内閣府本府政策評価有識者懇談会議事録（第 18 回）

１．開

会

２．議

題

日

時：平成 25 年３月 19 日（金）12:57～14:25

場

所：中央 合同庁舎第４ 号館 12 階共用 1211 会議室

（１）平成 25 年度政策評価実施計画（案）について（事前分析表含む）
（２）今後の予定等
３．閉

会

○渡部課長

それ では、予定さ れた時間より 早いかと思い ますが、お そろいいただ いてい

ますので、ただい まから「内閣 府本府政策評 価有識者懇談 会」の第18 回会合を開催 させて
いただきます。
本日は、大変御多用中のところ、御足労いただきまして、誠にありが とうござい ます。
本日の懇談会で すけれども、 これまでと同 様公開となっ ております ので、よろし くお願
いいたします。
本日の議題でご ざいますが、お 手元の議事 次第に御覧い ただきますと 二つございま して、
「平成25年度政策 評価実施計画（案）に ついて」と「今後の予 定等」と なってござい ます。
説明資料の関係 ですけれども 、お手元の資 料には、経済 財政諮問会 議有識者議員 提出資
料の関係、行政事 業レビューの 様式などの追 加がございま す。また、 南島先生から 実施計
画（案）に関して のコメントを ペーパーでい ただきました ので、それ もあわせて配 付させ
ていただいており ます。お手元 の資料等を御 確認いただけ ればと存じ ます。よろし いでし
ょうか。
それでは、最初 の議題になり ますが「平成 25年度政策評 価実施計画 （案）につい て（事
前分析表含む）」でございます。説明を尾原企画官よりさせていただき ます。
○尾原企画官

