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２１世紀にふさわしい学校教育とは 

～知識基盤社会の見地から教育の情報化を論ぜよ～ 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 蛯子 准吏 

 

教育の情報化の議論が活発化している。その背景として、情報技術の発達により、動画等を活

用した分かりやすく理解を深める教材を、安価に提供できるようになったことがあげられるが、

より本質的な変化として、知識が社会・経済の発展を左右する「知識基盤社会

（Knowledge-based-society）」の時代が本格的に到来し、人材育成の中心的な存在である学校教

育の現場においても、時代の変化に対応した新たな教育のあり方を検討する時期を迎えているこ

とがあげられる。 

知識基盤社会においては、「知」の力が活力の源泉となる。このような社会においては、「知」

を表現し伝達する「情報」がより重要な役割を果たす。情報活用のあり方を劇的に変革し続けて

いる情報技術の発展は、時間的・空間的な制約に限定されない国境を越えた知識の伝播・移動を

加速させ、社会の仕組みそのものを大きく変化させている。従前は、情報技術の活用は、情報共

有や業務の効率性向上を主な目的としていたが、近年、例えば、電子書籍の登場により活字メデ

ィアのあり方が変わるなど、経済活動や社会の仕組みそのものを大きく変革させており、経済社

会における存在感をより高めるとともに情報漏洩をはじめとしたセキュリティ等の新たな脅威

を発生させている。    

経済協力開発機構（OECD）では、「知識基盤社会」の時代を担う子どもたちに必要な生活の

中で生きていく能力を「主要能力（キーコンピテンシー）」と位置付け、社会変化に対応できる

能力を身に付けることが重要であるとしている。全ての子どもが自立して社会で生きていくため

の「知」を備えるとともに、「知」の活用により社会を支え、発展させ、国際社会をリードする

人材を育成する教育が求められている。必要な情報を収集し整理・分析した上で新たな価値を創

造し発信・伝達する能力、情報の観点から社会の仕組みを構造的に捉え正しく理解した上で情報

を活用する能力、情報技術の持つ特性を正しく理解し新たな価値を創造する能力といった、一連

の知に係る活動を実践できる能力を身に付けることは、知識基盤社会で生きるための不可欠な能

力であり、全ての子どもたちがこれらの能力を習得できる 21 世紀にふさわしい学校教育を実現

することが求められる。 

知識基盤社会への転換、情報化社会の進展は、国際的な潮流であり避けることはできない。我

が国の将来を担う子どもたちが、このような社会で「生きる力」を身に付けるための教育を提供

することは、現役世代の責務であろう。極めて厳しい財政状況を鑑み、限られた財源を有効に使

うことは言うまでもないが、知識基盤社会に対応した教育の実現は、我が国の持続的発展に向け、

中長期的に取組むべき 重要課題である。知をめぐる国際間競争が激化するなか、我が国に与え

られた時間的猶予は限られている。教育の情報化を表面的に捉えるのではなく、情報技術が社会

構造を大きく変化させている歴史的転換期にあることを正しく理解した上で、子どもたちの「生

きる力」を育成する新たな学校教育の実現にあたって、重要な鍵となる教育の情報化を早期に実

現することが求められる。今後の政府の取組みに期待したい。 

 

羅羅針針盤盤  
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2010 年回顧 ～地方行財政の政策分岐点～ 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

