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行政評価制度の閉塞感と克服 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

地方自治体の PDCA サイクル（計画―実施―評価―行動）を支える行政評価制度が、多くの地方自治

体で大きな壁に直面していることは周知のとおりである。政策、そして行政の機能進化に向けて導入され

た評価制度が、「評価報告書」の作成を目的とする毎年度の事務的なルーティンワーク（手段の目的化）

となり、職員の負担も大きい実態がある。地方自治体の業務の拡大が深刻化する中で、こうした実態を少

しでも克服する必要がある。行政評価制度自体は、事務事業・政策の進化（継続的な質的変化）を生み出

すために重要な機能を持っていると同時に、行政の業務や政策を蓄積した重要な情報の場ともなっている。

しかし、どんなに有用な手段でも、制度にとらわれることなく常に活用方法を検証していく必要がある。 

 

１. 行政評価制度の原点 

日本の行政評価制度は、1980 年代に本格化した市場原理を基本とする NPM 理論（New Public 

Management）を背景に本格的な導入が進んでいる。NPM 理論は、80 年代以降を中心に日本を含む主

要先進国に大きな影響を与えた市場主義と新保守主義（Neo-conservatism）を背景とする理論である。

具体的には、①「市場を通じた資源配分の優位性」と②「効率性の合法化」を軸に、「小さな行政」、「官

から民へ」の流れを展開させるものであり、「公共部門の現代化の流れ」とも表現されている。日本で

は 80 年代に入り経済の低成長化が進む中で、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社の民営

化に代表される小さな行政、官から民への領域移転を意図した改革が中曽根内閣の土光臨調の下で展開

されている。さらに、橋本内閣の中央省庁再編等の行政改革、小泉内閣の郵政民営化や独立行政法人制

度の創設による特殊法人や国立大学の改革、90 年代から本格化し、機関委任事務や通達行政の見直しに

取り組んだ第一次地方分権改革の流れを通じて、今日の自治体経営にも、NPM 理論は影響を与えてき

た。 

この NPM 理論の大きな流れのひとつとして、国の政策評価法の創設、それを受けた地方自治体の行

政評価に至る「マネジメント・サイクル」（PDCA）の導入がある。マネジメント・サイクルとは「計画

―実行―評価一行動」、そして、評価からまた新しい計画へと情報がフィードバックされる連続構造で

ある。もちろん、行政内では、従来から予算編成のプロセスにおいて類似のサイクルが存在していた。

ただし、予算編成プロセスは、対財政部局に対する財源獲得のための利害調整的性格が強く、広く住民

も含めた開かれたマネジメント・サイクルの構図を持っていなかった点に大きな違いがある。 

 

２. 自覚的フィードバック機能 

行政評価のマネジメント・サイクルで求められる第１は、「自覚的フィードバック機能」の組み込み

である。 

 

（１）行政管理型評価の限界 

80 年代以前の行政管理型の仕組みでは、計画と実行の形式的・表面的繰り返しに止まり、事前・事後

を含めて効率性等の評価はほとんど機能してこなかった（ただし、前述したとおり事業を単年度に切り

分けた財政面からの「予算査定」という評価制度は存在している）。加えて、それまでの増分主義体質

（毎年度、財源、人的資源も増加することを前提に利害調整する体質）では、「計画と実行」が共通の

目標を持って実質的に連動する仕組みとしては構成されていない。全体計画では、抽象的な理想や目標

が掲げられる。その一方、具体的な施策や事業の執行では、掲げられた抽象的な目標とは実質的に切り

離された中で、別途目標が利害調整の中で同時平行的に形成されている。このため、全体計画に示され

る抽象的な目標は、施策や事業の正当性を形式的に根拠づけるだけの存在であり、新たなイメージ形成
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に向けた評価の基準として体系づけられることはなかった。以上の点は、増分主義体質の中で、自治体