御説明させていただきます。

お手元に資料1-1「平成25 年度内閣府本 府政策評価実 施計画（ 案）」が あるかと思い ます。
「１

計画期間」は平成25年度の１年間としております。

１枚おめくりい ただきまして 、平成25年度 の政策評価体 系でござい ます。政策の ところ
で大きく変わった ところとして 「４．原子力 災害対策の充 実・強化」 が追加されて おりま
す。これは原子力 規制庁の設置 にあわせまし て、原子力災 害対策の業 務が内閣府の 所掌に
追加され、原子力規制庁の職員の方が内閣府併任で行う業務がございま す。
今回は資料1-2「 平成25年度事 前分析表（ 案）の測定指 標類型につい て（概要）」 のほう
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で説明をさせてい ただければと 思います。毎 回ですとこの 後に事前分 析の全施策に ついて
御説明をさせてい ただくのです けれども、先 生方から全て の施策とい うよりは、施 策ごと
にカテゴライズを して軽重をつ けた上でメリ ハリをつけて 政策評価等 を見てはどう かとコ
メントをいただき ました。それを踏 まえまして、資料1 -2の形で、今回 は内閣府の施 策を類
型化した上で、そ の中で特にア ウトカム指標 について新規 のもの、ま た、昨年度よ り目標
値を高く設定したものを中心に御説明させていただきます。
では、資料1-2「 平成25年度事 前分析表（ 案）の測定指 標類型につい て（概要）」 でござ
います。
内閣府の政策評 価につきまし ては、
「１ ．アウトカ ム指標」と、裏の ページになっ て恐縮
でございますが「 ２．アウトプ ット指標」と いうことで、 大きくアウ トカムとアウ トプッ
トの二つの指標に まず分けてみ たいと思いま す。また、ア ウトカムの指 標の中でも 「（１）
数値指標」、
「（ ２）定性的 指標」と いう形で、数値目標と定 性的指標の 二つに分けて おりま
す。
まず「（１）数値指標」に つきまして は、普及・啓発型施策 、調査・研究型施策、行政サ
ービス型施策、それに加えてその他という形で４類型で今回整理をして おります。
それでは、お手元 の資料1-2の 別紙の資料で 、アウトカム 指標の類型を 、新規の施策 及び、
測定指標のうち来 年度25年度で 目標値を上げ ているものを 中心に説明 させていただ きます。
まず、アウトカム指標のうちの数値目標の普及・啓発型の「（ア）認 知度」です。
これについては、ま ず、２ページ目の 真ん中あたり、政 策13-施策① 栄典関係でご ざいま
す。
「一般推薦制度」に係る ホームページ へのアクセス 数ですとか、政 策14の男女共 同参画
に関する男女共同 参画局のホー ムページへの アクセス数、 また、３ペ ージの政策19 で北方
対策のところです が、北方対策 本部ホームペ ージへのアク セス数。こ の三つの指標 につき
ましては、前年度よりもアクセス件数の増加を目指しております。
続きまして、４ページから普及・啓発事業の「（イ）関心度」です。
これにつきまし ては、４ペー ジの二つ目の ところ、政策 12の共生社 会政策の子ど も・子
育て事業につきま して、子育て しやすい環境 づくりについ て関心があ る人の割合と いうも
のを前年度以上と目標値を設定しております。
また、６ページ の政策19の北 方対策本部に つきましても 、北方領土 問題の啓発を 目的と
した講演会やパネ ル展等のイベ ントへの参加 意欲があると の回答の割 合、これにつ きまし
ては、前年度以上を目標としております。
続きまして、７ページ「（ウ）理 解度」につきまし ては、新規の測定 指標として７ ページ
目の三つ目、共生社会政 策のうち 、子ども・子育ての 施策のとこ ろです 。測定指標と して、
社会全体が一体と なって青少年 の健やかな成 長を支える必 要があると 思う人の割合 を新た
に設定し、この目 標値について は前年度と比 べて前年度比 増という形 で測定指標を 設定し
ております。
８ページ、政策1 4の男女共同 参画政策につ きましても、 男女の多様 な生き方を認 める割
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合ということで、 これにつきま しても、昨年 度以上のパー センテージ を目指すとい うこと
