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エビデンスと財政情報 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

統一地方選後の新たな地方政治が動き出す。そこで求められるのは、エビデンスに基づく政策展開であ

る。エビデンスに基づくとは何か。それは、数式的評価によって政策の意思決定を行うことではない。住

民に必要な情報を提供し、なぜ政策的な意思決定を行ったのか、政策決定のプロセスとそこで提供される

意思決定に影響を与えた情報を共有することである。いろいろな利害関係を政治的なパワーゲームの中で

相互に調整すること自体を否定するものではない。仮に政治的パワーゲームによって政策決定したとして、

根拠となる情報と、情報が如何なるプロセスで意思決定に活用されたかを明らかにすることである。 

 

１. エビデンスの意味 

エビデンスによる政策展開とは、その背景となる政策情報の見える化とその共有を意味する。すなわち、

エビデンス型の政策議論が求められている。例えば、当該事業の地域にとって必要性を何によって判断し、

事業計画の前提となった財務計算は如何なる根拠で試算されたのか、その試算に対して如何なるリスクを

認識していたかなどを共有した議論である。特定の利害関係者間の調整や政治的パワーゲームによる調整

ではなく、当該政策の選択肢を選んだ理由を明確に住民や納税者にも説明することを担保した議論となる

必要がある。そして、特に求められる点は、単独の選択肢だけを示すのではなく、政策選択肢を複数示し

たうえでその背景にある情報を共有しつつ比較を行うことで、客観性を担保することである。議会の機能

として行政へのチェック機能は重要である。しかし、それだけでは議会や行政に対する信頼を高めること

はできない。住民監査請求、住民投票、行政事件訴訟等、住民の問題意識や直接の政策参加意識が徐々に

高まる中で、行政経営の面からも政策情報の見える化が不可欠な課題となっている。 

ただし、留意すべき点がある。それは、エビデンスにはふたつの類型があることである。ふたつの類型

とは、「法的エビデンス」と「政策的エビデンス」である。法的エビデンスとは、過去の出来事に対する

確実な証拠に基づき適法・違法等を判断するための情報であり、政策的エビデンスとは、将来の姿を描き

推測的証拠により地域や組織のあり方を考える情報である。政策的エビデンスが不可欠とする将来に向け

た推測的証拠は、常に不確実性、すなわち、リスクを必然的に抱えざるを得ない。この不確実なエビデン

スを有効に活用し政策を進化させるには、民間企業では恒常化しつつあるリスクマネジメントの充実の視

点が、第三セクターそして行政機関でも必要となっている。政策的エビデンスを法的エビデンスと同様の

性質として政策議論に位置づけてしまうと、常に過去を見る視点に留まり、創造的政策による社会の進化

が困難となる。将来に対する不確実性は、リスクであると同時にチャンスを意味している。不確実性から

生じるリスクを受け止めないことは、将来に向けた地域のチャンスを奪い政策の進化を失わせる要因とも

なる。また、足元の２～３年の視野だけでなく、10～20年といった経済社会の構造的変化を見据えた議論

が必要であり、そのためには長期的視点からの推測的証拠の形成と活用が前提となる。しかし、長期化す

ればするほどリスクは輻輳化し拡大する。なぜならば、不確実性を生み出す要素が時間軸の長さと共に拡

大するからに他ならない。長期的視野を持つエビデンス形成のためには、予測の正確性の追求だけでなく、

リスクと向き合い推測と異なる状況への対応を常に意識するリスクマネジメントがエビデンスの視点か

らも重要となる。 

 

２. 財政情報の質 

統一地方選後の首長や議会において、特に重要な課題が予算問題である。その際に、予算をどこに配分

しどれだけ支出するかだけでなく、財政制度自体に目を向け、制度運営の改善による自治体経営の先駆的

取組に視野を広げていく必要がある。その原点は、財政情報の質を改善することである。財政情報を支え

る公会計の大きな目的は、「財政民主主義の充実を通じた財政統制の進化」と「自治体経営の質的向上」
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にある。前者の財政民主主義の充実を通じた財政統制では、財政法の諸原則に基づき議会の審議・議決に

