
ISSN：2187-1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  2016 No.６（2016 年９月号） 
 

 

 

 

 

 

●●レレポポーートト：：政政策策論論説説  地方自治体と条例制定権 

宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：政政策策シシググナナルル  アンケート調査結果の分析力 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：アアジジアアリリンンクク  原油安・金融緩和とアジア政策 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●●レレポポーートト：：事事例例研研究究  RESASの活用普及を機とした地方自治体における 

オープンデータの取組拡大に向けて（２） 

～エビデンスに基づく政策形成の推進によるデータの質・量の向上～ 

今川 世詩子（株式会社富士通総研 公共事業部） 

 



 

 

1 

地方自治体と条例制定権 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

地方自治体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する機能を有し、加えて、法律の範囲内で条

例を制定することができるとする、いわゆる「自治立法権」を憲法第 94 条は定めている。条例は、地方

自治体の自治権に基づいて制定される自主法であり、地方自治を支える基本のひとつである。地域の多様

化が進む中で、規制改革と共に条例制定権を再構築することは、地方創生、地方分権においても不可欠な

課題となる。地方自治体の条例制定権の課題について整理する。 

 

１. 条例と法律の関係 

（１）諸説と判例 

条例制定権をめぐるもっとも基本的な問題点として、法律との関係があげられる。憲法、それを受け

た地方自治法でも条例制定が法律の範囲内で認められていることによる議論である。憲法第 94 条を受

け地方自治法第 14 条では、普通地方公共団体は法令に反しない限りにおいて第２条第２項の事務に関

して条例を定めることができるとしている。このため、憲法で指摘する「法律の範囲」とは、地方自治

法により「法令に違反しない限り」とされていることになる。 

この点に関して諸説としては、①法令によって占有している事項（法令が支配している事項、法令占

有論）は、法律の委任がない限り条例は制定できないとする説、②「①」と同様に法令によって占有し

ている事項は、法律の委任がない限り条例は制定できないことを基本とするものの、占有範囲（法令が

支配している範囲）については、法令が条例による規制を明らかに許容していない場合だけに限定的に

解釈することで、条例の制定権を広く解する説、③地方自治の固有の自治事務を尊重し、固有の自治事

務に関する規制は、ナショナルミニマムの視点から法令事項に関して地方自治体がさらに「上乗せ」（措

置内容の拡充等）や「横出し」（措置対象の拡大等）の条例を定めることを許容する説、④法令を「規

制限度法令」（規制の許容水準範囲を明確にしている法令等）と、「③」と同様のナショナルミニマムと

しての最低基準法令（規制の最低基準のみを明確にしている法令等）に分類し、後者については上乗せ

条例を認める説などがある。 

判例では、「徳島市公安条例事件」（最大判昭 50.9.10）がある。徳島市公安条例では、交通秩序の維

持という遵守事項に違反した者に、道路交通法より厳しい禁固・罰金を科する旨を定めたため、この点

が法令に違反する条例か否かが争点となった事件である。本件で最高裁判所は、条例が法令に違反する

か否かは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、趣旨、目的、内容及び効果を比較し、

両者間に矛盾抵触があるかにより決すべきとした。その上で、①当該事項に関して法令全体としていか

なる規制も行うことなく放置すべき趣旨の場合は、当該事項に関して規律する条例は法令違反、②法令

と条例が特定事項を規律する場合でも、（a）別の目的で規律する意図であり、その適用によって法令の

目的・効果を阻害しない場合、（b）同様の目的でも地方の事情に応じて別段の規制を行うことを認める

趣旨の場合は、条例が法令に反する問題は生じないとしている。 

なお、同様の問題として条例の罰則制定権がある。憲法第 31 条は法律に定める手続きによらなけれ

ば刑罰は科せられないこと、同第 73 条では、政令には法律の委任がある場合を除いては罰則を設ける

ことはできないとしている。この点についても、①条例の実効性担保の面を重視し、法律による委任が

なくても憲法からの直接授権を根拠に条例で罰則を設定可能とする説、②法律による委任は必要なもの

の、地方自治体には地方議会が存在することから、一般的・包括的委任で足りるとする説、③「②」と

同様に考えるものの、法令による委任は相当程度具体的であり限定的であることを求める説がある。従

来の判例は、最後の「③」の限定的法律授権説を基本とする流れにある。 
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（２）条例制定基準 