で、24年度の目標 値57％に対し て、来年度が 58％、１％上 げた形で目 標値を設定し ており
ます。
続きまして、９ ページ「（エ） 行動の変化 （「行動したい 」を含む）」 施策でござい ます。
これにつきまし ては、共生社 会政策のうち の高齢社会施 策につきま して、社会参 加した
いと思う高齢者の割合につきまして、前年度以上を測定指標として置い ております 。
以上が普及・啓発型施策でございます。
10ページにまい りますと、調 査・研究型施 策でございま して、これ については大 きく分
けて「（ア）認知・関心度」と「（イ）調査・研究の活用」の二つに分け ております 。
まず、調査・研究型施策の「（ア）認知・関心度」でございます。
これにつきまし ては、12ページ 、経済社会政 策のうちの経 済分析でご ざいますけれ ども、
その中で「世界経 済の潮流」と いうレポート が年２回公表 されます。 そのアクセス 数につ
きまして、前年度 並み、もしく はそれ以上と いうことで、 できるだけ 前の年以上の アクセ
ス数を設定しております。
また、真ん中あ たり、政策17 、これは経済 社会総合研究 所が進めて おります経済 社会活
動の総合的研究に つきまして、 新しい測定指 標を設定して おります。 景気統計のマ スメデ
ィアにおける報道状況というものを新たに測定指標として設定しており ます。
続きまして、16 ページからは アウトカム指 標類型の数値 指標の三つ 目の「ウ．行 政サー
ビス型施策」、行政 サービスのと きに参加し た方の満足度 等をはかった ものでござい ます。
これにつきまして は、16ページ の上から二つ 目、防災政策 につきまし て、国際防災 協力の
推進ということで 、アジア各国 の防災行政実 務担当者に対 する短期研 修者の研修の 満足度
というのを新たに測定指標として設定しております。
また、沖縄政策 でありますけ れども、沖縄 の振興の観点 から、沖縄 振興開発金融 公庫の
融資・支援体制に 関する利用者 アンケートに つきまして、 満足度が高 いものについ て、24
年度は70％として おりますけれ ども、70％以 上ということ で、測定指 標の数値を若 干では
ございますが上げております。
また、17ページ 、政策14の男 女共同参画社 会につきまし て、一番下 の「地域にお ける男
女共同参画促進の ための研修」 における肯定 的な評価の割 合というの を、新たに設 定をし
ております。
また、18ページ の日本学術会 議の政策、科 学に関する重 要事項の審 議及び研究の 連絡の
ところで、一番下 の地区会議公 開講演会の来 場者アンケー トで肯定的 に評価した者 の割合
というのを新規に測定指標として設定しております。
以上が三つ、普及・啓発型、調査・研究型、行政サービス 型の三つの 施策でござい ます。
19ページ以降は 数値目標のう ち、この三つ に該当しない 「エ．その 他」という分 類にし
ております。その 他の内訳とし て今回二つに 分けておりま す。一つは 目標年次が26 年度以
降に設定されてい て、25年度だ けの測定値が 設定されてい ないもの、 また、もう一 つは本
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当にその他のその 他ということ で、最後バス ケットクロー ズドになっ ているもので ござい
ます。
19ページから 、その他のう ち「（ア ）目標年度 が次年度以降 の指標」のものが並ん でおり
ます。
具体的には経済 財政政策のう ちの対日直接 投資の推進に つきまして 、外資系企業 におけ
る雇用者数を32年 度で200万人 、また 、対日直 接投資残高を 32年度で35 兆円と置いて おりま
す。
また、経済財政 政策の緊急雇 用対策の実施 につきまして 、緊急雇用 対策の施策の 中でレ
ベルの認定という のをやってお るのですけれ ども、その認 定者数の累計 を平成26年度 で4.3
万人という形で置いております。
また、20ページ から21ページ にかけまして は沖縄の長期 計画に基づ く振興という 形で幾
つかの指標が33年 度の目標値と して設定をさ れております 。それが20 ページ～21ペ ージで
ございます。
22ページからはその他の「（イ）その他」ということで、その残りで ございます。
新規というもの では23ページ で、先ほど御 紹介させてい ただきまし た原子力災害 対策の