より予算が確定し、議会の議決通りに執行しているか否か決算を通じて明確にすることが重要な課題とな

る。すなわち、予算・財政の民主主義による妥当性の担保である。しかし、さらに財政統制を進化させる

には、予算・決算プロセスの妥当性に加えて、情報の質が担保されているか、適正性の評価が必要となる。

適正性を担保する評価軸は、①責任の明確化、②有用性の重視、③保守主義の重視、④帰属の明確化であ

る。①責任の明確化は、当然に予算の管理・執行等に関する責任の所在を明確にすること、②有用性の重

視とは、住民が財政について認識し理解するために必要な内容になっていること、④帰属の明確化とは、

財政支出に伴って生じた資産・負債等ストックの帰属がどこにあるかを明確にすることである。 

そして、今まで以上に今後重視することが求められるのが、③保守主義の重視である。保守主義とは、

将来も含め住民に不利益を与える情報を予め確実に住民に伝えることを意味する。この点は、財政法の単

年度主義とは視点が異なる性格を持つ。単年度主義は、予算の歳入・歳出は会計年度で決められた期間ご

とに区切って議決を受けることで、財政の透明性を確保することを意図している。しかし、保守主義の原

則は単年度の視野だけでなく、将来に歳出や何らかの住民負担が不可欠、あるいは不確実性はあるものの

発生する危険性がある場合（住民に不利益を与える情報）は、それに関する財政情報を認識し、単年度の

予算の是非を判断することが求められる。すなわち、単年度の予算の是非を判断するために不可欠、ある

いは単年度の予算を執行することで将来に与える影響を明確にすることである。このため、議決対象とな

る予算自体は単年度主義が基本となるものの、予算審議の前提となる情報として、将来に与える影響等を

明確にすることが保守主義の基本となる。したがって、議会で単年度の予算を審議・議決する場合に議決

対象となる予算書だけでなく、その予算書の注記や参考資料で将来に与える影響等を明確にし、それを認

識・理解したうえで審議・議決することが必要となる。さらに、住民に不利益を与える情報自体、情報化

時代が到来し20世紀と21世紀の今日において大きく異なっている。この構造的変化を適切にとらえるため

にも、管理会計の充実は重要となっている。内部統制と密接な関係を持つのが、管理会計である。地方自

治体に求められる内部統制とは、（a）業務の有効性・効率性の確保、（b）財務の信頼性の向上、（c）事業

活動に関わる法令遵守、（d）資産の保全を実質的に達成することを目的として、「組織内のすべての者に

よって遂行されるプロセス」を意味している。すなわち、ガバナンスの質的向上である。この内部統制に

おいて、組織内の各セグメントが適切な意思決定のために活用するのが管理会計である。管理会計におけ

るセグメントの設定は、財政情報そして意思決定の質として重要となる一方で、政治的には既得権の対立

を生む点でもある。なぜならば、資源配分すなわち利益誘導の見える化を進めるからである。最も一般的

なセグメントは、行政組織の縦割りによる部局ごとのセグメントであるが、セグメントはこれだけに限ら

れない。（ⅰ）施設単位のセグメントを設定し、施設の統廃合等の意思決定に向けた財政情報の形成と把

握、（ⅱ）事業単位のセグメントを設定し、事業の廃止・優先順位の判断等に向けた財政情報の形成と把

握、そして（ⅲ）世代単位のセグメントを設定し、予算支出や税負担等が世代間でどのような配分になっ

ているかを検証する財政情報の形成と把握、さらに（ⅳ）地域単位のセグメントを設定し、地方自治体内

の地域ごとに予算支出等がどのような構図にあり、時系列で如何に変化してきたか等を検証するための財

政情報の形成と把握など、多様に存在する。政治参加の手法が多様化する中で、自治体経営の体力と信頼

性を高めるには、財政情報の質を改革していく必要がある。 
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教育する組織 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

