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政策論説

地方自治体の構想力①
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

はじめに
21 世紀に入り、ICT・AI やグローバル化への取組など大きな構造変化に直面し、自治体の職員そして
組織全体の構想力の形成と向上が強く求められている。構想力とは、単なる「思いつき」
、
「他の自治体や
民間組織の先行事例のコピー」
、
「ない物探し」ではない。構想力とは、
「新たなイメージを体系的に形成
すること」である。

１. 非合理な罠
構想力の対象は、地域経済活性化などの大きな課題だけではない。日々の仕事に関する申請書の処理方
式の改善、会議の進め方、窓口業務のあり方など大小にかかわらず対象となる。むしろ、日々の身近な課
題への構想力の積み重ねがあって、組織としての構想力が初めて向上し確実なものになる。
構想力について整理する前に、構想力を阻む要因を整理する。従来の地方自治体は中央集権の下で、必
ずしも今求められている構想力を不可欠とする環境や体質にはなかったからである。このため、新たなイ
メージを生み出す構想力を阻む組織的体質が、無意識の中にも存在するのが現実である。新たなイメージ
は、必ず過去の利害や体質と軋轢を生じさせる。ワンストップ等窓口改革ひとつでも、新たな手法は従来
の仕事の流れ、情報共有の方法や人員配置のあり方などと軋轢を生み出す。このため構想力が求められる
場で、次のような理由で新たなイメージを制約あるいは否定し、従来のやり方を肯定することは個人・組
織を問わず慎まなければならない。自治体の次の可能性を封じ込める罠となるからである。
（１）
「今までやってきたから」の罠
過去の経験や知識を知り尊重することは、重要である。しかし、それに自縛してはならない。経験や知
識も常に進化させることが必要であり、特に ICT・AI、グローバル化が程度の差はあっても全ての地域
で進む中では進化、すなわち、少しずつ日々変化し続ける努力が不可欠となる。
（２）
「数字の大小」の罠
数字を根拠に政策を思考し検証することは、重要である。しかし、数字は構想力を支える材料となっ
ても、構想や判断を決定する要因とはならない。特に自治体の場合、国の定めたルールで統一的に形成
した数値データだけでは、地域の特性を見失う危険性すらある。数字の大小ではなく、数字自体がもつ
意味を検証し、比較分析する道具として活用する必要がある。
（３）
「入手しやすい情報」の罠
ICTの進展で多くの情報が氾濫し、何人も容易に様々な情報を入手したり発信したりすることが可能
な時代である。豊富な情報の中に、構想のヒントがあることは確かである。しかし、その情報の質が一
過性の内容かそれとも持続的変化の兆候を示すシグナルなのか、十分精査する必要がある。一時的な情
報をベースに構想することは、瞬間的に良く感じてもすぐに陳腐化し失敗を繰り返す原因となりやすい。
情報のもつコンセプトは何かを、注意深く読み解く必要がある。
（４）
「伝聞」の罠
他の自治体や民間企業等の工夫を知り参考とすることは、重要である。しかし、「ない物探し」の姿
勢でマネする、たまたま耳にした情報で政策を展開する「出会い頭政策」では構想力は生まれない。そ
こでは、必ず比較検証により、環境の違いを認識し自らの自治体や地域に合った進化をさらに構想する
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必要がある。ない物探しのマネに止まれば、他の自治体に追いつくことはできても、構想力が求める新
しいステージにまでは至らない。
（５）
「引出し」の罠
過去の事例を蓄積し、活用することは重要である。しかし、引出しに保管した事例からだけで新しい
イメージを模索することはできない。
「伝聞」同様に、時の流れによる構造変化を十分に踏まえ、過去
の事例内容を進化させる必要がある。事例の引出しに加え、発想の引出しを常に厚く形成する必要があ
る。