充実・強化という ことで、新し い指標として 、これは新規 で入ったも のということ であり
ますので、原子力 緊急時連絡網 、原子力防災 資機材等の整 備、住民防 護対策の強化 件数と
いうことで、24都 道府県が対象 となる都道府 県となってお りまして、 それについて 目標値
として定めております。
また、経済 財政政策の 中に入ってお りますNPOの関 係の施策で ございます 。真ん中 あたり
でNPO等の運営力強 化を通じた復 興支援施策 の推進という ことで、この 施策によって 取組に
参加したNPOの数で すとか、この 取組によっ てNPO等が主催 となった復 興・被災者支 援に向
けた実践的な取組の件数等を新規に設定しております。
23ページ、24ペ ージ、25ペー ジあたりで新 規に増えてお りますもの は、地域活性 化関係
で達成年に向けて 初年度から２ 年目、３年目 に従って達成 している率 を上げている もので
すとか、新規の測 定指標を設定 しているのが 、23、24、25 ページのあ たりの地域活 性化関
係、政策６番の関係でございます。
また、25ページ の一番下、防 災に関する政 策です。これ につきまし ては、新たに2 020年
までに企業におけ る事業継続計 画、BCP が2020年まで に大企業に ついてはほぼ すべて 、中堅
企業については50 ％というのが ありますもの ですから、25 年度の目標 として、防災 のほう
では大企業につい てはまずは新 規で55％、中 堅企業につい ては25％と いう形で、初 年度と
して妥当として考えられる数字という形で目標値を設定しております。
以上がおおむねアウトカム関係の指標でございます。
この表には一覧 という形でま だ類型化はし なかったので すが、アウ トカムの方の 定性的
なもの、アウ トプットの 指標について は資料1-3でつ けておりま す。今 回は個別にと いうよ
りは類型化したも ののうちのア ウトカム指標 を中心に御説 明しており ますけれども 、アウ
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トプット、アウト カム、特にア ウトプットが どういうもの か、定性評 価のほうの整 理とし
ては、青色で付けて いないものが アウトプッ トではないか という形で整 理したのが資 料1-3
でございます。
以上が事前分析 表における測 定指標でござ います。今日 はこのほか に南島先生か らコメ
ントもいただいております。
もう一 つだ け、事 前にお 配りし たもの から 追加し た資料 がござ います 。そ れが資 料1-5
でございます。冒 頭、課長の方 から御説明さ せていただき ましたけれ ども、経済財 政諮問
会議のほうで民間 有識者議員か ら「財政の質 の改善に向け て～実効性 あるPDCAサイ クルの
構築に向けて～」 が発表になっ ております。 特に当政策評 価とここ数 年置かれた事 業レビ
ューとの関係でい きますと、少 し線を引かせ ていただきま して「１． これまでの仕 組みの
改革」の「（２ ）行政事業 レビューの活 用」で ございますが「行政 事業レビュー 、政策 評価、
会計検査報告、予 算執行調査な どの多くの評 価業務が行わ れている。 事務負担の軽 減と基
礎情報の統一のた め、取扱い件 数の多い行政 事業レビュー のデータシ ートを拡充し 、これ
に“one sheet化”すべき」というのが、民間議員の有識者の先生方から出ておりま す。
おさらいではご ざいますけれ ども、資料1-5-2でつ けさせてい ただいたのは 、24年 度のも
のでございますが、行政事業レビューで使われました24年度における様 式でござい ます。
ここにつきまし ては、特に１ペー ジ目の真ん中 から下、
「成果目 標及び成果実 績（アウト
カム）」、その 下のところ に「活動 指標及び活 動実績（ アウトプッ ト)」、
「 単位当たりコ スト」
ということで成果指標、活動指標があります。
経済財政諮問会 議につきまし ては、最後、 総理の方から はそれぞれ 制度を所管さ れてい
る総務大臣、行政 改革担当大臣 に対して、そ れぞれ政策評 価及び行政 事業レビュー の検討
について御指示が出たものと伺っております。
事務方の方からの説明、概要は以上でございます。
もしよろしけれ ば、続いて南 島先生のほう から今日いた だいている 資料について 、コメ
ントをいただければと思います。
○南島委員