経営における統一的なガバナンスの基準を喪失させる原因となっている。 

増分主義は、右肩上がりの経済社会環境において、予算も人員も毎年度増えることを前提に「増える

分の配分」のみを決定することでマネジメントを展開する。そこで展開される意思決定には、以下の特

異性がある。第１に、毎年新しく配分する予算や人員のみを決定すればよく、過去の配分の蓄積、すな

わちストック部分（既得権部分）について検証する必然性が乏しくなる。第２は、毎年新しく配分する

予算や人員の量の判断基準となるのは前年度の量であり、どこまでも前年度を基準に過去の配分は正し

いものとしてその上に積み上げることで住民の利益を最大化しようとする意思決定となる。したがって、

満足する上限が見えない、増加を際限なく繰り返す構造（際限ない満足化）となりやすくなる。 

増分主義は、新たな財源、人員が常に調達可能な右肩上がり環境において有効性を持つ意思決定であ

り、過去も含め配分構造を積極的に見直すことのない意思決定でもあった。このため、増分主義体質で

は、将来のリスクや不確実性、先送りされ将来負担が不可欠なコストなどの情報については、無意識の

中で他に埋没させる構図をもっていた。 

 

（２）自覚的フィードバックと情報の意識化 

こうした実態に対して、NPM 理論では、施策や事業と連動した全体計画を形成し運営する中でそれら

の間の乖離等を継続的に把握・評価し、さらに新たな計画策定にフィードバックする連動性が求められた。

その背景には、説明責任の徹底による価値共有に基づく自覚的フィードバックの設定がある。なぜならば、

フィードバック機能は、ルーティン的な行動様式の中では無視されあるいは無意識となって、認識するこ

とができなかった情報の確保を目的としているからである。自覚的設定がない場合、無意識の中で必要な

情報が埋没し、次の政策形成に必要となる有用な情報がフィードバックされない形式的体質を生み出す。 

超少子高齢化にはじまる経済社会の成熟化だけでなく、情報通信革命を含むグローバル化が進行する

21 世紀では、常に過去の配分の有効性を検証し、予算や人員の新たな配分構造を積極的に追求する最適

化に向けた意思決定とそれに基づく自治体経営が不可欠となっている。過去の配分構造を見直し限られた

予算、人員を如何に最適に再配分することが、住民の利益を最大化（際限なき満足化から最適化）させる

かが意思決定の根幹的価値となる。増分主義では、配分をある程度固定化し新たな予算や人員を投入する

ことで住民の利益の最大化を求めたのに対し、既存の予算規模や人員数の配分を固定化せず、NPM 理論

のマネジメント・サイクルでは市場原理よる最適化に向けて積極的に見直すことで住民の利益を最大化す

ることを目指す。 

ただし、予算を編成、審議、決定する情報、人員を採用、評価する情報の多くが依然として増分主義の

意思決定を支える質にいまだ止まっている面が多い。予算に関するストック情報、フルコスト情報、公務

員に対する新たな採用形態や評価手法の導入等には、最適化を求める意思決定を支える情報の質的変革が

不可欠であり、自覚的フィードバックの中でこうした情報を認識することがまず重要なポイントとなる。

市場の情報化が急速に進む中で、政策形成、財政運営での情報化による質的変革の形成が十分ではない現

実が存在する。 

 

３. ミッション・ジライブ型契約システム 

マネジメント・サイクルで求められる第２は、契約型システムの導入である。契約型システムとは、

自治体組織を機能単位・階層単位ごとの業務に細分化し、それぞれの業務の目標設定と、その達成に向

けた資金や人など資源の配分を行う仕組みである。契約システムの導入は、市場原理に基づく権限と責

任の明確化とそれに基づく説明責任の徹底による行政の透明化の理念に基づくものである。 

具体的な契約形態には、組織間でエージェント関係（代理関係）を形成する場合と、組織内のトップ

とミドルといった管理者層の間で個別に約束形成する場合がある。こうした仕組みを通じて、従来のル

ール・ドライブ型の自治体経営から、機能単位ごとのミッション・ドライブ型の自治体経営への移行を

目指すものとなっている。 
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組織間・個人間を問わず契約型システムでは、個々の機能ごとに目標と成果の明示、それに対する評価

が行われ、その結果で予算等の配分が行われる。契約遂行責任の所在を明確化すると同時に、契約遂行と

目標達成に関する情報開示、さらにそれに対する評価基準の明確化を意図している。この点について、財

政規律の面からむしろ事前評価を重視すべきであるという視点もある。確かに、事前評価を重視し効率

性・有用性の低い政策や事業を予め排除することは必要である。また、増分体質の下では予算編成等新た

な資源配分に対して政治的関心が相対的に強いことも事実である。NPM 理論は、そうした自覚的フィー

ドバックによる最適化の評価軸として、市場原理を重視している。事後評価と事前評価の連動がなければ、

事後評価で施策等の見直しを進める一方で、将来的に見直しが必要な施策が生産され続けるという矛盾が

発生する。なお、事前評価よりも事後評価の方が、評価の前提となる情報の信頼性を確保しやすいという

特色がある。なぜならば、事前評価では不確定な予測情報に基づかなければならないからである。事前評

価においての不確実性・リスクへの認識がここでも重要となる。 

 