２. 構想の原動力
以上の罠を踏まえ、
「新たなイメージを体系的に形成すること」の原動力は何かについて整理する。
（１）構想力のスタートアップと異化
構想力のスタートアップ（立ち上げ）は、自分自身、組織自身、地域自身の「思い込み」を認識するこ
とから始まる。思い込みとは、日常において「当たり前」と位置づけていることである。当たり前の存在
は無意識化しやすく、構想の種を見過ごす結果となりやすい。奇抜なこと、誰も考えたことがないことを
探す「ない物探し」ではなく、まず自分の地域・組織の当たり前に目を向け、そこを発掘・進化させるこ
とから始める必要がある。
自分の地域・組織の当たり前に目を向けるには、日常の出来事を慎重に観察することが重要である。哲
学者のヘーゲルは、
「分かり切っていると見えることは、本当に理解されていることではない。分かり切
っているという印象を与えるものは、実は外見だけに過ぎないことを明らかにする必要がある」とし、
「異
化」の重要性を指摘する。異化とは何か。
「当たり前」
、
「分かり切っている」ことを異なる視点から見つ
め直し、隠されている新たなイメージを炙り出すことである。構想力、それは「当たり前」
・
「分かり切っ
ている」ことから新たなイメージを発掘する、異化そのものである。
（２）ジレンマの発掘
それでは、
「当たり前」
・「分かり切っている」ことの何に着目するのか。そこに潜んでいる「ジレン
マ」
、すなわち板挟みの状態を認識することである。出来事の大小にかかわらず自治体が担う公共政策
には板挟み状態が存在する。多くの異なる価値観や考え方があり、それを繋ぎ合わせることが公共政策
だからである。たとえば、北海道が「寒くて広い」のは、当たり前である。「寒くて広い」ことは、当
たり前に暖房、交通やハウス栽培等に多くの「化石エネルギー」を消費する。当たり前と当たり前を結
びつければ、そこにジレンマが見えてくる。北海道の例で言えば、経済社会活動の維持と自然環境保護
のジレンマである。その板挟みを地域から一歩でも解決する新たな視点を見つけ出す。そこに新たなイ
メージの種が存在する。
ジレンマは、窓口対応でも同様である。高齢者が増加すれば、一人当たりの窓口対応の時間が長くな
るのは当たり前である。一方で、行政の仕事は増加し、人手不足が深刻化する。高齢者への対応と人手
不足の間のジレンマに着目し、それを少しでも緩和する方策はないかを探る。これが構想力の原動であ
る。地域や組織に潜む当たり前・分かり切っている中のジレンマが構想力を支える。
構想力を支えるのは、国の法令や交付金、自治体の条例や財政ではない。構想力の原点は、「現場に
宿る」
。住民や地域の出来事に一番近くで接している基礎自治体こそが構想力の原点であり、最前線で
ある。そうした自治体が国の政策形成だけに依存していれば、自治体の構想力は極めて限られたものと
ならざるを得ない。
次回は、
「体系的形成」とは何かを整理する。
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政策シグナル

地方議会の政策議論の進化
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

ポピュリズムとは、市民ニーズを政治に反映させることを本来は意味する。しかし、今日は市民の主観的
感覚としてのニーズを政治や行政が無秩序に受け止め、権力行為たる政策全体が大きく歪む悪い意味で使用
されることが多い。こうした実態は、
「投機的政策」に結び付く。投機的政策は、政策全体を歪めるだけで
なく、政策的な「失敗の連鎖」を生み出す。なぜならば、市民から提示されたニーズに対応しようとして行
動しても、次にその目的から離れた別の市民ニーズが提示されるとそれへの対応行動を選択し、両者を行き
来する中で自治体経営自体に対する市民の信頼性を失わせていくからである。
市民参加や民間化の取組は、政策議論への参加の多様化を通じて、民主主義の進化に向けて重要な役割を
果たしている。一方で、代表機関としての議会の政策議論力の進化が重要となる。なぜならば、市民や民間
による政策への参加が拡大するほど、市民全体の視点からの政策議論の重要性が高まり、議会自体が一部の
住民や民間の意向を無秩序に受け止める迎合的体質を強めれば、地域政策のポピュリズム的課題はさらに深
刻化し、その結果、議会への信頼性も低下せざるを得ないからである。
従来の議会の政策議論の基本は、マッチポンプ的利害関係集団間の調整にあった。利害関係集団間の調整
をスムーズに展開するには、利害調整に参加できる集団の数を制限し、限られた集団間で調整することが効
率的となる。その反面、多くの市民が利害調整から排除され政治への関心を低下させる要因となる。この限
られた集団間の調整から政策議論を市民全体に広げていくために、市民参加や民間化の取組は有用である。
しかし、議会がこうした参加の多様化に対して、代表機関として妥当性と適切性に根差した議論を行う体質
を形成する必要がある。従来同様の、利害調整型の政策形成、すなわち①既得権を優先する姿勢、②特定の
大きな声の代弁者的姿勢、③好意的情報のみに耳を傾ける姿勢、④過去の延長線上での議論姿勢を繰り返し
ていけば、議会の存在に対する市民の関心や信頼性が失われるとともに、政策の失敗を繰り返す要因ともな
る。このため、議会の政策議論力を高める必要がある。その議論力とは、妥当性と適正性の確保であり、議
会としての市民への説明責任の徹底である。
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分岐点の中国・ドイツ関係