地方行財政にとって 2010 年は混沌の年となった。2009 年夏に民主党政権が誕生して１年強、

政策面では混沌状態が続いている。混沌とは、将来、どう変わるか見通しがつかない状態であり、

それ自体悪い状況と決めつけることはできない。民主党への政権交代に伴う政策、制度の見直し

が生みだした状態であり、混沌の後に新たな秩序を持った地方行財政の形態を生みだす可能性も

秘められているからである。しかし、混沌状態が長期化すれば明らかに次に迎える実態は混乱と

なる。2011 年は統一地方選の年であり、衆参の捻じれ現象に加え国と地方の政治が如何なる関

係になるか今後の日本の経済社会に大きな影響を与える。その 2011 年を迎えるにあたって、2010

年の地方行財政に影響を与えた重要事項を振り返えりつつ、2011 年以降の地方行財政について

展望することにしたい。 

２．地域主権政策の停滞 

2010 年、まず指摘できるのが地域主権政策の停滞である。自民党時代の地方分権を地域主権

と呼び変える中で 2010 年３月に終了した地方分権改革推進委員会の勧告をベースに実質的に取

り組みを進めてきたものの地域主権の抜本的課題である税源移譲、国と地方の投網上の関与の見

直し、そして立法分権において も重要となる国と地方を通じた議会改革に関しては全くといっ

て良いほど進んでいない。 

補助金の交付金化政策は、紐付きの補助金を地方自治体の自由度を高めて活用できるようにす

る制度改革であり地方分権の第一歩である。しかし、あくまでも 終的な課題は税源移譲であり

交付金は国の財政の配分に過ぎない。もちろん、麻生政権から本格化した交付金政策の拡大は、

各地方自治体が必要性を認めながらも財源不足から遅延堆積してきた公共工事等を実現させて

いる。しかし、同時に交付金の拡大が地方自治体の財政規律、効率化への努力を緩める反作用要

因を生みだしていることに加え、新たな政策展開への企画時間等が不足していることから結果と

して十分な詰めがないまま従来同様の支出に結び付きやすくなっていることも指摘せざるを得

ない。また、交付金化政策をより充実した成果に結び付けるためには、国が地方にもたらしてい

る投網的関与を取り除くと同時に、官民関係の規制改革を進めることが不可欠となる。 

地域主権政策の停滞は、地方分権の大きな流れをとん挫させるだけでなく、水面下で中央集権

体質を強める逆機能を生みだしている。民主党政権による政治主導による官僚体質の改革は、継

続的テーマである。しかし、そのことは官僚組織の排除を意味するのではなく、官僚組織全体を

政治がガバナンスできる体質を政治自身が生みだす政治改革を意味する。この１年間、事業仕分

け等の取り組みで行財政の透明性が高まった一方で、政治の視野が一部の細かな点に集中し政策

の大きな方向性とそれを実現するための選択肢の提示が希薄化したことは指摘せざるを得ない。

いわゆる政策の樹の全体像とそれを支える幹としての理念の希薄化である。政治の目が届かずガ

バナンスが希薄化した部分では、官僚主導の政策展開が強まっている。たとえば、市町村で積極 

政政策策論論説説  
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的に新たな政策展開に取り組む際には、政党や都道府県を経由せず霞が関と直接協議し実現に結

