたロジックモデル

のもとでの設定が必要です。指標の整理、見直しの実施体制及びこうした課題認識につ

いて、区の所見を伺います。 

 次に、施策と事務事業の体系立てについて伺います。 

 さきに述べたとおり、本区の行政評価は、施策評価と事務事業評価の２階層です。施

策は事務事業を行う目的、事務事業は施策を進めるための手段として、互いに目的と手

段という関係性が成立していることを前提に評価が行われています。しかし、例えば施

策８、「水とみどりのネットワークの形成」では、12の構成事業の中に公衆便所の維持

管理として、その定期清掃回数を活動指標としている事業も含まれています。また、施

策 31、「交流と平和、男女共同参画の推進」のための８つの事業の１つが、住居表示の

管理であり、住居表示の不定件数や案内板の設置数が活動指標となっています。これら

は個々には当然必要な事業ですが、目的と手段という施策との関係性からの体系立てが

果たして適切なのか、疑問が残ります。 

 また、平成 27 年度の行政評価報告書によれば、施策の今後の方向性に対する評価結

果を「拡充」としたものが 71.9％、「現状維持」としたものが 21.9％であったのに対し、

それらを構成している事務事業の今後のあり方については、「拡充」が 22.7％、「現状

維持」67.3％と、全く逆の結果が示されています。本来であれば、施策と事務事業のあ

り方に対する評価としては相当の因果関係があるはずだと思うのですが、こうした結果

となっていることも不可解です。施策とそれを構成する事務事業の関連性や評価体系に
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おける整理、見直しの実施体制及びこうした課題認識について、区の所見をお聞かせく

ださい。 

 行政評価結果の予算編成への活用について伺います。 

 評価は、それでとどまるのではなく、活用してこそ意味を持つものです。行政評価の

結果を各課において事業の見直しにつなげるほか、次の予算編成に活用することで初め

てＰＤＣＡサイクルが成立し、実効性が高まると考えます。行政評価の結果を予算編成

へと結びつける運用は、現状どのようになっているのでしょうか。また、そのことにつ

いての区の方針や考え方をお聞かせください。 

 評価シートの記載欄についても、１点指摘をさせていただきます。 

 施策と事務事業それぞれのシートには、今後の方向性、今後の進め方について総括的

にコメントを記載する欄が設けられていますが、そのタイトルが「改善・見直しの方向 

中長期」となっています。改善・見直しの方向が「中長期」では、時期が抽象的ではな

いでしょうか。これを「翌年度」としたほうがより具体的な評価、そして改善に結びつ

くと考えますが、区の考えはいかがでしょうか。 

 効率性の評価の観点から、コスト分析について伺います。 

 施策や事務事業は多種多様で、コスト構造も大きく異なります。現状、全ての施策と

事務事業の評価シートに、投資的経費等と委託費に分類された事業費と職員数の配分に

伴う人件費がコスト情報として記載され、それらを足したものが総事業費としてそれぞ

れ記載されています。各施策の総事業に占める人件費の割合が、低いもので４％程度、

高いものでは 53％のものもあります。また、投資的経費でも、これは年度間でばらつ

きが発生するとは思いますが、ゼロのものもあれば、総事業費の７割を超えている施策

もあります。労働集約的、資本集約的、あるいは金銭を主要な手段とする資金集約的等々、

さまざまであります。それぞれの活動のコスト情報は正確に把握する必要があり、それ

には、冒頭でも述べたとおり、フルコスト、すなわち減価償却費や退職給付費用、起債

に伴う金利等、見えなくとも実際は発生しているコストを含めるべきであると考えます。

管理会計の意味からの公会計情報の活用であります。 

 先日、公会計情報の行政評価への活用に先進的な取り組みを行っている町田市を訪れ、

詳しくお話を伺いました。同市では、課別事業別の行政評価シートにそれぞれ細かく分

けた財務諸表を掲載し、ストックやフルコストの情報を提供しています。それを行政評

価の非財務情報と交えて分析し、マネジメント上の課題を明らかにする試みを行ってい

ます。また、先日、総務財政委員会で視察に伺った大阪府吹田市も、同様の取り組みを
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進めています。ともに詳細な情報インフラを整備し、議会や市民に対する説明責任に徹