４. 「NPMからNPG」と政策備蓄 

以上のように、NPM 理論は今日の自治体経営に大きな影響を与える基本的構図を形成してきた。ただ

し、日本の NPM 理論の活用が市場原理による数値重視等を優先し、地域や公共性の視点との融合が必ず

しも進まず、行政評価制度自身も地方自治体での実践においては、形式的存在としての性格を強めている。 

 

（１）NPMから NPG 

こうした NPM 理論の視点から市場主義に民主的手続きを組み込む新公共サービス「NPS（New Public 

Service）」理論が提示され、住民、地縁団体、NPO など多様な主体が、多様な利害や価値観で参加し意

思決定する仕組みの形成へと発展している。NPS では住民、地縁団体たる自治会、NPO 組織など多様な

主体が異なる価値観の下で参加し、市場だけでなく民主的な決定を展開することを基本とする。そして、

NPM 理論の民間化とその後の官民パートナーシップに関して、市場原理ではなく民主主義の視点から住

民への奉仕者としての視野を重視し、事業モデルを形成しようとする NPG（New Public Governance）

として表現されている。 

NPS は、スリム化・効率化を最優先とするのではなく、民主的な政策決定を重視し公共サービスの在

り方を役割と責任を分担しつつ議論するものである。こうした NPS を一歩進め国や地方自治体が住民等

とネットワークを形成し公共サービスだけでなく、財政等も含めた広範な意思決定を行うことを重視する

ガバナンス議論が NPG の類型である。地方自治体等は民主的政策決定を重視し、住民参加等官民協働の

ネットワーク機能による集団的繋がりにおいて意思決定等が行われるパートナーシップの仕組みといえ

る。たとえば、民間化に関する課題として、①民間化の目的が予算や職員の削減等行政改革の面が強調さ

れやすく公共サービスの質的改善に結び付きづらいこと、②地方自治体と民間事業者間の情報共有等連携

が不十分な場合、公の施設を通じたサービス提供の質に影響を与えること、などがある。こうした点の改

善も、行政評価を NPG の視点から住民、組織等との十分な意思疎通と意思決定の重要な資源とすること

が求められる。 

 

（２）政策備蓄機能 

マネジメント・サイクルが自治体経営に果たす機能として、「計画―実行―評価一行動」の流れを形成

し政策の進化を図ると同時に、行政評価を通じて新たな政策や手法の備蓄を行うことが重要である。自治

体経営を通じた新たな政策や手法が、政治要因も含めて適時適切に実現できるとは限らない。また、外部

環境の成熟化等が必要な場合もあるため、新たな発想をマネジメント・サイクルの中で組織的に発想を備

蓄する機能を形成することが重要となる。行政評価を政策の良し悪しを判断する仕組みにとどめることな

く、「生み出す」仕組みに結びつけて行く必要がある 
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人間行動への関心と政策形成 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