び付けていく流れが太くなっている。そのことは、都道府県のあり方を問いかけると同時に税源、

権限移譲が進まない中で中央集権体質をさらに強める要因ともなる。地域主権を進めるには、規

制改革を含め民主党自体の透明性ある政策形成プロセスの確立が不可欠である。 

３．交付金制度の拡大 

すでに整理したように、紐付きの補助金を地方自治体が自由に活用できる交付金に転換する補

助金の交付金化は地方自治体の自律性を高めるため必要な方向性である。しかし、以下の点には

留意すべきである。予算補助金の交付金化だけでは、実質的な地方自治体の自律度は拡大しない。

国と地方自治体の関係は財源の流れだけでなく法令や人的資源、許認可等規律密度の関係などに

より投網状態にある。投網のひとつが財政面でたとえ解かれたとしても多くのその他の網目が残

されたままであれば地方自治体の自律度は進化せず、逆に残された網目が強くなり見えづらい中

央集権化が効率的に進む原因ともなる。逆選択という言葉がある。補助金の交付金化により地方

自治体の自律度が増したように見えても、選べる選択肢は財政領域以外から投網的に国が限定化

し実質的に国の定めた限られた選択肢の中から地方自治体が選んでいる実態に過ぎないことを

意味する。こうした実態の存在は、見えづらい中央集権化を進めることになる。一方で地方自治

体側の問題もある。交付金化されても従来同様の使途を漠然と続ければ、施設の維持管理、政策

の既得権的維持等後年の負担は地方自治体側に重くのしかかる。交付金化政策を通じて長期計画

の積極的な見直しを通じた地域への既存の資源配分の再構築を自ら行うことが必要となる。 

４．損失補償に対する東京高裁判決 

2010 年８月 30 日、東京高裁判決（平成 21 年（行コ）第 298 号）の損失補償契約違法判決は

今後の第三セクター運営に影響を与え始めている。同判決は、財政援助制限法と比較しても損失

補償契約が地方自治体の実質的な責任が大きいとする。損失補償契約は地方自治体にとって付従

性や補充性がないばかりか,当然には求償や代位ができないため,かえって保証債務よりも責任が

過重になる。それにもかかわらず,財政援助制限法３条の規制が及ばないと解するならば,地方自

治体が他の法人の債務を保証して不確定な債務を負うことを防止しその財政の健全化を図ると

いう同条の趣旨が失われることになる。したがって,損失補償契約の中でも,その契約の内容が,主

債務者に対する執行不能等現実に回収が望めないことを要件とすることなく,一定期間の履行遅

滞が発生したときには損失が発生したとして責任を負うという内容の場合には,同条が類推適用

されその規制が及ぶと解するのが相当であるとしたのである。 

本判決内容は上告されており確定していないこと、従来の判決は損失補償契約の適法性について

意見が分かれていることなどの要因はあるものの、こうした損失補償契約に対する問題提起は、

同契約によって第三セクターが抱える本質的問題を先送りしてきた地方自治体にとっては大き

な影響を与え始めている。金融機関側から損失補償契約だけで第三セクターへの融資を続けるこ

とが難しくなり、地方自治体本体に事業を移すことなどを求める実態もいくつかの地方自治体で

生じている。財政健全化法の将来負担比率との関係も含め、地方自治体の第三セクター等出資団

体のあり方に大きな見直しを迫るものとなっている。 



 

 

4                       政策研究 2010 No.８ 

 

５．2011 年統一地方選後の課題 

政治の流動性が高まる中で統一地方選に向けて与野党を問わず財政膨張型の政策展開が大き

な流れとならざるを得ない。こうした中で地域主権の流れは追加資源投資が潤沢であった右肩上

がりの時代と異なり、何に新たに投資するかの自律度だけでなく何を止めるかを自ら決定し財政

規律を確立し実施することに関しての自律度の確保も意味する。地域活性化のためには過去から

先送りしてきた課題の整理・再生に取り組み地方行財政の負担を軽減し機動性を回復する選択肢

が重要であり、地方自治体が負の資産を処理するための交付金等の活用の自由度拡大も必要とな

る。 
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カオスの中の体質改革の診断 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

少子高齢化、グローバル化が地域に直接影響を与える時代となり、それに対応するため地方自

治体の政策そして組織の体質改革は喫緊の課題となっている。しかし、事業仕分け等の取り組み

にも見られるように、個別事業の是非の議論が必ずしも政策体系全体や行政組織の体質改革に結

び付いているとは言えない状況がある。こうした状況をもたらす原因のひとつは個別事業の表面

上の事象に囚われ、一見別々と受け止められる各事象間に潜んでいる共通の病巣を診断すること

を怠っていることにある。外見は異なるものの中から共通点を見つけ出し対処するすなわち「カ

オスへの認識と対処」によって、はじめて持続的体質改革が可能となる。カオスの中に潜む共通

点の発掘の診断表として 7 つのエスカレーションを上げることができる。個別事象の問題点を生

みだした主因が以下の 7 つのエスカレーションのどれに依拠しているかまず診断し、そのエスカ

レーション構造を生んでいる政策形成プロセスや組織構造の見直しに結び付けていくことであ

る。これにより、認識した事象だけでなく共通点を同じくする課題を改善することが可能となる。

7 つのエスカレーションとは以下の通りである。 

①行動エスカレーション 

行動エスカレーションとは、一度ある行動を選択実施するとその後の環境変化に関係なく、当

初に選択した通りの方法と内容のまま進行していくバイアスを意味する。行政が一度策定した計

画をなかなか変更しない、一度始めた大型工事もなかなか止められないなどが典型的な事例とな

る。この背景には、環境が大きく変化しても既に始めている行動の方針や内容を変えることは、

投入済みの労働、時間、コスト等を埋没させることになるため選択できず当初の資源配分を予定

通り継続することに正当性を根拠づけてしまう。一度行った選択の結果で構成された利害関係の

構図の変更には大きなパワーが必要となるほか、政策の失敗の公認を回避するといういわゆるイ

メージ管理的考え方が優先していることによる。その結果、選択した政策の決定内容とは異なる

環境変化を示す情報等に対しては目をつぶる証拠確認の罠といわれる現象を生じやする。今まで

やってきたから、前例になっている等前例踏襲主義の考え方も行動エスカレーションの一形態と

いえる。 

②規模の大きさのエスカレーション 

規模の大きさのエスカレーションとは、限られた資源を配分する公共政策の場合に、自分が得

る資源の大きさに注力し取り合いを中心とする政策バイアスを意味する。限られた資源を単純に

量によって配分するのではなく、資源配分の条件や優先順位等の違いを見出して条件を反映した

優先順位を組み込む複合的配分をすることで社会的利益を全体として拡大する取り組みが必要

となる。しかし、単純な規模の大きさを重視する規模の大きさのエスカレーションバイアスが存

在すると複合的配分の選択肢を選ぶことができなる。とくに右肩上がりの経済社会環境、増分主

義の体質にある組織では以上の傾向が一層深刻化する。 

政政策策シシググナナルル  
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③アンカリングエスカレーション  