年齢・職種等、職員構成の歪みが進行する中で、地方自治体職員の専門知識や経験の継承の困難化、OJT

の機能の空洞化等が大きな課題となっている。そうした実態を踏まえ、経済社会構造が急速かつ大きく変化

する時代においては、変革型リーダーシップ論を改めて認識し、組織自体にリーダーシップ機能を埋め込ん

でいく「教育する組織」の視点が重要となる。そこでは、日常の反復業務やルール通りの管理に長けた「マ

ネジャー機能｣に加え、変革を実行する「リーダー機能」の重要性を改めて強調しビジョンコンセプトを提

示し、それを実行するべくメンバーに働きかける機能を、特定の個人に依存するのではなく、組織として形

成することを目指す。すなわち、特定の人材による機関車的リーダーではなく、リーダー機能が組織のあら

ゆる階層に存在し、リーダー機能自らが次世代のリーダーを生み出していく仕組み・組織づくりが大切であ

るとする「リーダーシップ･エンジン」論が中心となる。 

リーダー機能が行うべきことは、①ステップを辿りながら変革を実行することに加え、②組織システムへ

働きかけることである。組織システムに働きかけるとは何か。それは次の３つのレベルへの働きかけである。

（a）技術的システム（経営資源の組織化）、（b）政治的システム（フォロワーにやる気を起こさせるために

権力、影響力、報酬をどのように使うか）、（c）文化的システム（フォロワーを結束させる規範と価値観）

である。そして、３つのレベルが機能することで、全階層に必要なリーダー機能が埋め込まれ、急速な変化

に対して組織が素早く行動するインフラが形成される。組織の全階層で、人々が発想、価値観、エネルギー

と大胆な意思決定力をもって、素早くかつ適切に意思決定し行動する体質である。そのためには、現実を把

握し、創造的に発想し、行動を起こせるリーダー機能自体が組織の各層に存在する必要がある。特定の人材

に依存するリーダーではなく、組織的・人的ネットワークの中に埋め込まれたリーダー機能が重要となる。

こうした機能を組織に組み込むには、「教育する組織」が不可欠である。組織は、リーダー機能を高く評価

し、リーダーシップ機能の発揮に期待し報いる文化があり、リーダー機能の育成に時間と資金を積極的に使

うことが求められる。あらゆる機会を用い、組織の全階層でのリーダーシップを奨励し、トップに立つリー

ダー機能が他のリーダー機能の育成に自ら取り組み、慎重かつ体系的にリーダー機能を育成する。リーダー

機能の目標は「学習する組織」のさらに上をいく「教育する組織」を創り出すことであり、組織の各層にい

るリーダーは、自分が学んだことを積極的に他者に教えるという責任を持つ。 

教育すべき組織での育むべき領域は、（ⅰ）アイディア、（ⅱ）価値観、（ⅲ）エネルギー、（ⅳ）エッジの

４つである。（ⅰ）アイディアとは、何故その役割に携わるのか、どうやって付加価値を加えるのか、組織

の様々な部門が互いに如何に関わるのか、明確なネットワーク形成が重要な意味を持つ。（ⅱ）価値観とは、

望まれる行動と受け入れられない行動の明確な境界線をもち、厳格に実行する姿勢である。リーダー機能は

絶えず組織の価値観を考え、組織全体に浸透させることが求められる。（ⅲ）エネルギーとは、変化の激し

い社会で敏速に行動するには、リーダー機能だけでなく、フォロワーがエネルギーをどれだけ高めることが

できるかが重要な要素となる。また、フォロワーに決定を下すための準備環境を十分に提供し、決定事項が

確実に履行されるように体系的なフォローアップをセットする。（ⅳ）エッジとは、厳しい決断を下す力、

現状に甘んじず自己の信念を断行する機能である。そこでは、ポートフォリオに対する決定＝時間、資金、

人員をどこに投資するかの決定と、人間に対する決定＝現実を直視した人々に対する厳しい決定が求められ

ている。 

 

 

政策シグナル 
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中国の資金流出入 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）中国国家統計局、中国外貨管理局資料により作成。 

 