自治体経営において、新たなイメージの政策・事務事業を形成する創造力は重要な要素となる。しかし、

基礎自治体では、国や広域自治体たる都道府県の定めた制度や政策を、受動的に展開することがこれまで

中心となっていた。このため、様々な制度や政策等を知ることが重視され、そこから新たに生み出す能力

形成の機会が十分ではなかった。もちろん、国等の制度や政策、さらには先進自治体の事例を「知ること」

は重要である。しかし、それにとどまらず「生み出すこと」に進化する必要がある。そのためには、何が

もっとも重要か。地域住民の人間行動とその集まりであるコミュニティや組織の行動を十分に観察し認識

することである。 

基礎自治体として、もっとも優位性が高いのは住民に近い存在な点にある。その優位性を発揮するには、

地域で活動する住民や外来者、コミュニティそして組織がどのような活動を展開しているか、その人間行

動と集団としての人間行動の姿を十分に観察することが大前提となる。 

そのうえで、人間行動への観察に求められる最大の課題は、複合的視野の形成とその融合である。21

世紀のグローバル化社会、情報化社会は、様々な経済社会の問題自体が相互に関係し合人間行動を形成し

ている。経済、財政、金融、社会福祉、自然環境、技術開発等あらゆる問題が相互に原因と結果の関係を

持つ相関性を強め、縦割りの視点や領域だけから経済社会の諸課題を整理し解決できる範囲が限定的にな

り、分断化された視野の有効性を低下させている。自治体経営における複合的視野の形成には、①問題解

決に対して経済社会全体を通じて縦割りに囚われない広くて長期的な視野を持つこと、②領域間で発生す

るリスクや不確実性を認識する積極的視野を充実させること、③限定化されない広範な利害関係を認識す

る視野を持つと同時に、利害の類似点・相違点を認識し体系化する融合力を養うこと、リスク対応の面で

もが重要となる。 

戦後の経済社会の発展では、経済成長とともに縦型ネットワークによる標準化・階層化、専門化・細分

化を進めた。自治体経営の視野も専門化・細分化が進むことで断片的となり、とくに融合に向けた領域間

の共通要素の抽出が劣化することで経済社会の将来の変動要因、すなわちリスクに関する考察が不足し、

問題への対処を困難化させた。財政赤字の拡大とグローバル化による金融市場優位の構図の強まり、そし

て自治体経営・政策形成に対する官民連携・住民参加化の流れによる行政独占の構図の弱まりなどから、

増分主義時代の財政主導型自治体経営が限界に達している。それは単に行政の機能・組織に止まらず自治

体経営全体をめぐる情報の質と量、それに伴う意思決定や人間行動にも影響を与えている。 

複合的視野の充実に欠かせない要素が、ネットワークの認識である。ネットワークとは、「節」と「経

路」から構成される流れであり、節と経路をいかなる構図で構成するかでネットワーク全体の性格が異な

るものとなる。情報通信改革の視点から整理すれば、ネットワークの節は「情報蓄積」、経路は「伝達移

動」の機能を担う。節が分野ごとに専門化・細分化された単位となれば、そこに蓄積する情報も限定的・

分断的となり、節を結びつける経路の視点が劣位となり、その結果として相互連関性への対応が弱体化す

る。経済社会構造が大きく変化する時代を迎え、専門化・細分化した節の抱える課題が深刻化し、社会的

相互連関性の視点とそれによる「現実問題への解決能力」の向上が自治体経営においてリスク管理の面か

らも重要な課題として顕在化している。専門化・細分化の深まりは、縦割りの細分化された「節」の充実

には資しても、相互連関性を深めた課題に対する自治体経営の「経路」として考察を劣位にする。節たる

既存専門領域だけではなく領域間を繋ぐ経路を対象とする自治体経営の充実が必要となっているのであ

る。経路をいかに形成するかで、自治体経営の性格も異なるものとなる。政策立案・行政評価においても、

細かな節単位ではなく経路も含めた「施策」単位の検討が重要となる理由もここにある。 

政策シグナル 
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対外直接投資拡大と中国経済政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）中国商務部等資料による。 