アンカリングエスカレーションとは、 初に認識した環境や条件に囚われやすいことを意味す

る。人間関係でも第一印象に囚われやすいのと同様に公共政策においても 初に認識した環境や

条件に引きずられてしまい、環境変化等が生じているにも関わらずその認識ができず、あるいは

認識できても大きな時間を費やさざるを得ない状況となる。 

④フレミングエスカレーション 

フレミングエスカレーションは、公共政策を巡る利害関係の調整において自らの利害に好意的

なフレミング、すなわち枠組みを認識するとそこに固執し適切な判断ができなくなることを意味

する。当初から好意的な枠組みに対しては、環境変化等によってその位置づけが変わることへの

認識が遅れやすい。 

⑤情報エスカレーション 

情報エスカレーションは、記憶の中で再生しやすい情報、固定化した検索形態にフィットしや

すい情報、照射されやすい情報等すぐに手に入りやすい情報は、必ずしも他者にも入手しやすい

とは限らない。このため入手しやすい情報、分かりやすい情報は記憶の中で再生しやすい等自ら

の思い込みを反映していることが多く情報によるエスカレーションが生じやすい。  

⑥勝者エスカレーション 

勝者エスカレーションは、政策議論を展開する中でよりよい結論を求めるという姿勢が薄れ相

手に勝つことが中心となり、勝つことで満足感を得てしますエスカレーションを意味する。この

エスカレーションは、よりよい結論を求めることがいつの間にか勝つことに変質した結果生じる。

代表的な例がオークションである。より良い物を購入することが目的だったものがいつの間にか

競り合う相手に勝つことが目的となり、自分の満足感が得られる価格よりも高い価格で購入して

しまう実態である。 

⑦自己過信エスカレーション 

以上のエスカレーションが複合的に生じると個人、組織に関係なく自己過信エスカレーション

が起動し、非合理な判断を政策議論の中で展開することになる。自己過信エスカレーションが起

動すると、楽観主義や優越性に関する幻想のエスカレーションが深刻化し、公共政策に関する適

切な議論を積み重ねることが困難となる。そのことは反面で経済社会のリスクを高める要因とも

なる。  

具体的事象の問題が以上のどのエスカレーションを主因に生じているかを判断することが診

断である。診断に関して注意すべきは、診断自体は仮説設定であるという認識を明確にすること

である。仮説設定自体は、正誤問題とは関係なく体質改革において改善すべき病巣を掘り起こす

ための第一歩に過ぎない。すなわち、体質改革議論を構造化するための手段であり、設定された

当初仮説は必要に応じて修正されるべき位置づけにある。当初仮説を固守することになれば、そ

れ自体がアンカリングエスカレーションに陥ることなる。一方で、仮説設定しないことは議論で

はなく単に悩む続ける実態を生みだす。各エスカレーションを生みだしている組織の要因は何か

を検証して行くことが、組織体質の改善を通じて広範な個別事象の改善に結び付いていくことに

なる。 



 

 

政策研究 2010 No.８                       7 

 
 