中国の経常収支が 2018年に 491億米ドルとなり、黒字幅は 2017年の 1,951億米ドル対比約 1/4に減

少しており、対 GDP比も 2017 年の 1.6％から 2018年の 0.4％となり、均衡状況に向かっている。特に、

貿易収支は、2017年の 4,759 億米ドルから 3,952億米ドルに黒字幅が減少している。米中の貿易摩擦問

題と世界経済の減速が、中国経済の対外関係に大きな影響を与えていることが分かる。一方で、サービ

ス収支は 2018 年に 2,922 億米ドルの赤字となり、前年対比約 350 億米ドル増加している。その背景と

しては、圧倒的に大きなウェートを占める旅行収支が約 200億米ドル増加したほか、知的財産権支払い

が 2017 年の 239 億米ドルから、2018 年には 302 億米ドルに赤字幅を拡大していることにある。中国経

済の知的所有権保護の姿勢が世界から問われる中で、サービス収支・知的財産権支払いの動向が政策的

にも注目点となる。一方で資本金融収支は、2017 年の 179 億米ドルから 2018 年の 1,111 億米ドルに黒

字が拡大している。主因は金融収支・直接投資にある。2018年の直接投資額は 1,070億米ドルの黒字と

なり、前年対比 800 億米ドル増加している。流出が減少し、流入が増加する傾向を示したことによる。

また、証券投資も同様に黒字幅を拡大させており、中国経済からの資金流出に歯止めが生じたことを示

している。 

なお、中国の外貨準備が５カ月連続での増加となり、３月現在で 3兆 988億米ドルとなった。世界に

おける外貨準備に占める中国元のボリュームも増加しており、世界各国の外貨準備に占める中国元の比

率は、1.9％まで上昇し、米ドル、ユーロ、日本円、英国ポンドに続き、世界第５位とカナダドルを上

回る規模となった。米ドルは全体の 61％強となっており圧倒的なシェアを占めているものの、徐々にシ

ェアを落としている背景には、中国元の拡大がある。中国元が拡大している理由としては、中国経済の

成長と同時に、IMFが特別引出権の構成通貨に中国元を 2016年以降採用したことが根底に存在している

と見られる。米中の貿易摩擦問題の先行き等は、当然に経常収支・資本金融収支動向にも影響を与える

ことから、金融市場の視点からもその政策のあり方を検討していく必要がある。 
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「質の高いエビデンス」を活用するための「成果」の捉え方 
―地方自治体における行政評価と EBPM 

株式会社富士通総研行政経営グループ 中村 圭 

 

はじめに 

人口減少や社会経済情勢の変化に伴う経営資源の減少の懸念、取り組むべき問題の多様化・複雑化等

を背景として、限られた経営資源を有効に活用し政策効果をより高めるために「証拠に基づく政策形成

（evidence-based policy making : EBPM）」の推進は府省のみならず地方自治体においても重要な取組

となっている。府省では、内閣総理大臣を議長とする「官民データ活用推進戦略会議」の下に設置され

た「EBPM推進委員会」によって政府横断的な「エビデンスに基づく政策形成」の推進が図られているも

のの、地方自治体においては埼玉県1や葉山市2の取組など一部の自治体において先進的取組は見られる

ものの、地方自治体全体としてみるとEBPMに向けた取組は緒についたばかりといえる。 

EBPMの推進に際しては、政策形成・評価のプロセスにおいて府省では政策評価や行政事業レビュー、

多くの地方自治体では行政評価が既に組み込まれており、EBPMを新たな枠組みとしてプロセスに導入す

ることによって職員負荷を高めることが懸念される。 

本稿では、EBPMを新たな取組として政策形成・評価プロセスに追加することによる職員の負担増に対

する懸念を踏まえ、多くの地方自治体が実施している行政評価とEBPMにおける「成果」の捉え方の違い

に焦点を当てた上で、全庁的に研究者や府省等の創出する「質の高いエビデンス3」を活用するための行

政評価の在り方、行政評価における「成果」の捉え方に関する考察を実施する。 

 

１．地方自治体の行政評価における「成果」の捉え方 

総務省「地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果（平成 29年６月）」によると、

平成 28年 10月１日現在において 1,788自治体中 1,099自治体が行政評価を既に導入している。自治体

規模別に導入率を見ると、都道府県で 100.0％、政令指定都市で 95.0％、中核市で 93.6％、施行時特

例市で 97.3％、市区で 83.5％、町村で 38.9％と市区以上の規模の自治体では導入率が８割を上回って

いる。また、行政評価の成果としては「成果の観点で施策や事業が検討された」が 78.3％と最も高く

なっており、総務省「地方公共団体における行政評価の取組状況等に関する調査結果（平成 26年３月）」

の調査においては「行政評価のねらい（導入当初）」において「行政活動の成果向上」が 77.0％、「行

政評価のねらい（現在）」において「行政活動の成果向上」が 82.1％に上るなど、多くの自治体が行政

評価の実施によって施策・事務事業や行政活動の「成果」の向上を図っている。 

しかし、「成果」の捉え方は地方自治体間で一致しているわけではない。例えば、下表のように当初

掲げた目標値の達成状況を「成果」としている場合や、計画通りの事業の進捗状況を「成果」としてい

る場合、住民満足度の向上を「成果」としている場合など、自治体間または自治体内において「成果」

の捉え方は異なっている。なお、「成果」は各自治体が重視する内容等を価値判断に基づいて設定する

ものと考えられるため、一定の正解はないものと考える。【図表１】 

 