アジアリンク

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳
図 欧州の経済成長

国別実質成長率(年率%)
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(資料)欧州中央銀行等資料による。

米中貿易摩擦の深刻化と中国経済の減速に伴い、欧州経済の実質経済成長が鈍化している。2019 年
4-6 月期の実質成長率は、欧州地域全体で前期比年率 0.8%に止まり、特に国別ではドイツが僅かながら
もマイナス成長となった。また、イタリアもゼロ成長となり、輸出依存度の高い国の成長率が減速を示
しており、世界経済の鈍化を明確に反映する結果となっている。また、これまで内需を支えてきた個人
消費が、フランス、スペインで鈍化するなど徐々に国内経済にも影響を及ぼす段階に入り始めている。
特に中国経済と密接な関係を有するドイツ経済への影響は大きく、実需減少から製造業を中心に雇用
問題にも波及する状況となっている。ドイツと中国は、メルケルドイツ首相就任期間 10 年強に渡り、
政治的にも経済的にも密接な関係を築いており、特に経済関係では中国経済はドイツにとって一大消費
地であると同時に、生産拠点としてドイツ経済のサプライチェーンの一角を担う位置づけとなっている。
この間、2011 年には中国・重慶とドイツ・デュイスブルク(ドイツ北西部・有数の河港都市)を結ぶ貨物
鉄道である「渝新欧鉄道」が開通し、全長約 1 万 1000 キロ。中国から中央アジア、ロシア、ベラルー
シ、ポーランドを経由してドイツに至るアジアとユーロ圏を結ぶ鉄路が完成している。デュイスブルク
は、ユーロ圏有数の輸送中継拠点であり工業製品のハブである一方で、重慶は大手電子機器メーカーや
パソコン関連メーカー、自動車部品メーカーなどの工場が集積する地域であり、両者を結びつける動脈
の位置づけになった。
中国とユーロ圏への工業製品の輸送は、大部分がマラッカ海峡・スエズ運河を経由する海上輸送に依
存している。新たな鉄路ルートは、中国内陸部から見れば沿岸部までの輸送を含めて、海上輸送に対し
て輸送時間とコストを軽減するだけでなく、中国・アジア間とユーロ圏を繋ぐルートとして、スエズ運
河周辺等の政治リスクを回避し、経済的ネックを生じないための新たな選択肢をもつという重要な意義
も存在した。しかし、世界経済が不透明となる中で中国とドイツの関係も分岐点に至っている。中国企
業によるドイツ企業の買収等も含め、両者の構造的課題が顕在化し始めている。
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地方自治体における保育業務改革に向けた取組事例
～BPR と組み合わせた AI・RPA 等 ICT の活用方策～

事例研究

株式会社富士通総研行政経営グループ 小泉 裕
はじめに
総務省から 2019 年 5 月に公表された「地方自治体における AI・RPA の実証実験・導入状況等調査」
によると、2018 年 11 月現在で AI を 1 業務でも導入している（実証実験含む）自治体は、都道府県で約
36％、指定都市で約 60％、その他の市区町村で約 4％、RPA については、都道府県で約 30％、指定都市
で約 40％、その他の市区町村で約 3％であった。地方自治体の 9 割以上を占めるその他の市区町村にお
いては、AI や RPA の導入は未だこれからという状況が浮き彫りとなった。
昨今、地方自治体は、働き方改革・業務改革による業務効率化、超過勤務時間の削減が求められてい
るが、人によるアナログ的な業務効率化だけでは限界があることから、AI・RPA 等の ICT を活用したデ
ジタル的な効率化とうまく組み合わせた改革が急務となっているが、AI・RPA 等の ICT 活用が浸透して
いない状況である。
本事例は、比較的小規模の自治体における保育園窓口業務において、保育ニーズの高まり・多様化等
を背景に、年々増加する利用調整業務の正規職員の超過勤務時間の削減を目的とした業務改革であり、
前号で取り上げた「幼児教育・保育の無償化」への対応が目前に控えた多くの地方自治体においても参
考になるものである。
図 １ AI の実証実験・導入状況（総務省、2018 年 11 月現在）

図 ２ RPA の実証実験・導入状況（総務省、2018 年 11 月現在）
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１．本事例の背景
（１）人口・地形等の特徴
事例とした自治体（以降「A 市」とする）は、山並みを背景に田園風景が広がる人口 7 万人弱の一
般市である。人口は平成 17 年度をピークに緩やかな減少に転じているが、市内 10 地区のうち新興住
宅地や若者が集まる 3 地区は増加傾向、その他の地区は横ばいか減少傾向にあり地域差がある。