中国経済の低迷を背景に中国への海外からの直接投資が減少を続けており、2016 年の足元 10 月までの

動向をみても増加率ゼロの状況が続いている。その背景には、中国経済の輸出の低迷が挙げられる。10

月の輸出動向では、対米、対欧州、対日本向けがいずれも低調な状況となっており、この結果、中小企業

を中心に資金繰りや受注減等中国企業の経営状況が厳しくなっている。このため企業の景況感も全体とし

て改善しておらず、民間設備投資の低迷に人件費コストの増加も加わり、輸出環境が好転する状況にない。

中国政府は、共有構造改革を行うとともに景気政策にも取り組む構図となっており、財政政策と金融政策

の不整合、過剰生産設備の整理の遅延、不動産投資の過熱等経済構造の歪みから脱していない。 

こうした現状を受けて、中国からの対外直接投資が増加している。中国企業が中国国内への投資活力か

ら海外へ投資活動へと戦略を多様化していることが示されている。海外からの対中直接投資と中国から海

外への対外直接投資の動向は、後者の対外直接投資が逐年増加する一方で、前者の対中直接投資は横ばい

の推移となり、2015 年で同額レベル、2016 年 10 月までの動向では逆転する動きとなっている。中国国

内の設備投資が低調な要因のひとつは、中国企業が海外投資を活発化させていることにある。設備投資の

停滞は、中国の供給構造改革の足取りを重たいものにすると同時に、中国経済の高付加価値化への流れを

弱め、輸出力を低下させる要因となる。以上の動向は、中国の外貨準備の減少にも結びつき、中国経済の

リスク要因のひとつともなりつつある。直接海外投資の拡大等は、ドル需要を増加させる。加えて、米国

の金利引き上げが 12 月にも見込まれる中で、ドル高要因がさらに加わり、人民元安定のための為替政策

も必要となる。 

中国経済は、英国の経済学者であるアーサー・ルイスが指摘した、「ルイスの転換点」に直面している。

ルイスの転換点とは、経済社会が発展し工業化が進む過程で農村部から都市部への余剰労働力移動による

低コストの労働力確保が限界に達し、都市部の余剰労働力にも限界が生じ、経済成長が転換点を迎えるこ

とを意味する。製造業が次の高付加価値領域に移行できない場合、製造業分野では先進国からの技術移

転・資本移転からの依存から脱却することができず中所得領域に止まらざるを得ない。供給側改革は、①

市場活動を重視し企業経営の改革を重視すること、②中長期の経済構造の転換を重視し、短期の景気変動

を重視する需要側を重視した視点と異なること、③制度改革を中心とすることなどの特色がある。供給側

改革が、中国経済の成長率鈍化等に伴う世界経済の新均衡点の模索と両軸でバランスを確保しつつ展開で

きるか大きな課題となる。 

アジアリンク 
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国家戦略特区における規制改革機能の強化に向けたプロセスのあり方 
―英国のより良い規制に向けた取組事例を参考に― 

 株式会社富士通総研 公共事業部 若生 幸也 

 

はじめに 

国家戦略特区とは、「経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化す

るとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、規制改革等の施策を総合的かつ集中的

に推進するために国が定めた特別区域」を指す。 

地方自治体を取り巻く裁量権の拡大に向けた大きな制度変更を「自由」の文脈で整理すると、今まで進

められてきた地方分権改革（特に義務付け・枠付けの見直し）は「消極的自由」（～からの自由）を担保

する手段の一つとして位置づけられる。ただし、「消極的自由」を担保したとしても、個別の地方自治体

があるべき姿を希求し、それに向けた規制等を変更しようとする「積極的自由」（～への自由）には自動

的に結びつかない。この「積極的自由」を担保する手段として、構造改革特区から始まり国家戦略特区に

続く特区制度は位置づけられる。 

2002 年より導入された構造改革特区制度では、当初は多くの規制改革メニューが実現に結び付いたも

のの、制度運用期間が長くなるにつれ、規制改革メニューの採択数の減少や地方自治体及び事業者からの

提案数の減少、地方自治体及び事業者が提案した規制改革よりも効力が下位となる規制改革しか行われて

おらず、規制所管府省の意思決定の困難性が高い規制改革は実現していないことなどが明らかとなってい

る1。 

2013 年より導入された国家戦略特区制度は、内閣総理大臣や特区担当大臣等の政治主導により、いわ

ゆる岩盤規制の改革に一定の効果を上げている。一方、構造改革特区制度も同様、当初は政治主導により

規制改革の効果を生み出していたが、徐々に政治主導が弱まり、規制所管府省と事務局である内閣官房・

内閣府が折衝を繰り返しても、規制改革に結び付かない例が増加した。 

本稿では、政治主導は大前提としても、地方自治体があるべき姿を希求し、それに向けた規制等を変更

しようとする「積極的自由」を担保する有効な手段として、国家戦略特区制度が位置づけられるために必

要な要件を英国のより良い規制に向けた取組事例を参考に考察する。 

 

１．国家戦略特区制度の概要と課題 

国家戦略特区には、大きく分けて３つの取組がある。１つ目は、国家戦略特区で活用が可能となる規制

改革メニューを追加する「規制改革メニューの追加」である。規制改革メニュー数は、初期メニュー（2013

年法制定）・追加メニュー（2015 年法改正）を経て、現在 50 項目存在する。 

２つ目は、国家戦略特区の対象を指定する「指定区域の追加」である。指定区域は、１次指定が６区域

（2014 年５月）、２次指定が３区域（2015 年８月）、３次指定が１区域追加及び２区域拡大で合計 10 区

域となっている。 

３つ目は、規制改革メニューの活用事業を区域計画としてとりまとめ、区域会議で決定し、諮問会議を

経て内閣総理大臣が認定する「特区における事業の具体化」がある。 

これらの取組を実現する組織体として、規制改革メニューの追加や区域計画の認定などの重要事項につ

いて調査審議・最終決定を行う「国家戦略特別区域諮問会議（諮問会議）」がある。議長は内閣総理大臣、

構成員は内閣官房長官、特区担当大臣、関係大臣、民間有識者などが名を連ねており、政治主導の要とな

る組織体である。 

                                                   