南島でございます。

資料1-4に、先ほ どの指標の類 型についての 概要の事前に お送りいた だいたものを 踏まえ
て、二、三思うと ころを書かせ ていただいた ものをおつけ しておりま す。こちらを ごらん
いただければと思います。
文章にしており ますので、読 むと長うござ いますので、 ポイントだ けに絞って申 し上げ
たいと思います。自分で大事だと思うところだけお話をしたいと思いま す。
アウトプット、 アウトカムの お話が出てま いります。そ して、アウ トカムを中心 に指標
を整理していただ いております 。この整理は 非常にわかり やすく、説 明責任に資す るもの
と思っております 。非常に大事 なお話で、大 変これはいい 整理だなと 思いながら拝 見をし
ておりました。
そこで、問題は ということな のですけれど も、幾つかあ るのですが 、一つ目の問 題はア
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ウトカムの指標と アウトプット の指標の区別 についてです 。何を言い たいかという ことだ
けでいいますと、 国民生活にお ける社会経済 的な影響がア ウトカムだ と総務省の方 でもコ
ンメンタールでも 整理されてい るかと思いま すけれども、 内閣府の業 務が果たして どこま
でアウトカムとし て語れるのか なというとこ ろが、一つ今 までの政策 評価の取組の 中でも
苦しまれてきた部分でもあるかなと思っております。
それはなぜかと いう理由とそ の説明も私は 必要ではない かと思うの ですが、一つ は直接
的な行政サービス は各府省の方 に落ちていて 、内閣府の方 は総合調整 機能を中心と した事
務、内閣を支える 事務を持って いるところに 一つのアウト カムが表現 しにくい原因 がある
のかなと思ってお ります。だか ら、その意味 では無理にア ウトカムと 主張しなくて もいい
部分も実はたくさ んあるのでは ないか。アウ トプットレベ ルでしっか りと実績を話 してい
く部分も必要であ るのではない かと思ってお ります。ただ 、政府の大 方針はアウト カム志
向、アウトカムを 目指せ、そち らにオリエン テーションを 向けろとい うことですの で、そ
れはもちろんでき る限り頑張っ ていく上で、 アウトプット で表現して いくほうが適 切なも
のは、むしろそれ はそれで説明 責任の観点か らしっかりと 踏まえるべ きではないか と思っ
ているわけです。これが全体の総論です。
「３．バックオ フィス業務」 のところです が、先ほどの 諮問会議の 資料にも出て きまし
たが、資料1-5-1、
「１．」の「（１）PDCAサ イクルの実効 性向上」と書い ていますけれ ども、
ここ にも バッ クオ フィ ス と出 てき ます 。バ ック オ フィ スで すと か、 ある い は行 政学 では
POSDCoRBなどとい う言い方もい たしますし、 あるいはミド ルマネジメ ントとか、い ろんな
言い方があると思 いますが、こ の系統の総務 、財務、人事 を含めたト ップマネジメ ントを
支えるような機能 ですとか、現 場を支えるよ うな裏方の機 能というの が、実は内閣 府は多
いのではないかというのが、一つここで申し上げておきたい部分です。
それについてア ウトカムを追 求できるのか というと、ち ょっとそう ではないかも しれな
い。要するに、直 接国民に対す るサービス、 社会経済的な 影響を及ぼ すような、変 化を喚
起するような施策 というのは内 閣府では限ら れているので はないかと 思います。沖 縄等で
たくさんされてい るとは思いま すけれども、 そうでないも のが、特に 類型論でいい ますと
普及・啓発型、調 査・研究型、 これらについ てはむしろバ ックオフィ スだと整理し ていっ
たほうがいい。だ からアウトカ ムというより も中身的には アウトプッ トみたいな話 なので
はないかと思っているわけです。
「４．四類型に ついて」とい うことですけ れども、その ことを少し 書いています が、普
及・啓発型、これ はアウトカム との距離が結 構あって、普 及・啓発型 を広報だとい う捉え
方をすれば、行政 管理の一環だ という理解の 仕方もできる と思うので す。直接行政 サービ
ス云々というより も、個別の行 政サービスが スムーズに行 くための支 援業務の一つ 、環境
整備、国民がよく 理解してくれ れば施策がよ り効果的に発 揮できるの ではないか。 その部
分の機能といっていいのかなとも思います。
調査・研究型は 企画・立案に 資するための ものですので 、サービス 対象は企画・ 立案部
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局ということにもなるのかなと思います。