（２）保育園等の設置状況、入園スケジュール
公立保育園、社会福祉法人立等の保育園及び認定こども園は合わせて 17 園あり、4 月の一斉入園に
向けた保育園受付窓口業務スケジュールは以下のとおりである。
・ ９月

入園案内準備・広報活動

・１０月

入園説明会・申込開始

・１１月

入園受付・面接

・１２月～１月 利用調整
・ ２月

保育園決定通知

・ ３月

保育料決定通知

・ ４月

入園

（３）業務改革の必要性
保育園受付窓口業務は、10 月の入園申込開始から翌年 2 月の利用調整決定までが繁忙期となり、
正規職員の超過勤務時間が増加していた。
年々入園希望者数が増加し、同期間の正規職員の残業時間が市全体の数倍という状況にあり、超過
勤務時間の削減が喫緊の課題であった。
2019 年 10 月から施行される幼児教育・保育の無償化も控え、今後も増加する利用者に対応できな
い可能性も想定されたことから、AI や RPA 等の ICT 活用も視野に業務改革に取り組むこととなった。

２．業務改革の実施方法
A 市における業務改革の目的は、正規職員の調査勤務時間の削減であったが、当然ながら市民サービ
スの維持・向上も同時に実現することが求められる。
一般的に、窓口業務においては、業務時間を単純に減らしてしまうと待ち時間が長くなってしまい、
市民サービスの維持・向上にはつながらないことから、窓口業務の一連のプロセスにおけるボトルネッ
クを特定し、その解消もしくは平準化する必要がある。
そのため、保育園受付窓口業務の一連のプロセスを可視化するとともに、プロセス毎の業務量（頻度・
回数・処理時間、従事する職員等）を把握する手法を採用した。

（１）実施設計
業務プロセスの可視化と、プロセス毎の業務量が把握できるよう、以下の点で工夫した調査を実施
した。

① ボトルネックの特定
業務量について、頻度・回数、処理時間、件数等まで調査することにより、処理が集中していな
いか、処理に時間がかかっていないか等を分析可能とした。

② プロセスの複雑性
各プロセスの入出力情報（形式）
、処理内容を調査することにより、情報の流れとともにプロセ
スの複雑性（情報のやりとりが双方向になっていないかなど）を分析可能とした。
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③ 業務に対するシステムの貢献度
各プロセスの入出力情報（形式）
、処理内容とともに、利用システムを調査することにより、業
務プロセス全体に対するシステム利用範囲、業務に対するシステムの貢献度（システムが役に立っ
ているか）を分析可能とした。

（２）実施の流れ
(1)の設計に基づき、以下の流れで実施した。3 段階に分け、第 1 段階で現行業務プロセスの可視化
や業務上の問題点・課題の抽出・整理を行い、第 2 段階でアナログ及びデジタル的な観点からの業務
改革(BPR)の検討による BPR 後の業務フローの作成、
第 3 段階で BPR 後の業務フローに基づく AI や RPA
等の実証実験と効果検証まで行った。
【第 1 段階：現行業務プロセスの可視化】
・業務プロセス・業務量調査
・現行業務フローの可視化
・ヒアリング調査（ボトルネック箇所、複雑なプロセス、業務システムの利用状況）
【第 2 段階：BPR の検討】
・BPR の検討（アナログ・デジタルの観点）
・BPR 後の業務フローの作成
【第 3 段階：実証実験】
・BPR 後の業務フローに基づく AI・RPA 等の試行
・効果検証（工数、経費）

３．実施結果
（１）現行業務プロセスの可視化
① ボトルネックの特定
業務量に係る定量データとして、頻度・回数、処理時間、件数等を調査した結果、利用調整作業
が業務プロセス上のボトルネックであることが判明した。なお、参考までに、利用調整作業という
のは、一般的には、図 3 のような流れの作業となっている。
この作業において A 市では、利用調整のために必要となる児童の名簿、入所の優先順位を決める
基準指数等の一覧を手作業にて作成し、利用調整が必要な保護者全員に電話連絡を行い、保護者の
意向を踏まえて利用調整を行っていた。その結果、業務量として職員 6 名体制で約 2 週間程度（業
務期間としては 1 か月半程度）を要し、正規職員の超過勤務時間の要因となっていた。
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図 ３ 一般的に想定している利用調整の流れ（内閣府）