法令が条例に委任する場合の基準、いわゆる「条例制定基準」は、①従うべき基準、②標準、③参酌

の三類型がある。①従うべき基準（定めるべき基準、遵守すべき基準、適合すべき基準、よるべき基準

も同様）は、条例の内容を直接拘束するものであり、条例は法令の内容に必ず適合しなければならない。

したがって、従うべき基準に従う範囲内で地域の事情に合った条例内容にすることは可能なものの、異

なる内容は許されない。このため、地方自治体は従うべき基準の範囲内の条例であることの説明責任を

負う一方で、法令を定める国としては、従うべき基準を設定することは地方自治の観点から極力限定す

べきであるといえる。これに対して、②標準（準則も同様）は法令により通常従う基準ではあるものの、

合理的理由がある範囲では、法令の内容と異なる内容を条例で定めることが可能とされる。したがって、

法令と異なる内容の条例を定めた地方自治体は、その異なる内容が合理的であることの説明責任を負う

ことになる。これに対して、③参酌すべき基準では、法的効果として地方自治体は条例の制定にあたっ

て、法令の内容を十分に参照して判断するものの、十分に参照した結果であれば地域の事情に合わせて

法令とは異なる内容を定めることを可能とする。「②」と異なる点は、参酌する行為を行ったか否かに

ついての説明責任を負ういわゆる「行為規範」であり、参酌する行為を行わなかった場合には違法とな

る。この参酌基準では、参酌する行為の実施に対する説明責任を果たせば、地方自治体は法令を「上書

きする」ことが可能となる。 

 

（３）権限踰越の原則 

地方自治の本旨は、地域共同体の成員たる住民の意思を国民主権と結びつけることであり、下からの

民主主義の概念が重要となる。民主主義は「上からの民主主義」と「下からの民主主義」に分けること

が可能である。上からの民主主義とは、国家統治、産業国家や福祉国家等の確立のため国が画一的・集

権的に意思決定し、その結果としての制度・政策を地方に適用する形態である。これに対して、下から

の民主主義とは、国家を形成する基盤としての地域ごとの特性、地域住民の意思を優先的に位置づけ、

地方の意思決定を重視し国家統治等を確立する形態である。下からの民主主義は、「権限踰越の原則」

を克服する手段でもある。権限踰越の原則とは、英国で「ウルトラ・バイリーズ」(ultra vires)と呼ば

れる原則であり、条例は一般法と首尾一貫しなければならないこと、当該自治体の権限内のものである

ことなどを求める内容である。これを克服するには、下からの民主主義が不可欠となる。英国では 2011

年に地域主権法が制定され、国土計画、地域計画、開発計画等に対する分権化と住民参加を促進する方

向へ本原則の見直しが進められている。地域の視点から見た場合、上からの民主主義は上からの公共

性・非自発的関係による公共性を生み出す。国の法令、権限、関与、補助金等の行財政を通じて上意下

達的協力関係を義務づける。そこには、法令や予算等で明文化した関係に加え、実社会における暗黙の

権力関係も存在する。上からの公共性・非自発的公共関係は、公共性を担う主体たる国が主導的に明示、

あるいは権力関係のもとで協力関係を形成する考えが基本となる。 

 

２. 法の下の平等 

地方自治体の自主法である条例の多様化を認めることは、地域ごとに一定の行為に対して異なる扱い

を認めることであり、一方で条例と法の下の平等（憲法第 14 条）との関係が論点となる。地方自治体

に自主法を認める以上、一定の違いを認めることは当然に予期するところとなる。判例（最大判昭

33.10.15）では、地方自治体が売春取締に対する条例を設けた結果、罰則に関して地域による異なる扱

いを受けることは法の下の平等に反しないとしている。 
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アンケート調査結果の分析力 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