 

                                                   
1 埼玉県学力・学習状況調査と EBPM」では、同一児童生徒の変化を継続的に把握するパネルデータを用いて「主体的・

対話的で深い学びは、子供たちの学習方略の改善や非認知能力の向上を通じて、学力を向上させる」ことなどが分析さ

れたことが紹介されている。 
2 「葉山町きれいな資源ステーション協働プロジェクト」では、ランダム化比較実験（Randomized Controlled Trial : RCT）

により不法投棄防止に有効な取組の分析等が実施されたことが紹介されている。 
3 本稿において「質の高いエビデンス」は、ランダム化比較実験（Randomized Controlled Trial : RCT）等の統計的手

法に基づいて厳密に検証されたエビデンスレベルの高いエビデンスとしている。エビデンスレベルについては「図表２」

を参照のこと。 

事例研究 
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図表１ 地方自治体の行政評価における「成果」の捉え方 

「成果」の捉え方 概要 

当初掲げた目標値の達成 

総合計画等で掲げた指標に対する目標値の達成状況を「成果」と捉え

る。達成状況をＡ・Ｂ・Ｃなど指標化し、Ａが多いほど「成果」が上

がっているとする。 

事務事業等の計画的な進捗 
自治体が取り組む事務事業等の活動量・アウトプットを「成果」とし

て捉え、多く取組を実施することで「成果」が上がっているとする。 

住民満足度の向上 
住民意識調査の結果等による住民満足度を「成果」として捉え、住民

満足度の向上を「成果」が上がっているとする。 

社会経済動向等の指標変動 

合計特殊出生率、工業生産額、生活保護率などの自治体の取組以外の

影響を強く受ける社会経済動向等の指標変動を「成果」として捉え、

望むべき方向性への指標変動を「成果」が上がっているとする。 

 

 

２．EBPMの視点に基づく「成果」の捉え方 

EBPMにおける「成果」とはどのようなものであろうか。内閣府「平成30年度内閣府本府EBPM取組方針

（平成30年４月）」では、「より質の高いエビデンスに基づいた事例の創出を目指す」という記載があり、

エビデンスの質のレベルに係る目安として下表が記載されている。【図表２】 

図表２ エビデンスの質のレベルに係る目安 

出典：内閣府「平成 30年度内閣府本府 EBPM取組方針（平成 30 年４月）」 

↑ 

↑ 

質が 

高い 

レベル１ ランダム化比較実験 

レベル２a 差の差分析、傾向スコアマッチング、操作変数法等 

レベル２b 重回帰分析、コーホート分析 

レベル３ 比較検証、記述的な研究調査 

レベル４ 専門家等の意見の参照 

 

ランダム化比較実験や差の差分析、傾向スコアマッチングなどに基づくエビデンスを前提としている

ことから、“他の要因によるものではなく介入（事務事業等の実施）により生じた変化”を「成果」と

して捉えており、その「介入により生じた変化」の因果関係の証明を「エビデンス」としていることが

伺える。また、経済産業省のEBPM推進事業「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」や「省

エネルギー投資促進に向けた支援補助金（うち、エネルギー使用合理化等事業者支援事業）」などにお

いても、同様に「他の要因によるものではなく介入により生じた変化」を「成果」とした上で、その「成

果」検証が予定されている4。 

「他の要因によるものではなく介入により生じた変化」という「成果」の捉え方はこれまでの地方自

治体の政策形成・評価のプロセスにおいて必ずしも前提とされてきたわけでなく、解釈が容易でない可

能性が考えられるため、義務教育における理科の光合成の実験を用いた説明を行う。 

光合成の実験では、一つの植物から生える２つの葉のうち一方をアルミホイルで覆うことで日光（介

入）を遮断し、もう一方を日光（介入）に浴びせることで日光（介入）の有無による差異・変化を比較

することで、光合成には日光（介入）が必要となること（日光（介入）により光合成が生じていること）

を観察している。これは対照実験と呼ばれる実験方法であり、１つの条件（光合成の実験では日光）以

                                                   
4 「経済産業省における EBPM の取組」において「EBPM 推進事業における検討例」として説明されている。「ものづ

くり・商業・サービス経営力向上支援事業」では景気変動等のバックグラウンドの影響を排除した上で、補助金が起業

の売上高・生産性に与えた影響を検証することとし、「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（うち、エネルギー