② プロセスの複雑性
各プロセスの入出力情報（形式）
、処理内容を調査し、情報の流れとともにプロセスの複雑性（情
報のやりとりが双方向になっていないか等）を分析したところ、利用者からの申込書及び添付書類
の不備チェックにおいて、手作業で作成した一覧（Excel）に基づき、人の目と手による二重三重
のチェックを行うプロセスがプロセスの複雑性に該当することが判明した。

③ 業務に対するシステムの貢献度
A 市では保育システム（パッケージシステム）を導入していたが、①のボトルネック及び②のプ
ロセスの複雑性の解消に対しほとんど貢献していないことが判明した。
原因としては、保育園入園申込受付から申込書及び添付書類のチェック、基準指数算定、利用調
整、案内園の決定に至るプロセスと、申込書の情報をシステム入力するプロセスが並行作業で行わ
れており、システムに蓄積した情報・データを有効活用していないことにあった。
このため、保育システムを導入しているにも関わらず、人の目と手による作業負担が大きいとい
う、まさに業務に対するシステムの貢献度が低いことが明らかとなった。

（２）BPR の検討
(1)①～③のそれぞれについて BPR を検討したところ、一時的には職員負担が若干の増になるもの
の、申込情報のシステム入力を最初に行うことで、システムを有効活用するとともに、データに基づ
くプロセスに再構築を行った。具体的には以下のとおりである。
BPR により解決すべき観点
具体的な改革内容
①ボトルネック
利用調整に AI を、AI に連携する一覧の作成には RPA を活用
②プロセスの複雑性
システムに蓄積された情報・データから RPA にて一覧表を自動作成
複数人が直列に行っていたチェックを並列に行うことによるチェックの
精度向上と時間短縮
③業務に対するシス 申込情報(紙)を全てシステムに入力し、システムに蓄積した情報・データ
テム貢献度
に基づき業務を行うプロセスに見直し、システムを有効利用
申込書の電子化では、将来的な行政手続のオンライン化を考慮し、OCR 等
を活用する方法ではなく電子申請による方法を採用、電子申請で受け付け
た申込データは RPA を用いて自動的に連携するフローとした
9

（３）実証結果
(1)(2)の結果から、BPR 後の業務フローに基づき AI や RPA 等の実証実験を行い、効果を検証した。
電子申請、RPA を活用した申請受付業務においては業務量を約 18％削減することができ、AI 等を活
用した利用調整においては業務量を約 50％削減できる試算結果を得た。また、対象とした業務プロセ
ス全体に要する期間は約 1 ヶ月短縮できるという試算結果を得た。

４．BPR と組み合わせた AI・RPA 等 ICT の活用
本事例から次の 2 点が明らかとなった。
①AI や RPA 等 ICT のみの即物的・表面的な導入・活用では改善の効果は極めて限定的であること
②職員負荷軽減とサービス維持を両立し、一定の効果を出すには、本質的には、業務プロセス全体の
最適化やデータを効果的に活用できる業務プロセスへの改革という BPR があった上で、ICT の活用
は BPR の効果を高める必要があること
現行業務フローや既存の業務システムに極力影響を与えないために、定型的で非専門的な業務プロセ
スを抽出し AI や RPA に置き換える方法もあるが、現実的にそのように単純に置き換えられる業務プロ
セスを見つけることは困難であり、適用するにも高度な技術を要する場合が多い。
一方で、「ボトルネックの特定」、
「プロセス上の複雑性」、「業務に対するシステムの貢献度」等の観
点からアナログ的な BPR に取り組むことも有効であるが、人の目と手で処理できる量には限界があるこ
とから、ICT とうまく組み合わせて業務改革を行うことが望ましい。
3 の各項で見たように、業務プロセス上のボトルネックの解消、プロセスの複雑性の簡素化・省略化、
システム貢献度の向上を目指し、アナログ的な BPR と AI や RPA 等の ICT を活用したデジタル的な BPR
を組み合わせることが業務改革において重要である。

おわりに
2019 年 10 月以降、幼児教育・保育の無償化の施行により、各自治体の保育園の入所申込受付におい
て申込者数の増加が見込まれるが、このような業務量の増加に対しても持続可能な運用体制とするため
には、本事例のような業務改革と ICT の効果的な活用が必要となる。
弊社は、本事例のような保育業務のみならず、これまでも多くの自治体の様々な業務において BPR や
ICT の効果的活用を支援してきた。自治体を取り巻く経営環境はますます厳しくなることが見込まれる
中、これまでの豊富な実績・経験を基に、今後も多くの自治体の業務改革を支援していきたい。
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行政評価におけるロジックモデルの活用