 
1 若生幸也「特区制度における規制改革の課題と展望―構造改革特区を事例に―」『年報公共政策学（Vol.7）』

2013 年５月。http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/53313/1/APPS7_014.pdf 
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また「国家戦略特別区域会議（区域会議）」は、区域ごとに設置し、区域計画の作成や追加すべき規制

改革メニューについて協議する組織体である。国（特区担当大臣）・地方自治体・民間事業者が構成員と

なり、区域ごとのあるべき姿を希求し、実現に向けた規制改革メニューがあれば、必要に応じて規制改革

メニューの追加も協議できる。 

さらに、「国家戦略特区ワーキンググループ（特区ＷＧ）」は、国家戦略特区制度の制度設計を行うとと

もに、規制改革メニューについて関係府省と折衝を行うことや、地方自治体や事業者からの提案を受け付

け、ヒアリングを行う組織体であり、経済学・規制改革を専門分野とする大学の研究者や民間事業者代表

などが委員に名を連ねている。 

積極的自由を担保するための規制改革メニューの追加という観点からは、最終決定を行う諮問会議も

「エビデンス」（政策効果が生み出されるという合理的根拠）が乏しい中で規制改革を行うことはできな

いため、特区ＷＧによる規制改革メニューに関する関係府省との折衝により「エビデンス」を蓄積する機

能や、地方自治体や事業者からの提案を受け付け、ヒアリング等により「エビデンス」を蓄積する機能が

最も重要である。内閣官房・内閣府も事務局として「エビデンス」の充実に資する動きが求められる。ま

た、区域会議による追加すべき規制改革メニューの協議も、積極的自由を担保するために不可欠な機能で

ある。 

いずれにせよ、規制改革メニューの追加にあたっては、当該規制改革を行うことで経済社会にとってよ

り効果が生み出される「エビデンス」があることを明らかにしなければならない。 

この観点から特区ＷＧの議論を見れば、特区ＷＧ及び事務局である内閣官房・内閣府と規制所管府省と

の議論における共通の土俵となる「エビデンス」が不明確なことから、特区ＷＧ委員や内閣官房・内閣府

側に問題の挙証責任がある構造となっている。このため政治主導が弱まれば、構造改革特区同様に、折衝

を繰り返しても規制改革に結び付かない枠組みとなりかねない。このような状況を抑止するためには、議

論における共通の土俵となる「エビデンス」の形成が必要不可欠である。規制改革の「エビデンス」形成

に関して、英国のより良い規制に向けた取組が参考となるため、次章で整理する。 

 

２．英国のより良い規制に向けた取組 

英国では 2015 年３月に、より良い規制に向けた取組に関する包括的マニュアルである“Better 

Regulation Framework Manual”が改定された（より良い規制に向けた取組の詳細は、株式会社富士通

総研「英国における規制の政策評価に関する調査研究報告書」2を参照。以下その内容を踏まえ整理して

いる）。その特徴的な規制改革の取組は以下の４点である。 

 

（１）規制改革方針 

英国では、前キャメロン政権が示していたように、「100 億ポンドの規制負担を削減する」目標を掲げ

ており、企業規制の徹底的緩和が規制改革方針の大前提として位置づけられている。ただし、各規

制所管府省の特性に応じた影響評価を行うことや影響評価書の第三者評価機関である規制政策委

員会の委員に多様な観点を持つ専門家を任命しており、一定の社会的・環境的観点等が加わった規

制改革方針が導入されている。 

 

                                                   

 
2 株式会社富士通総研「英国における規制の政策評価に関する調査研究報告書」2016 年３月（総務省行政評

価局より受託）http://www.soumu.go.jp/main_content/000411667.pdf 
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（２）規制プロセス 