使用合理化等事業者支援事業）」では「事業の真の効果（＝補助金が交付されなければ設備が導入されない企業、補助

金が交付されなくても設備が導入されている企業など）を検証する」としている。 
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外のその他の条件を一定とした上で観察される差異・変化を踏まえて、異なる１つの条件が与える影響

を検証する方法である。「他の要因によるものではなく介入により生じた変化」という捉え方は、この

対照実験と同様であり、政策による介入以外の条件を一定とした上で観察される政策介入による変化と

捉えることができる5。【図表３】 

図表３ 光合成の対照実験 

 

地方自治体の取組内容に当てはめる場合には、理科室での実験と異なり介入以外の条件を全て同一と

することは不可能であるが、理論上は同一の住民・企業等の一方に介入し、もう一方に介入しなかった

場合の両者の差異を「成果」と捉えることとなる。具体的に就労支援事業を例に考えると、学歴・経験・

就労意欲・居住地域等の就労に関する条件が全く同一の失業者を比較対象とした上で、一方にのみ就労

支援（介入）を実施した後の就労状況の違いを観察することで就労支援（介入）の「成果（他の要因に

よるものではなく介入により生じた変化）」を測定することが可能となる6。【図表４】 

図表４ 就労支援の効果分析 

 

                                                   
5 「光合成の実験」では日光（介入）以外のその他の条件が一定である２つの葉の差異を観察することで日光（介入）が

与えた影響を観察しているが、この日光（介入）による差異が EBPM における「成果」と捉えることができる。当該

「成果」が偶然により発生したのではなく日光（介入）によって生じたという因果関係を統計的手法等を用いて証明し

たものが「エビデンス」と捉えることができる。 
6 パラレルワールドの存在を前提とした場合には、１つの世界の失業者Ａには就労支援（介入）を実施し、別の世界の失

業者Ａには就労支援（介入）を実施しなかった場合の、２つの世界における失業者Ａの就業状況の違いとを「成果」と

捉えることも可能である。 

アルミホイル
※日光を遮断

比較対象の設定 日光（介入） 変化の確認

同一の植物から２つの葉を選択
この時点では

２つの葉の条件は同じ

日光（介入）の有無が２つの葉の違い
↓

違いは日光（介入）による変化

就業
支援

比較対象の設定 就労支援(介入) 変化の確認

学歴・経験・就労意欲等の
就労に関する条件は同じ

就業支援（介入）の有無が２人の違い
↓

就労状況の違いは就労支援
（介入）の影響
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このような「成果」の捉え方により、例えば就労支援（介入）を実施しなかった場合においても時間

の経過等により就労が実現した対象者への就労支援（介入）の実施は、一見すると就労支援（介入）に

より就労が実現しており「成果」が上がったようにみえるものの、実際には「成果」はなかったものと

捉えることが可能になる。また、この「成果」の捉え方により、就労支援（介入）を受ける失業者はも

ともと就労意欲が高く、就労支援（介入）を受けなかった失業者と比較して本来的な就業率が高い場合

などに生じる介入効果の過大推計も考慮・対処することが可能となる7。 

 