外貨準備に見るアジア経済の力 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

国際的な政策展開、そして国際金融市場で中国をはじめとしたアジア新興国の影響力がより大

きくなっている。その背景のひとつには、外貨準備高の増加と米国債への資金運用の拡大がある。

2009 年央の外貨準備高を見ると BRICs 諸国が世界の外貨準備全体に占める割合は 46%であり、

先進国も含めた非 BRICs の比率とほぼ同様となっている。とくに、上位 10 カ国中、日本を含む

アジア諸国が全体に占める割合が 60%を超えており、日本を除いても約半分を占めるに至ってい

る。外貨準備高の増加は、輸出が拡大しアジア地域が世界経済の核となっていることを意味して

おり、今後、元通貨を中心としたアジア新興国通貨の市場性確保と為替レート水準の是正を含め

た国際通貨制度の再構築が重要な課題となる。その中でアジアの自由貿易圏形成も 21 世紀の世

界経済そして日本経済を大きく左右する 

外貨準備等を通じた米国債の保有高は中国をトップに日本、英国の順となっており、BRICs

が米国債保有全体に占める割合は 32%程度となっている。外貨準備に比べると BRICs そしてア

ジア諸国の全体に占める割合は小さいものの従来に比べると比率は急速に高まっており、米国債

の約半分はアジア諸国で保有されるに至っている。こうした傾向は、各種国際機関への BRICs

やアジア諸国の出資割合引き上げにも及んでおり、国際政策面でのアジア新興国の影響力は着実

に高まっている。 

一方で、外貨準備の高まりは自国通貨供給量を増加させ中国、インド等新興国の国内インフレ

圧力を高める要因となっている。インフレ圧力が高まりバブル化、そしてバブル崩壊の道筋を辿

れば 21 世紀の国際経済に与える影響は甚大となる。このため、国内市場の経済金融政策のかじ

取りが重要となる。 

以上の経済政治面での存在感の高まりに対して、新興国通貨の流動性や価値が相対的に低いこ

とが国際経済の歪みを生じさせており、この是正が 2010 年代の日本経済、円相場にも構造的な

影響を与えることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）IMF 資料等より作成（2009 年 6 月値） 

図 外貨準備高と米国債の推移 

アアジジアアリリンンクク  
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行政評価における１次評価（事業所管評価）のあり方 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 藤田 優子 

 

１.１次評価の位置づけ 

行政評価は、庁内の職員・組織が実施する内部評価と、有識者等第三者が実施する外部

評価に大きく分かれる。さらに、内部評価は、事業の所管部門が実施する評価（以下、「１

次評価」）と、行政幹部や事業の所管部門外の管理職員・組織が実施する評価（以下、「２

次評価」）に分かれているケースが多い。 

「１次評価」は、事業所管部門が、自ら事務事業の執行状況や成果を整理し、問題点・

課題を明らかにした上で、改善策を検討し、予算や人員の配置等今後の事業の方向性を評

価結果として示すものである。「１次評価」の後に、「２次評価」や「外部評価」を実施す

ることで、評価結果の客観性や透明性の確保等を担保している自治体が多い。 

総務省によると、行政評価を導入している自治体は、平成 21 年 10 月 1 日現在、都道府

県・市区町村において、50.6％（932 団体）にのぼり、導入団体数は着実に増加している。

一方で、行政評価の制度が形骸化し、うまく PDCA サイクルが回っていない団体が多くあ

る。この要因は、事業所管部門が自ら改善・改革を考える機会を持たないことから実際の

仕事の改善・改革につながらなかったり、評価シートの作成担当者等の一部の職員に負担

が集中したりと、「１次評価」段階に課題があると考える。 

これらを解消すべく、行政評価の 初の評価段階であり、行政評価の出発点である「１

次評価」のよりよいあり方を整理する。 

２．１次評価の課題 

(ア) 事業所管部門が自ら改善・改革を考える仕掛けづくり 

「１次評価」は、実施した事業を自課・係が評価する自己評価であるため、自身に都合

がよい評価結果を導いたり、行政サービスの直接の受益者である住民や団体等に日々接す

ることから、既存事業の要件や内容の縮小方向の見直しを自ら切り出すことが困難な状況

であることは否めない。 

また、「事務事業」評価であっても、評価対象となる「事務事業」だけを評価するだけで

は不十分であり、その上位にある施策や同じ施策配下にある事務事業の執行状況・成果、

課や部局を超えた事務事業の実施状況等も含めて、課題の明確化や改善・改革の方向性を

導くことが求められる。 

これらの課題に対しては、「２次評価」や「外部評価」の実施により、評価結果や改善策

の軌道修正は可能である。しかし、軌道修正されたところで、実際に改善・改革を進める

のは、事業所管部門が中心となるため、｢２次評価｣や「外部評価」の結果による受動的な

改善・改革では、モチベーションも高まらず、機動力に乏しいと思われる。やはり、事業

所管部門が自ら改善・改革を考える機会を持つことで、主観的に改善・改革を行うように 

事事例例紹紹介介  
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仕向けていくような仕掛けづくりが必要である。 