基礎自治体たる市区町村において、アンケート調査は住民の意識・意向・ニーズ等の地域の特性を把握

する上で非常に重要な手段のひとつである。国や都道府県が実施する通常のマクロ経済データ等では把握

できない情報を得て、地元民間企業等が保有する地域のメッシュ情報と共に、地域特性を活かした内発的

政策を担保する上で重要な資源となる。しかし、そうした重要な情報源であるアンケート調査結果に対す

る分析等が十分に行われている状況にはない。アンケート結果を行政組織の観点から整理し、グラフ化等

によってまとめて公表することはあっても、政策等に反映させる前提となる統計的分析が行われているの

は稀である。 

本来、アンケート実施後の統計的分析を前提として、調査対象・調査項目を設定するのが原則である。

しかし、現実には集計後の分析を意図することは稀であり、担当部局や担当者の主観的感覚によって設問

等が設定されることも少なくない。分析とは、アンケート回答等データを通じて観察した現象を構成して

いる要素に分けることであり、具体的にはアンケート回答について個別回答を整理するだけでなく、個別

回答間の関係について、基礎的統計手法により検証する行為である。主観的ではない統計的分析が必要な

のは、客観性を担保（他との比較可能性の担保）するためである。地域の政策を検討する場合も、自分自

身の地域・自治体だけの情報で行えば、客観性に乏しく政策の有効性は著しく低下する。他の地域と比較

し類似点・相違点等を認識することで、はじめて特性を認識し効果的で付加価値の高い政策を形成するこ

とができる。比較においては共通のものさしが必要であり、それが統計的手法となる。加えて、統計的手

法の習得は、政策を思考する仮説設定においても大前提となる。仮説設定とは、分析によって明確となっ

た構成要素の中で強い因果関係を発掘することであり、政策の前提となる人間行動間にある原因と結果の

関連性を見つけ出すことである。人間行動の間には、①独立=ふたつの人間行動間で一方は変化しても他

方が変化する必然性がない、②相関=ふたつの人間行動間に何らかの影響を及ぼし合う関係がある、③単

純相関関係=ふたつの人間行動間に関係はあるものの原因と結果の関係性がない、④因果関係=ふたつの人

間行動間に、必ず一方が先に生起し他方を生じさせる原因と結果の関係性がある、に分けられる。アンケ

ート調査結果を通じて、住民間に生じている人間行動としての因果関係を見つけ出し、人間行動に働きか

けて新たな構図を生み出すのが政策である。こうした因果関係を見つけ出すことなく、主観的・場当たり

的に政策を思考することは、因果関係がない独立や単純相関の人間行動に働きかけて政策効果を生み出せ

ない、あるいは極めて効果が薄い政策を生み出す、いわゆる「物語の暴走」を生じさせる。 

 

（図）関係性の構図 

             

      

    

    

 

 

因果関係の有無の判断のポイントは、①時間的序列の有無=ある一方の事象が必ず先に生じていること、

②意味的連動性=理論的に受け入れることが可能な関係であること、③直接的連動関係=結果を直接的に生

じさせている原因が見極められていること、④第三ファクター=認識している原因・結果関係以外に他の

原因が存在しないこと、⑤因果の強さ=原因が結果に対して及ぼす影響力が強いこと、である。そして、

以上の分析や因果関係の検証は、表計算の基本的ソフトの活用によって実現可能である。こうした身の回

りの道具を再度認識し、政策の質を高めることが可能であることへの意識が必要となっている。 

政策シグナル 

 

人間行動間の関係 

②相関 ①独立 

④因果関係 ③単純相関 



 

 

4 

原油安・金融緩和とアジア政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）OPEC、FRB、日本銀行資料等より作成。 

 