３．EBPMの視点に基づく行政評価における「成果」の捉え方 

「はじめに」で述べたとおり、地域の人口減少や経営資源の減少、地方自治体を取り巻く問題の多様

化・複雑化の進展等を踏まえると、「他の要因によるものではなく介入により生じた変化」を「成果」

として捉え政策効果をより高めていくことは地方自治体において重要となっている。なぜなら、「他の

要因によるものではなく介入により生じた変化」を考慮することなく事務事業等を継続することは、介

入を実施せずとも想定された変化が生じたであろう対象に介入を継続すること、就労支援（介入）の例

を用いると、就労支援（介入）を実施せずとも就労が実現したであろう対象への就労支援（介入）を継

続していることになるからである。 

しかし、前述した地方自治体の行政評価における「成果」の捉え方ではEBPMにおける「成果（他の要

因によるものではなく介入により生じた変化）」を考慮することが下表のとおり困難になる。【図表５】 

図表５ EBPMにおける「成果」分析時の問題 

「成果」の捉え方 EBPMにおける「成果」分析時の問題 

当初掲げた目標値の

達成 

目標値が EBPMにおける「成果」を測定することを前提として設定されている

場合には、目標値の達成状況をＡ・Ｂ・Ｃなどで指標化することは可能である

が、ほとんどの場合においてそのような目標値の設定はされていないため、

EBPMにおける「成果」を捉えることは困難となっている。 

適切に EBPMにおける「成果」を測定する指標設定が全庁的に定着していない

段階においては、目標値の達成状況は「成果」の定義を見えにくくする可能性

があると考える。 

事務事業等の計画的

な進捗 

計画的な進捗を「成果」としている場合には、EBPMにおける「成果」を実現

するための事務事業等の実施状況（活動量・アウトプット）にのみ焦点が当て

られ、EBPMにおける「成果」を捉えることは困難となっている。 

住民満足度の向上 

特定の取組・施設等の利用者の満足度である場合には、事務事業等による介入

による変化を捉えることが可能となる場合もありえるが、通常用いられる住民

全体の子育て支援・高齢者支援等の政策・施策等に対する満足度は介入を実施

していない対象も測定対象として含んでいるため、EBPM における「成果」を

捉えることは困難となっている。 

社会経済動向等の指

標変動 

合計特殊出生率、工業生産額、生活保護率など自治体の取組以外の影響を強く

受ける指標を「成果」を測定するための指標と設定している場合には、介入に

よる直接の効果以外の影響を大きく受けているため、EBPMにおける「成果」

を捉えることは困難となっている。 

 

 

 

 

                                                   
7 前述したとおり理科室で実験と異なり、地方自治体が実施する取組（介入）においては学歴・経験・就労意欲等の就労

に関する条件が全く同一の失業者を比較対照として設定することは困難である。そのために、ランダム化比較実験

（Randomized Controlled Trial : RCT）や回帰分断デザイン（Regression Discontinuity Design : RDD）、差分の差

分（Difference in Differences : DID）などの統計的手法が厳密な政策効果測定のために用いられている。 
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「成果」に対する捉え方が異なっているために、地方自治体がこれまで取り組んできた行政評価の枠

組みにおいてEBPMにおける「成果」を考慮することが困難であることを示したが、そもそも地方自治体

は「（EBPMの『成果』に対する）エビデンス」に対してどのように取り組むべきであろうか。地方自治

体、特に中核市より規模の小さい基礎自治体等においては、事務事業等の特性や職員数等を踏まえると、

全庁的に「質の高いエビデンス」の創出に取り組むことは困難と考える。そのため、全庁的な取組とし

ては、研究者や府省等が創出した「質の高いエビデンス」の「活用」を推進することが重要である89。 

しかし、地方自治体の行政評価でEBPMにおける「成果」を考慮できない場合には、行政評価の枠組み

の中では研究者や府省等により創出された「質の高いエビデンス」の「活用」も困難となる。地方自治

体の行政評価における「成果」とEBPMにおける「成果」の捉え方が同様である場合には、行政評価の繰

り返しの中で地方自治体は「質の高いエビデンス」を求めることが想定される。一方で、「成果」の捉

え方が異なっている場合には、目指す方向性が異なっているために、行政評価の繰り返しの中ではEBPM

における「成果」に対する「質の高いエビデンス」が求められることは考えにくい。【図表６】 

図表６ 行政評価の繰り返しによる「成果」の行政評価におけるエビデンスの質の向上のイメージ10 

 
 

 

 

 

 

                                                   
8 詳細は「基礎自治体での EBPMの推進に向けて―データ取扱時の基礎的留意点」に記載している。 
9 なお、「質の高いエビデンス」の創出・活用の有用性を全庁的に展開するためのモデルケースの創出のために、特定の

事務事業等を対象として「質の高いエビデンス」を創出することは、地方自治体においても取組可能であり重要な事項

と考える。しかし、本稿では「質の高いエビデンス」に基づく取組の全庁的な展開に焦点を当てている。 
10 地方自治体の行政評価において【図表２】の「レベル３ 比較検証、記述的な研究調査」の評価を実施するなど「成果」

の捉え方が同様である場合には、行政評価の繰り返しの中で研究者や府省等が創出する「レベル１ ランダム化比較実

験」や「レベル２a 差の差分析、傾向スコアマッチング、操作変数法等」等による「質の高いエビデンス」の活用を求

めることが想定される。しかし、事務事業等の計画的な進捗等を「成果」として捉えている場合には目指している方向

性が異なっているために、行政評価の繰り返しの中で「レベル１ ランダム化比較実験」等の「質の高いエビデンス」

を求めることは考えにくい。 

Plan

Check
Act

行政評価の繰り返し

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
お
け
る
「成
果
」の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
質