する姿勢が大変印象的でありました。 

 ただ、こうした取り組みは、両市で行っているように、日々仕訳を導入し、全職員に

複式簿記の考えが浸透してこそ実効性が発揮されるものと考えます。その意味から、本

区では、まだこれらを導入する環境が整っていないというのが私の率直な感想です。し

かし、将来を見据えて、本区も検討を進めていただきたいと思います。公会計情報と行

政評価とを組み合わせることで、より詳細なコスト分析及び評価が可能になり、有意義

なツールになると考えます。区の考えを伺います。 

 関連して、毎年９月に発行している事業別行政コスト計算書についても伺います。 

 この計算書は行政評価とは連動しておらず、独立した分析です。全てではありません

が、財務諸表からフルコストに近い情報を使用しています。今後、事業別行政コスト計

算書を発展させ、幾つかの財政へ影響が大きい事業、とりわけ同じ事業に複数の運営形

態、コスト構造が存在するものなどは、行政評価との関係性を持たせた上で、区政経営

報告書に分析結果を掲載することも有益ではないかと考えます。区の所見を伺います。 

 外部評価について伺います。 

 区では、専門的知見を有する第三者の立場から、５人の学識経験者から成る杉並区外

部評価委員会において、外部評価を実施しています。行政評価の客観性を高め、制度の

充実を図ることを目的としたものです。 

 同委員会では、毎年６つの施策と、施策を構成しない２つの事務事業を選定し、さら

には、区が財政的な支援などを行っている団体の経営状況とあわせて評価を行っていま

す。所管課とのヒアリングや、施策担当の課長及び関係課職員との意見交換なども評価

プロセスに組み込まれています。指標の適切性、費用対効果や評価の視点、また、改善

見直しに当たり留意すべき視点が押さえられているかといった観点から、さらには記載

内容がわかりやすくなっているかなど、評価制度そのものに対する評価を受けています。

鋭く、時には忌憚のない意見もいただいており、区にとって大変価値があるものと思い

ます。 

 外部評価報告書には、外部評価に対する所管の対処方針として、いただいた指摘、意

見に対しての区側の考えも明らかにしており、意見を受けっ放しで終わっていないとこ

ろは評価できます。しかし、中には意見の交換にとどまり、実際の改善に至っていない

ものもあるようです。外部評価の活用について、区はどういう改善が必要と認識してい

るのでしょうか、所見を伺います。 
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 評価結果の公表方法について伺います。 

 先日、本区の外部評価委員を経験された方にお話を伺いました。杉並区民でもあるそ

の方は、外部評価委員の活動を通して、区の職員が矜持を持って誠実に日常の業務に取

り組んでいることがよく理解できた、また、区が実施する事業や議会での質問なども身

近に感じるようになったと語っておられました。外部評価については、区民サービスの

直接の受け手である、より多くの区民の評価への参画、あるいは意見が反映される形が

本来であれば理想であると思います。多くの方々に区の実情をよく理解していただくこ

とは、区政運営にとって大切であると考えるからです。 

 しかし、行政評価の公表方法は、各図書館に分厚いファイルが並べられているほか、

ホームページ上で大量のＰＤＦシートが張りつけられているだけであります。私自身の

肌感覚から、制度の認知度は余り高くないと思います。行政評価の結果あるいは制度自

体がどの程度区民に普及しているのか。また周知方法で改善するべき点は何か、所見を

伺います。 

 回答が限定されたり、バイアスがかかったりする可能性はあるものの、アンケート結

果を評価へ組み込む仕組みなども検討の余地があるかもしれません。 

 これまでるる課題の指摘などを行わせていただきましたが、実態としては、行政評価

の形骸化、制度自体の目的化といった状況に陥るおそれも一部あるのではないかとの印

象を受けています。また、その背景として、行政評価実施に伴う現場での作業負担感も

課題の１つであると思います。しかし、冒頭述べたとおり、時代に即して変化に対応す

る福祉の増進と効率性の向上への飽くなき挑戦は、これからも継続していくべき区の責

務であります。評価のあり方について、現場の作業負担の軽減に配慮するとともに、目

的や利用者に応じて適用範囲や対象を限定した評価制度を導入したり、単発の評価をそ

の都度実施したりするなど、柔軟性を持たせ、多様化を図るといったことも必要かもし

れません。 

 最後に、行政評価の今後の展開について区の考えをお聞きして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