事例研究

株式会社富士通総研行政経営グループ 島 久美子
はじめに
人口減少や高齢化の進展に伴い、多くの自治体で財政状況が厳しさを増す中、これまで以上に選択と
集中により、効果的で効率的な自治体経営が求められている。そのため、政策の効果を検証するための
行政評価はより重要性を増している。しかしながら、多くの自治体で導入されている事務事業評価や政
策評価の状況をみると、有効性や効率性の評価基準が並列で示され総合的に評価されていたり（いくら
事業の効率性が高くとも、目標に対する事業の有効性が乏しければ実施すべきではない）
、適切な評価
指標が設定されずに偏った評価指標によって評価されていたりするなど、問題も見受けられる。加えて、
地域課題が多様化・複雑化する中で、行政職員は目の前の業務に追われ、行政評価を惰性的に行い、評
価のための評価に陥ってはいないだろうか。
本事例研究では、評価のための評価ではなく、評価した結果を事業の改善につなげ、持続的な自治体
経営を行っていくための行政評価の1つのツールとして、ロジックモデルに着目したい。

１．ロジックモデルとは
ロジックモデルは、目標と事業のつながり（因果関係）を時系列で視覚的に示すツールである。1970
年代のアメリカにおいて、教育分野のプログラム設計と評価に用いられたのが始まりと言われている。
その後、非営利セクターにおいて、プログラムの業績を評価する仕組みとして普及してきた。
日本においても、国際協力の分野でログフレームという呼び方で活用されてきたほか、2000 年代に
加古川市など一部の自治体において行政評価のツールとして活用されてきた。近年、政府の EBPM（証
拠に基づく政策立案、Evidence-based Policymaking）の推進により、あらためてロジックモデルが注
目されるようになってきている。例えば、
「行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第
86 号）
」に基づき、総務省が各府省職員を対象に実施する「政策評価に関する統一研修（中央研修（演
習型研修）
）
」では、目標管理型の政策評価においてロジックモデルが活用されている。
以降では、今後の自治体経営におけるロジックモデルの活用方法を整理するとともに、弊社が関わっ
た国や自治体におけるロジックモデルの活用事例を紹介する。
図表１ ロジックモデル（単線）のイメージ
目標

事業
事業がどのように目標に有効なのか不明

児童虐待
防止事業

子どもの虐待が
ない

目標と事業のつながり（因果関係）の見える化

事業

活動

アウトプット

初期アウトカム

児童虐待
防止事業

各地域に相談
員を配置する

住民が相談員
に相談する

相談員が課題
を把握し対応
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中期アウトカム
親が子育ての
不安やストレス
を軽減する

長期アウトカム

目標

親と子どもの関
係が改善する

子どもの虐待が
ない

２．行政評価におけるロジックモデルの活用方法
「はじめに」で記述したように、多くの自治体で導入されている事務事業評価や政策評価には、以下
のような問題が見受けられる。


有効性や効率性の評価基準が並列で示され総合的に評価されているため、目標に対する有効性が
低い事業であっても効率性が高ければ「事業継続」と判断されてしまう場合がある。そもそも、
有効性の評価では、どのように有効性が認められるのかということが具体化されていない。



適切な評価指標が設定されずに偏った評価指標によって評価されているため、目標の達成状況を
的確に評価することができていない。

1 つめの問題に対して、目標に対する事業の有効性の点検を定性的に行う際に、ロジックモデルが役
立つ。ロジックモデルは、目標と事業のつながり（因果関係）を視覚化するものであり、図表１で示し
たように、
「子どもの虐待がない」という目標に対して、
「児童虐待防止事業」がどのような因果関係で
目標の実現に寄与するのかを具体化する。視覚的に示すことで、事業担当者が頭の中で考えていること
が整理しやすくなるとともに、第三者が評価する際にも、因果関係を点検しやすいという利点がある。
事業実施前では「事前分析」として目標と事業のつながり（仮説）を検討し、事業実施後では「事後分
析」として仮説の検証を行う。ロジックモデルの活用によって、目標に対する事業の有効性が認められ
た場合には、当該事業の効率性を高めながら事業を実施していく。
図表２ ロジックモデルを活用した目標に対する事業の有効性の点検
活用場面

活用方法

事前分析
（事業実施前）

目標と事業のつながり（仮説）を検討。事業の有効性が確認できた場合には、事業実施に向けた検討。

事後分析
（事業実施後）

目標と事業のつながり（仮説）の検証。仮説通りに事業の有効性が認められた場合には事業継続。仮説通りではない場合には、ど
の段階に問題があるのか、その要因分析を行い、事業改善又は事業廃止。