EBPMと同様の「成果」の捉え方

Do
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Check
Act

Do
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Check
Act

Do

Plan

Check
Act

Do

Plan

Check
Act

Do

Plan

Check
Act

Do

EBPMとは異なる「成果」の捉え方

自治体による比較検証
エビデンスレベル３

研究者・府省の質の高
いエビデンスの活用
エビデンスレベル２

研究者・府省の質の高
いエビデンスの活用
エビデンスレベル１
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地方自治体の行政評価において「質の高いエビデンス」を活用するためには、少なくとも行政評価の

枠組みの中でEBPMにおける「成果」の考え方を取り入れ、「成果」に対するより質の高いエビデンスを

求めていくための制度を構築することが必要であろう。具体的には行政評価の場面で使用する「成果指

標」の設定時において、EBPMにおける「成果」の考え方を前提とした上で“介入対象の行動変容を測定

すること”が重要になると考える1112。測定指標の例としては下表のようなものがあり、この取組を実施

することで、研究者や府省等で創出される「質の高いエビデンス」の活用が可能になるであろう。【図

表７・８】 

図表７ 介入対象の行動変容を測定する指標（例） 

事務事業等（介入） 介入の対象 測定指標（例） 

研修・セミナー 研修・セミナーへの参加者 研修・セミナー参加者の行動変容 

補助金 補助金の受領者 補助金受領者の行動変容 

規制 規制の対象者 規制対象者の行動変容 

イベント イベントへの参加者 イベント参加者の行動変容 

施設整備 施設の利用者 施設利用者の行動変容 

図表８ 研究者や府省等が創出する「質の高いエビデンス」に基づく事務事業等の改善・見直し 

 

 

EBPMの議論では、比較対象を含めた介入前後のデータ収集の必要性等が議論される場合がある。介入

の「成果」をより厳密に測定するためには重要だと考える。しかし、EBPMにおける「成果」を測定する

ための適切な指標が設定されていなければ、適切な比較対象の設定や適切な「成果」の測定ができず、

データ等の収集を実施したとしても期待していた活用が実施できない可能性が高い。活用することので

きないデータ収集等に対して職員の貴重な時間等の経営資源等を割かないためにも、地方自治体におい

て全庁的なEBPMを推進する際には、原則として介入対象の行動変容を測定するための適切な指標設定を

行うことが重要である。 

 

 

 

 

 

                                                   
11 地方自治体の行政評価において「成果」として捉えられる場合のあった「事業の計画的な進捗」や「社会経済動向等

の指標変動」等は「成果」として捉えるのではなく、状況把握等のために観察すべき重要な要素と考える。 
12 詳細は「質の高い『エビデンス』の創出に向けた指標粒度の在り方」に記載している。 

行政評価において
EBPMにおける「成果」を考慮
⇒介入対象の行動変容を測定

研究者や府省等が創出する
「質の高いエビデンス」

「質の高いエビデンス」に基づく
事務事業等の改善・見直し

モデルケースによる
「質の高いエビデンス」の創出

「質の高いエビデンス」
の活用

モデルケースによる

「質の高いエビデンス」
の創出
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おわりに 

地方自治体の行政評価における「成果」の捉え方と、府省において推進されているEBPMにおける「成

果」の捉え方の差異に注目した上で、行政評価において「質の高いエビデンス」を活用するためにはEBPM

における「成果」の考え方を前提とした上で“介入対象の行動変容を測定すること”が重要であること

を述べた。 

EBPM は Evidence-Based Policy Making（証拠に基づく政策形成）であり、PDCA におけるＣ（評価）

の場面ではなく、Ｐ（計画）に当たるゼロからの政策形成において適用されるべきという議論もある。

税金等を用いて事務事業等を実施するために、政策形成の最初の段階で「成果」に対するエビデンスを

活用することが本来的には重要であると考える。しかし、少なくとも地方自治体の現場において事務事

業等を全くの新規に創出することは多くなく、事務事業等の見直し・改善を繰り返している状況にある。

そのため、PDCA のＣ（評価）を基点とした上でＡ（活用）・Ｐ（計画）へと適切に繋げるなど PDCA サ

イクルの繰り返しの中で事務事業等の高度化を図ることが重要と考える。 
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