英国の規制改革プロセスでは、影響評価書を活用することが不可欠となっている。影響評価書には政策

課題、政府介入の必要性、政策目標及び意図する効果、政策オプションの検討状況、費用便益分析などが

整理されている。 

利害関係者からの意見聴取・エビデンス収集時（コンサルテーション）には影響評価書を活用して検討

することが義務付けられている。加えて、規制政策委員会と呼ばれる専門家による影響評価書の第三者審

査を規制改革プロセスの途中段階で挟むことで、規制所管府省に対する強力な差戻し機能が働き、影響評

価書の質が担保される仕組みとなっている。 

その他、事前評価と事後評価の連動性を高めるため、あらかじめ事後評価指標や見直しタイミングを定

めておく“Post Implementation Review”の存在や規制所管府省独自のより良い規制プロセスを管理す

るためのポータルサイトやプロセス管理システムの導入、割引率などを簡易に計算するための“Impact 

Assessment Calculator”などの表計算ソフトフォーマット、“The Green Book”で示される基準値の定

義によるガイダンス機能の充実（死亡リスク：防止された死亡一人当たり 114.5 万ポンドなど）も、より

簡易で洗練された規制改革プロセスの構築に役立っている。 

 

（３）職員スキルとネットワーク 

英国における影響評価担当職員スキルという観点からは、規制所管府省内に影響評価の検証スキルを保

有した経済学者や社会学者が存在することが挙げられる。また、第三者評価機関である規制政策委員会内

にも影響評価の検証スキルを保有した経済学者や社会調査学者が存在することが挙げられる。 

以上に加えて、影響評価をはじめとするより良い規制に向けた人材スキル定義と研修メニューが存在し

ており、職員能力向上を図るための人材育成ガイドラインが確立している。さらに、各府省の情報共有や

共通課題解決のため、より良い規制ユニット会議を週一度実施し、密度の高い情報共有を府省間で行って

いる。 

なお、影響評価を行うにあたっては、基礎情報の収集を行うために極めて大きな職員負担がかかる。そ

のため、外部に“What Works Centre”と呼ばれる分野ごとのエビデンス収集・分析・蓄積組織と規制所

管府省との連携を図る“What Works Network”という仕組みがあり、規制所管府省の依頼に基づき、規

制改革に関する基礎的なエビデンス形成を行うためにこれらの組織とネットワークが重要な役割を果た

している。 

 

（４）インセンティブ 

英国の影響評価に取り組むインセンティブという観点からは、規制改革プロセス上利害関係者との意見

聴取・エビデンス収集時（コンサルテーション）の前後で２回影響評価書を作成・活用することが義務付

けられており、そのタイミングまでに影響評価書を作成するインセンティブがある。 

また規制所管府省内のより良い規制ユニットや第三者評価機関の規制政策委員会による差戻し機能が

あり、早く質の高い影響評価書を作成するインセンティブがある。加えて、重点的に実施する影響評価と

簡易的に実施する影響評価を分けるファストトラック制度があり、重点的に実施する影響評価に注力する

ことが可能な仕組みとなっている。 

 

なお、英国における規制改革プロセスでの政策評価の活用前提として、規制の受け手側に影響評価が政

策決定に向けたひとつの方法であることを理解させ、確かな答えを約束しているわけではないことを示し

ている点が留意点として挙げられる。このような前提がなければ、行政組織は誤りを犯すことを恐れる「無

謬性の原理」にとらわれ、規制検討の初期段階で影響評価を行うことはリスクが大きくなる。 

そのため、例えばであるが単位×数量の単純化した評価書フォーマットや“The Green Book”に示さ

れているような一定の計算方法や基準を示すことも、この無謬性の打破に向け重要な取組となる。 
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３．国家戦略特区における規制改革機能の強化 

先に見たとおり、特区ＷＧと内閣官房・内閣府及び規制所管府省との議論の共通の土俵となるエビデン

スが不明確であり、特区ＷＧ委員や内閣官房・内閣府側に問題の挙証責任がある構造となっている。この

課題を解決するためには、以下の２点が重要な要素となる。 

 