 

 

○副議長（川原口宏之議員） 理事者の答弁を求めます。 

 区長。 

      〔区長（田中 良）登壇〕 
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◎区長（田中良） 私からは、中村康弘議員の御質問のうち、行政評価の総括的な評価

及び今後の展開についての御質問にお答え申し上げます。 

 区が区民の信託に応えて区政運営を行っていく上で、区が実施している事業の状況、

成果等を客観的に把握、評価し、改善すべき点は改善していくというＰＤＣＡサイクル

をしっかりと構築していくことが非常に重要であると認識をいたしております。そのた

めのツールとして行政評価は大変有効でございまして、区では平成 11 年度から実施を

してきたところでございます。 

 行政評価制度を導入したことによりまして、第１に、行政活動のコストや成果を定量

的に把握し、評価・検証する取り組みが区政運営のマネジメントサイクルの一環として

定着をしたこと。第２に、評価に携わることで、職員のコスト意識や成果を重視する意

識が向上したこと。第３に、区の活動状況に関する区民への説明責任を果たすことに役

立っていることなどの成果が得られたものと評価をしております。 

 今後の区政を展望しますと、少子高齢化の進展に伴う福祉施策のさらなる充実や、首

都直下地震などの大規模災害に備えた耐震・不燃化促進、また老朽化に伴う区立施設の

更新などの行政需要が拡大し、財政運営も厳しさを増すということが想定をされており

ます。そうした中で必要な行政サービスを安定的、持続的に提供していくためには、よ

り効率的な行政運営を追求していく必要がございまして、今後、予算編成へのより一層

の活用や、公会計情報とのリンクなど、行政評価のさらなる有効活用に向けて検討を進

めてまいりたいと考えております。 

 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁いたさせます。 

 

 

○副議長（川原口宏之議員） 政策経営部長。 

      〔政策経営部長（白垣 学）登壇〕 

 

 

◎政策経営部長（白垣学） 私からは、行政評価に関する残りの御質問にお答えをいた

します。 

 まず、行政評価の目的が年を経て変化してきているのではないかというお尋ねでござ
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いますが、施策や事務事業を定量的に評価し、改善に結びつけ、効率的な行政運営を実

現するという行政評価の本質的な目的は、変わることがないものと認識してございます。

ただし、平成 24 年度に基本構想及び総合計画を策定した後は、行政評価を用いて計画

の進捗状況、達成度を把握することに重きを置いたことで、説明責任を果たし、区政の

透明性を確保するという側面が、それ以前よりも強まったというふうに捉えてございま

す。 

 次に、指標や評価体系の整理、見直しの実施体制及び課題認識に関するお尋ねについ

てお答えいたします。 

 行政評価の実施に当たっては、事務事業の活動指標の実績が成果指標の達成へとつな

がり、事務事業の成果指標の実績が施策の成果指標の達成につながるという論理的な因

果関係がしっかりと構築されることが重要と認識してございます。また、施策を構成す

る事務事業が妥当であり、評価体系が適切であるかを常に検証することも重要と捉えて

ございます。 

 そのため、区では、事務事業の活動指標や成果指標につきましては、毎年度必要に応

じて見直しを行い、施策体系と施策評価の成果指標につきましては、総合計画の改定時

に見直すこととしてございます。施策や事業によっては、区が実施している事業だけで

成果をはかることが困難であるなどの課題はございますが、評価前に実施している職員

への説明会において、指標の設定や施策と事務事業の関連づけ等の説明を行うとともに、

評価表作成後は、外部評価委員会の委員の皆さんの御意見なども踏まえながら、行政管

理担当と各所管の調整を行うことにより、適切な見直しを行ってございます。今後とも

引き続き、より適切な指標の設定等の追求に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、行政評価の結果を予算編成に結びつける運用に関する御質問にお答えをいたし