(イ) 一部の職員に負担を強いることのない手法の確立 

現在、行政評価を導入している多くの自治体では、事務事業等の「評価シートの作成」

＝「１次評価」となっており、先に述べたとおり、評価シートの作成者である、事業担当

者や事業の所管課長・係長等一部の職員に負担を強いている状況にある。また、評価シー

トの作成者の文章力によって、評価シートの出来や評価結果が左右されたり、偏った考え

の下、１次評価結果が出されることも懸念される。例えば、事業所管の係長が一人で評価

シートを作成することにより、事業担当者が直面している問題点・課題が明るみに出ず隠

れてしまい、それにより、誤った評価結果が導かれる恐れがある。 

「１次評価」の 終承認者を、評価シート作成者ではない、所管課長や所管部長等を設

定したり、「２次評価」を行うことによって、評価結果や改善策の軌道修正は可能な面もあ

るが、やはり評価シートの作成段階で、本来、明るみに出すべき問題点や課題を出せるよ

うな手法の確立が必要である。 

３．ファシリテーターの介在による１次評価（A市事例） 

前項の課題（ア）（イ）を踏まえ、富士通総研が支援している A 市の事例を紹介する。 

A 市では、行政評価（事務事業評価）における「１次評価」で、ファシリテーターを介

在させた評価としている。ファシリテーターとは、一般的に、「議論の参加者の心の動きや

状況を見ながら、実際にプログラムを進行して行く人」のことだが、A 市では、各係長を

設定している。ファシリテーターの媒介により、議論が活性化され、参加者（A 市では係

員）の学びが促進され、体験したことを改善等の次のステップへと結びつけることが容易

となる、と言われており、自らが改善・改革を進めていくという意識醸成にも効果的であ

る。 

(ウ) A 市の「１次評価」の概要 

 平成 21 年度に行政評価（事務事業評価）を試行導入（平成 22 年度から本格実施） 

 問題点・課題が大きく改善・改革が必要である事務事業の特徴を示した基準を提示し、

それを参考に各係で 1 事業を選定（必要に応じて事務局と協議）【法定受託事務等を除

いた、市で改善・改革の裁量余地の高い事務事業を今後 4 年間で評価予定】 

 「１次評価」段階で、各係長がファシリテーターとなり、係員全員で事務事業の経緯、

成果等事業の執行状況、問題点・課題、改善策、今後の方向性等の各事項の検討をグ

ループワークとして取り組み、その結果を評価シートである「事業マネジメントシー

ト」に記入 

 各事項の検討にあたっては、職場で行政評価を進めるための手引書｢行政評価職場マニ

ュアル｣（ファシリテーターの心構え、グループワークの進め方、各事項の検討時間の

配分、準備するもの、成果物等を記載）に従い実施 

 各係長はファシリテーター研修（ワークショップ型研修）を受講することにより、フ

ァシリテーションスキルを獲得 
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(エ) A 市の「１次評価」のポイント（筆者の見解） 

 事業所管部門の職員一人ひとりの意見を反映し、合議のもと、「１次評価」の結果を導

くことができる 

 一部の職員に負担を強いることなく、事業所管部門の全職員の協力により、「１次評価」

が実施できる 

 作成した「事業マネジメントシート」は、行政評価だけでなく、総合計画（実施計画）

事業調書、予算調書、議会説明用調書等の多目的なシートとしての活用を前提として

おり、従来、様々な資料を作成していた職員の負担軽減につなげるとともに、行政活

動を把握するための基礎資料として活用できる（行政評価のための評価シート作成に

留まらない） 

 各係長がファシリテータースキルを確保することにより、マネジメントスキルの向上

にもつながる 

 ファシリテーターは答えを教える立場ではなく、会話や質問を通じて、相手の答えを

引き出すことが役割であるため、参加者である係員に対して、自ら問題点・課題や改

善策等を考えさせるように仕向け、改善に向けた行動に移すことを促進することがで

きる（上からの押し付けではなく、ボトムアップで自ら考えるように仕向けることが

できる） 

４．おわりに 

行政評価の導入にあたっては、各事務事業を点検・評価することが目的ではないという

ことが重要なポイントである。あくまで、これは手段であって、PDCA サイクルに沿い、

取り組みを通じて出された結果を予算や計画などへ反映し、よりよい行政経営を継続的に

行う行政評価制度を構築することが真の目的である。 

行政評価の継続的な推進においては、この真の目的を理解し、改善・改革を断行できる

組織づくりが も重要であり、如何に、事業所管部門が前向きに取り組めるように誘導す

るかが鍵となる。 

先の事例で紹介した、「ファシリテーターの介在による１次評価」は、事業所管部門が、

所管している事務事業を自ら検証する手段を持つこととなり、改善・改革に対して能動的

かつ自律的な取り組みが期待できる。これにより、庁内に行政経営ツールとして「行政評

価」が定着し、自律的な行政経営・地域経営の実現が可能となるだろう。 