行政サービス型 はそういう意 味ではアウト カムの話に一 番近そうな 気がするので すけれ
ども、先ほどの整 理の中で行政 サービスと整 理されたもの が、本当に 具体的なサー ビスな
のかなというとこ ろを、ちょっ とよく見てお いたほうがい いのかもし れません。そ ういう
ものもあると思い ますが、これ も必ずしもア ウトカムでな いものもい ろいろあるの かなと
思います。端的に 言って、行政 サービス型は アウトカムに 近いと感じ るところです が、通
常アウトカムとい うとヒューマ ンサービスな どの領域だと 言いやすい というのはあ るかと
思いますので、そ れと比べれば ちょっとまだ アウトプット 寄りなのか なと思うとこ ろもあ
ります。そこはもう少しよく見たほうがいいかもしれないと思っている わけです。
以上が前置きですが、５点ほど論点を申し上げたいと思います。
「①モデル論の 視点」と書い ております。 何を言いたい かと言いま すと、今回初 めてこ
の整理をしていた だいたわけで すが、全部き ちっと内閣府 の施策を類 型化しよう、 整理し
ようとしますと、カテゴリーを増やしていくことになると思うのです。
わかりやすさ、単純さでいう と、そこまで 徹底しなくて も、最初は「 普及・啓発」
「 調査・
研究」
「行政サービス」の３ 類型ぐらいか ら始めて、もうち ょっと整理 ができた段階 でその
次のステップで５ 類型になるの か８類型にな るのかわかり ませんけれ ども、最初は もう少
し軽く整理をして 、少し様子を 見てから緻密 化、厳密化み たいな話は その後の段階 でもひ
ょっとしたらいい のかもしれな いというのが 、一つ目に申 し上げたい ことです。そ ういう
意味では「類型論 」にせずに「 モデル化」と いう程度にと どめてもい いのかもしれ ないな
と、一つ率直に感 じた部分であ ります。ステ ップアップの ときに厳密 化、類型化と いうの
をやるという考え方もできるのではないかというものです。
「②内閣府の設 置思想」と書 いております 。先ほどもち ょっと申し 上げたことで すけれ
ども、内閣府の業 務は分担管理 事務が政策評 価の対象と言 われており ます。だけれ ども、
個別の政策効果を 発揮する事務 は少ないので はないか。な ぜかという ことですが、 中央省
庁再編のときに、 各省に落ちる ものは各省の ほうにお渡し して、各省 で整理できな いもの
や総合調整が必要 なものを内閣 府に寄せられ たと思うので すが、そう しますと、結 局アウ
トカムが出るもの がほかの官庁 に行ってしま って、アウト カムが出な いものや、他 の官庁
と調整しないとア ウトカムを確 認できないも のが結構来て いるという 前提は大事だ と思う
のです。だからア ウトカムが表 現しにくいと いう説明は、 私は必要な のではないか と思い
ます。だからアウトカムは難しい。これは言ってもいいことではないか と思います 。
「③内閣府分担 管理事務の特 性」と書いて います。その うちでもミ ドルマネジメ ントの
要素があるもの、 先ほどの普及 ・啓発ですと か調査・研究 のように、 ミドルマネジ メント
の要素ですとか、 バックオフィ ス業務の要素 みたいなもの が強いもの もたくさんあ るので
はないかと思って おりますので、そういう意 味でもそうい うものはアウ トカムといっ ても、
もともとアウトカ ムとして表現 できないもの ですので、ア ウトプット ベースでもむ しろい
いのではないかと 思うのです。 もちろんアウ トカムを目指 すという志 向性は政府の 大方針
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ですので尊重しつ つ、アウトプ ットで説明し たほうが適切 なものはア ウトプットと いうこ
とで、無理をしないでもいいのではないかと思うわけです。
「④『○○の推進』と『 アウトカム志 向』」ということ ですが、別紙 １を見ていた だけれ
ばと思いますが、 全体を見て、 末尾を見てみ ると、実は内 閣府の業務 には「○○の 推進」
というものがたく さんあるので す。幾つか目 立つほどにた くさんある と思います。 何かを
推進するというも のについてで す。内閣府は 推進するもの が非常に多 いと思うので すけれ
ども、推進すると いうことの結 局中身は何か というと、他 の官庁にも 事務があって 、それ
を併せて総合的に 推進すること が必要なもの というのは、 例えば自殺 対策などもそ うです
が、あると思うの です。総合調 整機能の発揮 という内閣府 にとって最 も重要な部分 かと思
いますけれども、 それを統合し ていく。そし て政府全体と して、例え ば大綱等に基 づいて
進めていく。これが要求されているものというのは結構あるのかなと思 うのです。