欧州、日本等をはじめとした世界的な超金融緩和政策は、世界経済のカネ余り状態を加速させている。

このカネ余り状態が、アジア経済のひとつの下支えともなっている。2016 年前半、英国の国民投票によ

るユーロ離脱等リーマンショック以来の国際金融市場での危機感が高まり、リスクマネーが収縮する動き

を見せた。しかし、その後の超金融緩和政策はアジア諸国の低金利政策にも結び付き、カネ余り状況から

リスクマネーの拡大をもたらしている。これにより、アジア新興国等への投資資金還流の流れが生じる中

で、中国経済低迷によるマイナス影響を緩和する要因となっている。ただし、留意すべき点はリスクマネ

ーの還流もその規模は大きくは拡大しておらず、対象国の厳しい選別的行動もみられることである。供給

構造改革が進まず政治的不安定要素も抱える中国、経済低迷が続く韓国、世界の請負的経済体質からの脱

却が求められる台湾、そして憲法問題で揺れるタイ等、いずれもがリスクマネーの流れに大きく左右され

る。なお、金利政策動向が注目される米国では、2016 年７月の FRB 調査による米国銀行・外国大手銀行

の米国内貸出状況から、対企業向けローンが商工ローン・商工不動産ローン共に貸出基準が厳格化してい

ることが明確となっている。借入需要は、商工ローンでは横ばい、商工不動産ローンでは増加傾向である。

対家計ローンは、消費者ローン、住宅ローンを問わず増加傾向を続けており、対家計ローンでの貸出の基

準は全体として大きく変化していない。米国企業の投資スタンスが金融危機以降慎重な姿勢が続いており、

企業の積極的投資活動が増加し企業の投資・貯蓄バランスが明確に改善するか、米国景気の持続性、アジ

ア新興国の今後の動向にも影響を与える。 

アジア経済を支えるもう一つの要因は、原油価格全体の軟化基調の継続である。原油価格下落は、米国

経済の消費活動を下支えする要因ともなっている。原油価格の下落は、ロシア、サウジアラビア、イラン

間の減産合意が困難となっていることに大きな原因がある。９月 26-28 日に開催される国際エネルギーフ

ォーラム（アルジェ）の場で、原油生産に関する協議が行われるものの、合意に向けた政治環境は厳しい

状況にある。合意ができず需給関係が改善できない可能性が高く、再び価格が下ぶれするリスクを抱えて

いる。こうしたリスクは、低迷するロシア経済には大きな打撃となる一方で、超低金利とエネルギー価格

の低迷に支えられたアジア経済の足元にはプラス要因となる。ただし、中期的視点から見た場合、脱超低

金利、脱原油価格低迷のシナリオを如何に描くかが、もっとも大きなリスクとなっているといえよう。 

アジアリンク 

 

  

日本国債 
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RESASの活用普及を機とした地方自治体における 
オープンデータの取組拡大に向けて（２） 
～エビデンスに基づく政策形成の推進によるデータの質・量の向上～ 

 株式会社富士通総研 公共事業部 今川 世詩子 

 

はじめに 

「RESAS の活用普及を機とした地方自治体におけるオープンデータの取組拡大に向けて（１）」（『政

策研究６月号』）では、多くの自治体で保有情報のオープンデータ化が進まない現状とその要因につい

て整理した。本稿では、取組阻害要因に対する解決策として、データに基づく政策形成の推進とその足

がかりとしての RESAS 活用の観点について述べたい。 

 

１．地方自治体におけるオープンデータの取組阻害要因 

国は、2020 年までを集中取組期間とし、政府におけるオープンデータの取組の更なる深化を図ると

ともに、自治体の取組を一層促進したい考えである。しかし、オープンデータに取り組んでいる自治体

は、全体の約１割にとどまっており、取組を阻害する共通的な要因はおおむね以下の６点と考えられる。

［図表―1］ 

 

図表－1  自治体のオープンデータ化及び利活用の主な阻害要因 

取組段階 地方自治体に共通する取組の阻害要因 

企画段階 1. 自治体が一般的に言われるオープンデータ化のメリットや期待される効果に対し、
納得感を得られていない 

データ作成 2. 必要な情報と実際にオープンデータ化されている情報に乖離がある 
3. データ作成にかかる作業負担が職員の取組参加に対する障壁となっている 

データ公開 4. データの改ざん、悪用等に対する懸念が先行し、データの内容や期待する活用方
法に応じた利用ルールの設定ができていない 

データ活用 5. 取組の多くがイベントや実証事業等での一時的な活用にとどまっている 
6. データを活用したサービス、アプリが利用者に普及しない 

 

中でも、自治体が、一般的に言われるオープンデータ化のメリットや期待される効果に対し、納得感

を得られていないことが、取組拡大の障壁と考えられる。 

自治体がオープンデータに取り組むメリットを感じられない背景には、自治体がオープンデータ化し

やすいデータと市民や民間事業者等がオープンデータとして望むデータが異なり、取組初期段階での利

活用促進が難しいこと、市民や民間事業者等によるオープンデータの利活用の状況を自治体が把握しづ

らいことがあると考えられる。 

オープンデータに取り組む自治体の多くが、市民や民間事業者等の二次利用を許可しやすいデータと

して、既にホームページに掲載している統計情報等をオープンデータ化している。はじめの一歩を否定

するものではないが、公開済データのオープンデータ化止まりでは、オープンデータを活用した新たな

公的サービスや新ビジネスの創出は進まない。なぜなら、特に民間事業者からすれば、今まで利用して

いたデータの使い勝手が向上した（申請不要、加工可能なファイル形式）に過ぎず、これまで利用でき

なかったデータを新たにビジネスに活用できるわけではないからである1。 

                                                   

 
1 自治体が保有するデータについて、例えば地図データや公共交通機関のデータなど、民間事業者のビジネスに有用なも

のであれば、利用申請やデータの整形が必要な段階でも活用されており、既に利用可能なデータの使い勝手の向上（オ

ープンデータ化）が新たな公的サービスや新ビジネスに直結するものではない。 

事例研究 
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また、オープンデータが市民や民間事業者に利活用されている場合でも、オープンデータの性質上、