ます。 

 行政評価を実施する上で最も重要なことは、評価を事業の見直しにつなげ、予算に適

切に反映していくことであると考えております。実際の運用といたしましては、議員も

御指摘のとおり、平成 20 年度から、予算事務事業と事務事業評価の単位を可能な限り

一致させ、決算と行政評価を一体的に行えるよう環境を整えました。その上で、評価実

施と予算編成との間に１年のブランクはございますが、評価結果を各所管において予算

要求の基礎資料とするとともに、予算査定におきましても、評価に係る内容のヒアリン

グに活用いたしまして、査定の資料としても活用しているところでございます。 

 また、関連して、事務事業評価表の見直しに関するお尋ねがございました。 
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 議員御指摘のように、評価表の「改善・見直しの方向 中長期」という表現は抽象的

であり、評価者がどの時点を想定して評価をすればよいのかわかりにくいという課題が

ございます。評価結果を直近の予算編成に、より活用しやすくなるという視点が重要で

ありまして、職員がこれまで以上に予算編成を意識して評価できるというメリットも考

えられますので、来年度に向けましては、議員御指摘のとおり、「中長期」というとこ

ろを「翌年度」に変更する方向で評価表の見直しを検討しているところでございます。 

 次に、公会計情報と行政評価との組み合わせに関するお尋ねにお答えをいたします。 

 区といたしましても、公会計制度における財務諸表は、効率的な行政運営を進めるた

めに不可欠なツールであると認識しているところでございます。ただし、公会計情報と

行政評価をさらに有効に結びつけるためには、現行の行政評価における事務事業の見直

しや財務諸表における事業別の歳入歳出、資産、負債の適切な仕訳など、幾つかの課題

の解決が必要と捉えており、この点の検討を鋭意進めていく考えでございます。 

 事業別コスト計算書に関し、同じ事業で複数の運営形態となっているものなどは、行

政評価との関係性を持たせて、区政経営報告書への掲載をすべきとの御提案がございま

した。 

 現在、当区の事務事業評価の評価単位である予算事務事業は、その規模が大小さまざ

までありまして、詳細なコスト分析が難しくなっており、これは公会計システムを活用

したとしても、予算事業をさらに細分化して仕訳を行わない限り、同一事業の運営形態

別といった分析は難しいものと考えております。当面、新たな公会計システムにおいて

も、決算額確定後に仕訳作業を開始いたしますので、分析結果を含め、区政経営報告書

に掲載することは、スケジュール的にも厳しい状況にございます。 

 しかしながら、御指摘いただきましたとおり、同一の事業について複数の運営形態、

コスト構造が存在するものについては、コスト計算を意識した分析を行うことによって、

より有効な事業執行へつながるものと考えられます。今後は、行政評価に関しましても、

新たな公会計によるコスト計算をより意識し、より財務的な分析を踏まえたものとなる

よう検討を進めてまいりたいと存じます。 

 次に、外部評価の活用に関するお尋ねにお答えいたします。 

 本区では、平成 14 年度から、学識経験者等の５名の委員で構成する外部評価委員会

による外部評価を実施しており、専門的な見地と客観的な視点から忌憚のない御指摘を

いただいており、大変貴重なものと受けとめてございます。この外部評価をより一層生

かしていくために、平成 25 年度以降は所管課ヒアリングも取り入れております。外部
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評価委員と所管課職員が直接やりとりできる場を設けたことで、外部評価委員の施策や

事務事業に対するより深い理解と、所管課職員の評価に対する意識、技術の向上につな

がっているものと考えております。 

 ただし、全ての施策、事務事業の外部評価を短いスパンで実施できるわけではござい

ませんので、評価対象とならなかった所管課においても、職員への説明会や研修などを

通して、外部評価から得られた貴重なノウハウを還元してまいりたいと考えてございま

す。 

 最後になりますが、行政評価の区民への周知に関するお尋ねにお答えいたします。 

 現在、行政評価の結果につきましては、区政経営報告書と区のホームページで区民の

皆様にお伝えしておりますが、御指摘のように、必ずしも認知度が高いとは言えない状

況にあると認識してございます。 

 今後につきましては、行政評価制度自体を直接さまざまな方法で周知することに加え

まして、行政評価を活用した個別事業の進捗状況や成果の周知などを通して、区民の認

知度や関心をより一層高められるよう工夫をしてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 