だけれども、そ の部分は部局 の自己評価と しての政策評 価では、多 分表現は難し いと思
うのです。政府全 体の方針だっ たらアウトカ ムは語れるけ れども、内 閣府の予算が ついて
いる事務に基づい た自ら評価で できる範囲は 実は限られて いて、政府 全体の方針で 語るの
は自己評価という ことでいいの かというとこ ろは他方であ って、取り 扱いが難しい という
ものが実は結構指標の中にもあるのではないかと思うのです。まさに総 合調整の話 です。
中央省庁再編の ときに「セク ショナリズム 」というお話 がありまし た。これを打 破しな
ければならないと いうお話があ ったと思うの です。まさに そのために 政策評価を使 うのだ
という話 になる のか と思い ますけ れども 、なか なか簡 単に はいか ないお 話だと 思いま す。
「施策の括り」も 予算の枠のお 話だったと思 うのですが、 予算の枠の 中での内閣府 の所管
している事業を記 述して議論し ていく「自ら 評価」の枠組 みでは、な かなかどう取 り扱っ
ているかという整 理はまだでき ていないと思 うのです。そ こはどうし ていくのか。 できる
ところからアウト カム志向で考 えていくこと になるかと思 いますが、 できないもの はでき
るタイミングにな るまで無理を しないでもい いのではない かとも思い ますけれども 、でき
るところから詰めていくという話かと思います。
自殺対策の話を いたしました が、最後の「 ⑤施策の熟度 ：再論」こ れは田辺先生 も以前
から何度か口にし ておられた話 かと思います けれども、例 えば自殺対策 の話でいいま すと、
自殺対策の場合に は大綱がござ います。大綱 の話というの は厚生労働 省とか警察と かいろ
んなところにまた がっている政 府の取組を一 つの文章の形 でまとめら れて、内閣府 の自殺
対策室で中心になってまとめられている文章だと思うのです。
これは アウ トカム レベル で、こ れは1 0年連 続３万 人を超 えて いる自 殺者数 を２万 4,000
人ぐらいまで抑え ていこうとい うアウトカム を持っている 政策です。 内閣府が持っ ている
のは普及・啓発レ ベルのものが メインを占め ていまして、 したがいま して、事前分 析表の
ほうでどういう目 標設定になっ ているかとい いますと、
「 自 殺対策は自 分自身にかか わる問
題であると思う人の割合」となっているわけです。
これは何かと言 いますと、
「気づき」を喚起するた めの「認 知」を上 げていこうと いうお
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話だと思いますが 、それがなぜ こうなってい るかというと 、内閣府が 普及・啓発を 持って
いるので、それを 表現するため にこういう表 現になってい て、これは 大綱レベルの アウト
カムの話とは乖離 をしているの です。アウト プットとアウ トカムが乖 離していると いって
もいいのかもしれません。
内閣府のお仕事 としてはとい うことで、施 策の熟度の話 なのですが 、内閣府のお 仕事と
しては普及・啓発 でいいかとい うと、当然そ うではない。 総合的に推 進することが お仕事
です。その次には 普及・啓発で みんなが知る ようになった ら、個別具 体的に医療機 関の具
体的な体制整備、 コミュニティ での具体的な 体制整備、こ れを進めて いって、実施 過程を
きちっと確立して 、最終的には 自殺者をちゃ んとコントロ ールしてい くような取組 ができ
る方向を目指すと いうことだと 思うのです。 プログラムセ オリーです とかロジック モデル
とか、こういうふうにこの会議でも言ってきたお話です。
自殺対策の例を 取り上げまし たけれども、 これが自殺対 策の推進と いうお話にな ってい
くかと思います。 これはサブス タンスのお話 ですが、要す るにどこを 見ていかない といけ
ないのかというこ とを、本当は 少しずつアウ トカムに近い 方向に押し ていかないと いけな
いと思うのです。 そこの適宜適 切なギアチェ ンジといいま すか、普及 ・啓発だけに とどま
っていいわけでは ないので、施 策の推進のス トーリーをど う組み立て ていくのかと いうの
は、政策のモチベ ーションとい うお話が何度 か出てきたか と思います けれども、そ れにと
っても重要な話ではないかと思います。
そういうストー リーを、全部 が全部という わけではあり ませんけれ ども、できる ところ
から少しでも進め られると、政 策評価の意味 ももう少し高 まっていく のではないか 、こん
なふうに思ってお ります。類型 論がそう使わ れるきっかけ になるとお もしろいだろ うなと
思ったと、感想ベースでございますが、以上、コメントでございます。
○田中委員