自治体に対する利用申請の必要がないため、自治体が利活用の実態を把握しづらいという問題がある。 

さらには、自治体が市民や民間事業者等にオープンデータを利活用してもらう策や自治体自身がオー

プンデータを利活用する策を持っていないために、利活用が拡大しないと考えられる。 

今後、自治体のオープンデータの取組を拡大・推進していく上では、まずは自治体自身が積極的にデ

ータを活用し、その中で、市民や民間事業者の利活用を促進できるよう、オープンデータを質・量の面

から充実させていく必要があるだろう。 

 

２．エビデンスに基づく政策形成の推進によるデータの質・量の向上 

自治体内部でのオープンデータ利活用の方向性としては、大きく２つが考えられる。 

１つ目は、「電子行政オープンデータ戦略2」で、自治体がオープンデータに取り組むメリットとして

掲げられているとおり、部門間での情報共有や、複数部門で同じデータを作成する二重業務の削減につ

なげることで、業務の効率化を図ることである。しかし、情報共有や二重業務の削減などの取組は、デ

ータの質・量の向上につながるものではないため、本稿では方向性として挙げるに止めておく。 

２つ目は、エビデンス（根拠）に基づく政策形成プロセスにおける、オープンデータの活用である。

「エビデンスに基づく（Evidence-Based）」とは、意思決定や判断にあたって、その根拠を定量的なデ

ータなどを用いて客観的に示すことで、「エビデンスに基づく政策（Evidence-Based Policy）」（以下、

EBP という）は、2010 年頃から特に欧州で使用されている文言である3。 

オープンデータを質・量の面から充実させるには、自治体が積極的にデータを収集していく必要があ

る。しかし、自治体が新たな業務として、市民や民間事業者等の利活用に向けたデータを収集・提供を

継続的に取り組むことは、費用や業務負担の面から難しいだろう。それよりは、昨今、行政に強く求め

られている EBP の一環として捉えていくべきである。 

これまで、多くの自治体において、政策提案の根拠あるいは政策効果を定量的に測る仕組みが整備さ

れてこなかったことから、まずは、政策立案に向けた仮説の設定・検証や施策効果の検証に必要なデー

タの把握・整理が必要になると考えられる。その中には、新たに収集すべきデータや収集頻度・データ

の粒度等を見直すべきデータも多いだろう。 

政策形成の PDCA サイクル（仮説設定・仮説検証→政策立案→施策・事業の実施→効果検証→仮説設

定・仮説検証を繰り返す）と合わせて、データ活用の PDCA サイクル（必要なデータの洗い出し→デー

タ収集の計画→施策・事業の中でのデータ収集→収集したデータを用いた効果検証・仮説検証→必要な

データの見直しを繰り返す）を回していくことで、データの量・質の向上を継続的に図ることができる。

その中で、結果的にオープンデータ化するデータの量・質も向上させることができるのではないか［最

終項 図表―2］。 

データの量・質を効率的に向上させるためには、所管課ごとに取り組むのではなく、自治体における

データの収集・整理・蓄積・活用を全体的にマネジメントする機能を設けるべきだろう。自治体内部で

あれば、統計部門の新たな役割とすることなどが考えられる。一方、自治体のデータマネジメント機能

を外部に設ける方法も考えられる。例えば、国家的に EBP を推進している英国では、外部の組織がエ

ビデンスを収集・分析し、政策導入に関する事前評価や政策の見直しに向けた事後評価などに活用する

仕組みとして、「What Works Network」を形成している4。この仕組みでは、「What Works Centre

                                                   

 
2 2012 年 7 月 4 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 決定 
3 松浦正浩「エビデンスに基づく政策形成を可能とするガバナンス～当たり前のことが一筋縄ではいかない現実」、時事

通信社「地方行政」2016 年 8 月 29 日 
4 松浦正浩「エビデンスに基づく政策形成を可能とするガバナンス～当たり前のことが一筋縄ではいかない現実」、時事

通信社「地方行政」2016 年 8 月 29 日 
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（WWC）」など、官民協働組織がエビデンスとなるデータの収集・整理・蓄積とデータの利活用を担っ

ている。 

オープンデータ化するデータについても、専門部隊が収集・整理・蓄積・活用及び活用支援を一括で

行うことにより、部門間におけるデータの質のバラつきが回避できる、部門横断的なデータ活用が促進

されるなどの効果が期待でき、効率的な質・量の向上を図ることができるのではないか。 

 