2 つめの問題に対して、アウトプットレベルからアウトカムレベルまでの評価指標を網羅的に検討す
る際に、ロジックモデルが役立つ。ロジックモデルによって、目標と事業のつながりが具体化されるた
め、評価指標の設定の視点が明らかとなる。評価指標による評価を行う際に注意すべきことは、アウト
プットレベルでは行政が事業を実施した結果として介入の効果を把握しやすいが、アウトカムレベルに
近づくほど外部要因の影響が大きくなることが想定されるため、純粋な事業の効果を把握することが困
難になるということである。しかしながら、この点を踏まえた上で、目標の達成状況を把握するととも
に、事業から目標に至るどの段階で問題が発生しているのかを把握することは、事業の改善を行う上で
の重要な手がかりとなるため、各段階における評価指標の設定と評価は重要である。なお、これらの評
価は一般的にプロセス評価やアウトカム評価と呼ばれている。その他の評価手法としては、事業を実施
した場合（介入）と実施しなかった場合での比較を回帰分析等の統計手法を用いて行い、介入の効果を
測定する方法があり、一般的にインパクト評価と呼ばれている（当該手法の詳細については、事例研究
「
「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」
（中村）を参照）
。
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図表３ ロジックモデルを活用した評価指標の設定
事業

活動

アウトプット

初期アウトカム

児童虐待
防止事業

各地域に相談
員を配置する

住民が相談員
に相談する

相談員が課題
を把握し対応

相談件数

相談員数

対応件数

評価指標→

中期アウトカム
親が子育ての
不安やストレス
を軽減する
相談によって
育児の不安
等が軽減した
と思おう相談
者の割合

長期アウトカム

目標

親と子どもの関
係が改善する

子どもの虐待が
ない

• 子どもとの関
係が良好だ
と思う親の
割合
• 親との関係
が良好だと
思う子どもの
割合

子どもの虐待
件数

行政評価では、事業実施前にロジックモデルを活用して目標と事業のつながり（仮説）を定性的に検
討する事前分析と、事業実施後に評価指標を用いた仮説の検証や事業のインパクト評価などにより定量
的に検証する事後分析を両輪として、事後分析の結果を踏まえて、目標達成に向けた事業の改善につな
げていくことが重要である。

３．ロジックモデルの活用事例
（１）ロジックモデルを活用した目標に対する事業の有効性の点検
総務省行政評価局では、EBPM を政府全体で推進するためには政策の目的と手段の因果関係を明確に
し、エビデンスに基づく政策効果の把握・分析を行い、その過程で明らかになったエビデンスの活用手
法や課題について各府省と共有し、次なる EBPM の実践につなげることが重要であるとして、EBPM
のリーディングケースの提示を目指し、
「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」を実施してい
る。この一環として、弊社では平成 30 年度に「IoT サービス創出支援事業の効果測定」に関する業務
を請け負い、当該事業の効果測定に際して、ロジックモデルを活用した。
具体的には、IoT サービス創出支援事業は、地方公共団体、民間企業、大学、NPO 法人等から成る地
域の主体（コンソーシアム）が、生活に身近な分野において、地域の課題解決に資する IoT サービスの
実証を通じて、そのリファレンス（参照）モデル を創出・展開するとともに、必要なルールの明確化
等を行う事業であるが、平成 29 年度までに 34 件の個別事業が採択されており、総務省が実施する IoT
サービス創出支援事業自体と採択を受けた各コンソーシアムが実施する個別事業を「入れ子構造」とし
てロジックモデルを用いて整理した。各々の事業について、事業の構造を論理的に視覚化し、定量的・
定性的に分析することで、事業のアウトカムを導く上で、どの段階でどのような課題があるのかという
ことが明らかとなった。
図表４ IoT サービス創出支援事業のロジックモデル
Activity