（１）規制遵守費用の算出と規制所管府省の挙証責任の義務付け 

英国の事例を参考にした場合、規制改革メニューの追加に関して、規制所管府省との折衝が暗礁に乗り

上げた場合には、まず規制遵守費用の算出と比較を行うことを基本とする必要がある。規制遵守費用とは、

「ある規制を実施した場合の国民や企業の規制負担を費用換算したもの」と定義できる。この費用につい

て、既存規制を維持した場合と国家戦略特区による規制改革を実施する場合の同費用を比較することで、

規制を遵守する国民や企業負担の差異が明らかとなる。規制改革においては既に規制が存在しており、そ

の負担の軽減が重要になり、便益に比べて算出も簡便であるため、規制遵守費用の算出が取組の第一歩と

なる（そのほかの代表的な費用には、行政機関が規制を執行するための「行政執行費用」がある）。 

この際に重要な考え方が、政策決定に関する合理的形成仮説と組織的形成仮説の違いである。合理的形

成仮説とは、公共政策を目的と手段の連鎖構造として捉え、社会科学的分析手段を評価結果に結びつける

考え方を指す。この考え方は、科学的分析手段でもたらされる結論を、公共政策上の次の意思決定に必ず

フィードバックし連動させることを基軸としている。 

対照的に組織的形成仮説では、評価結果を次の公共政策の意思決定にフィードバックし連動させること

を必ずしも目的としていない。評価結果の公表は、行政内部や国民に対する教育的・情報共有的性格を強

くし、アクター相互間の利害調整を優先しやすいため、見直しのスピードも漸次的となりやすい。 

現状の国家戦略特区制度は構造改革特区制度よりも改善されているものの、基本的に組織的形成仮説を

基に設計された制度と言える。それは規制改革メニューの形成にあたって、統一的な社会科学的分析手段

を活用しておらず、公共政策上の次の意思決定に必ずフィードバックし連動させる仕組みとはなっていな

いためである。このため、特区ＷＧ及び内閣官房・内閣府と規制所管府省との折衝は、構造改革特区制度

同様、政治主導が弱まれば、アクター間の政治的・行政的・業界的パワーゲームとしての性格を強めかね

ない。 

これを抑止するためには、既存規制を維持する場合と国家戦略特区による規制改革を実施する場合を比

較し、規制改革を実施しない場合の規制遵守費用が高く、規制改革を行わない選択肢を規制所管府省がと

る場合、規制所管府省に規制改革を行わない「エビデンス」を示すことを義務付ける。これは、組織的形

成仮説により設計された国家戦略特区制度に、合理的形成仮説の要素を加えることにほかならない。 

規制遵守費用であれば、一定のフォーマットに基づき、簡易的に整理することも可能であるため、特区

ＷＧ及び内閣府・内閣官房と提案者である地方自治体や事業者が作成することが期待される。 

 

（２）費用便益分析の活用と規制所管府省の挙証責任の義務付け 

規制遵守費用のみで判断が困難となる「便益」が極めて大きな規制改革に関して、折衝が暗礁に乗り上

げた場合には、当該規制改革の費用便益分析に取り組むことが求められる（費用便益分析は負荷が高いた

め、特区ＷＧなどで対象を検討することが望ましい）。 

規制遵守費用の算出に比べて、便益の算出は困難性が高まる。そのため、内閣府規制改革推進会議や総

務省行政評価局が所管する規制の事前評価も含めて、英国で示されているような統一的な基準値や割引率

などの計算方法の例示を整理することが求められる。加えて、あくまで費用便益分析は一定の基準に当て

はめた場合の計算結果であることを内外に示す必要がある。費用便益分析には金銭価値化が困難な分野を

扱いにくいなどの課題があるが、共通的な議論の土俵を作るためには、ひとつの選択肢として位置づけら

れよう。 
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この結果についても、既存規制を維持する場合と国家戦略特区による規制改革を実施した場合を比較し、

規制改革を実施しない場合の費用便益分析結果が相対的劣位であるにもかかわらず、規制改革を行わない

選択肢を規制所管府省がとる場合、規制所管府省に規制改革を行わない「エビデンス」を示すことを義務

付ける。 

このような費用便益分析を実施するには、専門家の知見が必要となるため、外部委託ないし将来的には

英国の“What Works Centre”のような官民連携型のエビデンス収集・分析・蓄積組織を設置することも

検討に値する。 

 

おわりに 

国家戦略特区は規制改革メニュー対象や採択数、区域指定など「結果」のみに注目が集まりがちである。

しかし、地方自治体側や事業者も「プロセス」のあり方に注目し、地方自治体があるべき姿を希求し、そ

れに向けた規制等を変更しようとする「積極的自由」を担保する手段として、より有効な国家戦略特区制

度となるよう、政府関係機関に働きかけることが重要である。 
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