３．エビデンスに基づく政策形成の足がかりとしての RESAS活用 

前述したとおり、今後のオープンデータの取組においては、EBP を推進する中で、継続的にデータの

収集・整理・蓄積・活用を進めていくことが、オープンデータの量・質の向上と利活用促進のために重

要と考える。そのためにも、自治体職員がデータに基づく仮説の設定・検証や施策効果の検証に必要な

仮説思考や課題分析力を身につける必要がある。このとき、取組の足がかりとして活用できるのが、国

が自治体への利用普及を図っている「地域経済分析システム（RESAS）」である。 

RESAS では、農林水産業、観光、地域経済、人口等の様々なデータをシステム上でグラフ化するこ

とができるため、誰でも簡単に、データから地域の現状や課題を明らかにすることができる。RESAS

は、自治体職員が政策立案に向けた仮説設定を簡易に行うツールとして有効であり、積極的に活用して

いくべきである。 

しかし、RESAS で明らかにできるのは、地域の現状や課題であり、政策形成プロセスでカバーでき

るのは仮説設定に止まる。仮説設定の質を高め、RESAS を用いて設定した仮説の検証、施策・事業実

施後の効果検証を行うためには、社会情勢の変化を把握するデータや自治体内の個別施策・事業等確認

するデータの収集・分析が必要になる。政策形成のためのシステムであれば、本来は、地域の現状や課

題の要因分析までを含めた機能を持たせるべきである。これについては、今後の RESAS の機能拡充に

期待したい。 

データに基づく政策形成プロセスの一部である仮説設定を試行的に体験するツールとして RESAS を

活用する中で、自治体職員が仮説思考や課題分析力を身につけ、RESAS 活用を足がかりに、全庁的な

EBP の推進へと発展させていくことが望ましい。 
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図表－2 政策形成プロセスで用いるデータ（上）と 

政策形成及びデータ活用の PDCAサイクルにおけるデータの質・量向上の概念図（下） 

データ種別 データ（例）

①
社会情勢の変化を

把握する
前提データ

・政治：各府省・業界団体「法改正動向」
・経済：内閣府「年次経済財政報告」、「地域の経済」
・社会：国土交通省「国土形成計画」「首都圏広域地方計画」「国土長期展望」
・技術：科学技術・学術政策研究所「科学技術予測・科学技術動向」
・生活総研「未来年表」

②
県・市町村の変化を

把握する
概観統計データ

・内閣官房・経済産業省「地域経済分析システム（RESAS）」
・総務省「統計で見る市区町村のすがた」
・SBIライフリビング「生活ガイド.com」

③

自治体内の
個別施策・事業等を

確認する
詳細データ

・総合計画策定時の基礎調査報告書
・総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）
・分野別計画・分野別計画策定の前提となる調査結果
・個別統計（基幹統計・独自統計）：統計書
・施政方針・予算案の概要・予算書
・施策評価書・事務事業評価書
・その他、所管部門実施調査結果

基礎データの分析

効果検証

仮説設定 仮説検証
政策立案
事業企画

施策・事業の
実施

Ｐ ＤＣ Ａ

既存データの活用【①②③】

新たに収集が
必要なデータ

政
策
形
成
の

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

デ
ー
タ
活
用
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

データの
質・量向上
【③】

データの流れ

データ収集
の計画

Ｐ

新たに収集が必要なデータ

データの収
集・基礎デー
タの作成
【③】

Ｄ

政策立案、政策及び
事業効果の検証に必要な
データの把握・整理

Ａ

Ｃ

※図内の丸付き数字は上表のデータ種別と対応

専門部隊による
マネジメント

 

 

まとめ 

自治体のオープンデータの取組は、ホームページで公開済のデータ等、まずは自治体が公開しやすい

データをオープンデータ化するという取組初期段階から抜け出せない状況にある。最大の原因は、自治

体から市民や民間事業者に対する活用策の提案や、自治体自身によるオープンデータの活用という視点

が不足していることだと考えられる。 

オープンデータの取組を利活用を促進段階に進めるためには、自治体が政策形成とデータ活用の

PDCA サイクルを両輪で回していく中で、データの質・量の向上を図っていくべきである。 

RESAS の活用は、自治体における政策形成とデータ活用の PDCA サイクル確立に向けた初期の取組

として有効である。今後、自治体職員が RESAS の活用を通して仮説思考や課題分析力を身につけ、こ

れを足がかりに全庁的な EBP の推進へと発展させていくことが望ましい。 
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