Output

モデル事業に
対する委託費
支給

モデル事業の実施
（計34事業 H29現在）
地域ブランド創出
スキーム

Input
委託費予算

＜分析①＞
 個別の委託事業の成否
 個別の委託事業の成功
要因／失敗要因

認知症対応型IoT
サービス
委託事業各々
が補助を受け
ている「入れ子
構造」

Input

Activity

Output

Outcome

自己資金
＋
委託費

介護施設
への生体
情報モニ
ター導入

生体デー
タ・ケア記
録等に基
づく対処

認知症行動
・心理症状
（BPSD）の発
症件数減少

タ
テ
展
開
・
ヨ
コ
展
開

Outcome
& Impact
第４次産業
革命

・
・
・

スマート漁業
モデル事業

 先行的参照モデ
ル構築
 必要なルールの
明確化

＜分析②＞
IoTサービス創出支援事業
が、事業の目的である、リ
ファレンスモデルの創出・
展開に寄与しているか

出典）総務省「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究（IoT サービス創出支援事業の効果測定）報告
書」
（平成 31 年 3 月）
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（２）ロジックモデルを活用した評価指標の設定
弊社では平成 27 年度に富山県氷見市において、行政評価の一環として総合戦略を検証する仕組みと
して「総合戦略検証システム（HimiStat）
」の構築を支援した。当該事業は、米国ボルチモア市におけ
る CitiStat という評価の仕組みを参考として、短期的な周期で評価指標等の実績値のデータ収集によ
る現状の分析・検証を行い、持続的な改善を目指すものであるが、把握すべき評価指標の検討に際して、
ロジックモデルを活用した。
具体的には、総合戦略に掲げた目標と目標を達成するための事業とのつながり（因果関係）をロジッ
クモデルを用いて整理し、目標と事業のつながりの各段階における評価指標を設定することで、アウト
プットレベルからアウトカムレベルまでの評価指標を整理した。実際に、評価指標の実績値のデータ収
集を行い、各レベルの評価指標の推移を分析することで、目標と事業のつながりのどの段階で問題が発
生しているのかを特定することに役立てることができる。
図表５ ロジックモデルを活用した評価指標の設定例
事業
出逢いの場の創出による
20代における婚姻率の
向上

活動内容

直接結果

短期成果

中期成果

婚活イベントの開催

若者が婚活イベントに参
加数する

若者が婚活イベントで出
会う

出逢いの場や機会があ
り、若者が出会い、付き
合うことができている

開催数

参加者数

マッチング件数

20代で恋人がいる人の割合

長期成果

最終成果

結婚
若者が早期に結婚し、子
どもを中心として家族が幸
せを実感できる生活を
送っている
婚姻数
20代男女の婚姻数
男女の未婚数

若者が結婚に憧れをもっ
ている

氷見での結婚・出産・子
育てを楽しみ、家庭が子ど
もの笑顔で溢れている
子育ての魅力が理由での転入者数

婚姻数
出生数

結婚したいと考えている20代の割合

人生設計を考える機会の
増加

安心して出産できる環境
の整備

家族が望む出産につなが
る不妊治療等に対する経
済的・精神的負担の軽
減

人生設計を考える講座を
開催する

若者が人生設計を考える
講座に参加する

開催数

人生設計を考える講座の参加者数

若者が将来について具体
的なイメージをもつ

若者が進学や就職、結
婚・子育て等の人生設計
を考えることができている
人生設計を考えている若者の割合

市内分娩施設を整備す
る

相談員を配置する

子どもが欲しくてもできな
い方が相談をする

相談員数

不妊治療についての相談件数

不妊治療に対する助成を
する

子どもがほしくてもできない
方が助成を受ける

子どもがほしくてもできない
方が治療する

助成総額

不妊治療助成の利用件数

治療件数

医学的見地から不妊・不
育に関する正しい知識を
もつ

安心して出産できる環境
が整っている

妊娠・出産
妊娠・出産の不安や負担
が軽減し、子どもを授かる
ことができている

市内分娩施設数

出生数

不妊治療などの経済的・
精神的負担が軽減してい
る
不妊治療のサポート体制に満足している人の割合

～
～

～
～

注）ロジックモデルの各段階の評価指標（図表の網掛け箇所）を設定。本事例研究用に弊社で加筆修正した。

おわりに
以上、ロジックモデルの活用方法と活用事例をみてきたが、ロジックモデルを作成することで、目標
と事業のつながり（因果関係）を可視化し、目標に対する事業の有効性の定性的な検討（事前分析）及
びロジックモデルの各段階の評価指標を活用した有効性の定量的な検証（事後分析）を行うことができ
る。ただし、ロジックモデルはあくまで行政評価を補完する 1 つのツールであり、作成して終わりでは
なく、目標を取り巻く社会状況の変化等に応じて常に見直しを図り、より良い事業を検討していくこと
が重要であり、ロジックモデルを作成すること自体が目的となってはならない。ロジックモデルという
ツールを活用して、事業担当者が、絶えず目標実現に向けて有効な事業は何か、事業の改善点はないか
を考える過程こそが重要であり、事業担当者を成果志向のマインドに切り替えるという意味でロジック
モデルの意義があると考える。
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