３点申し上げたいと思います。

一つ目は政策評 価体系に関す ることで、二 つ目は南島先 生とつなが るところがあ ると思
いますが、インプッ トとアウトカ ムに関して です。三つ目は 内閣府が所 掌している問 題で、
NPOに係 る数字 は本当 に妥当 かどう かと いうこ とでコ メント させて いた だきた いと思 いま
す。
１番目の政策評 価体系なので すが、まさに 総務省が行う 政策評価と 行政事業レビ ューの
間に挟まっている という状況な のですが、先 ほどの経済財 政諮問会議 の資料の下に ある行
政事業レビューシ ートを見てい ただくと、成 果目標（アウ トカム）と なっているの です。
ここはやはり何か ら持ってくる かといえば、 政策評価のシ ートから持 ってくるのだ ろうと
思うのです。ここ をアウトカム でしっかり書 けないと、結 局行政事業 レビューをや ってい
るのか、政策評価 をやっている のか、区別が つかなくなっ ていくだろ うということ を非常
に懸念いたします。
２番目なのです が、では 、なぜ一生 懸命無理を して、これ だけたくさ んのアウトプ ット、
場合によってはイ ンプット指標 を書いている かというと、 結局毎回行 う政策のマネ ジメン
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トの仕方がどうだ ったのかとい うモニタリン グの話と、政 策の効果が 上がっている のかと
いう政策評価が一 緒にされてい るのです。そ ういう意味で は、モニタ リングであれ ばつつ
がなく予定どおり に進んでいる かですから、 これはインプ ット、アウ トプットで見 ていけ
ばいい話なのです が、アウトカ ムのほうはな かなか成果が 出ませんか ら、ここは数 年に一
度、この間も松元 事務次官とお 話ししたとき にもそういう 議論が出て いましたけれ ども、
ある程度掲げられ た政策の本当 の目標に照ら し合わせたア ウトカム指 標に基づいて きちん
とした調査を、全 てではなく選 択的に何年か に一度行って いく必要が あるのかなと 思いま
す。もちろんアウ トカム指標は いつも設定し ていて、モニ タリングを していなけれ ばいけ
ませんから、必要 ですが、それ は政策評価で 行うべきだと 思います。 また、その意 味では
事業の運営のため のモニタリン グと政策評価 はきちんと分 けておく必 要があるだろ うと思
います。
３番目ですが 、アウト カム指標類型 の23ページの 認定NPO法人 数だとか 、被災地の 県であ
ります。認定NPO法人制 度については、税 額控除制度、寄付 をした金額 の５割を控除 される
というものと、認 定基準を満た していなくて も応募すれば 合格という 仮認定制度と セット
になっているので す。母 集団が４万6,0 00ある中で 、しかも 基準を満た していなくて もオー
ケーと言いながら 、46とか38と かというのは 余りにも少な 過ぎるので はないか。つ まり、
目標値自体がおか しいのではな いのかという 議論になって いるのです 。そんな議論 でこの
政策で掲げている 目標に意味が あるのかどう かというとこ ろも問われ なくてはいけ ないの
ではないかということ。
それから、被災 地の問題は結 構深刻で、復 興関連でさま ざまな予算 がどんどんつ ぎ込ま
れているのですが 、不正受給が 問題になって います。それ を単に参画 した数でその ことを
防げるかどうかと いう問題があ り、質を見な いで数だけ追 いかけるこ とに関しては 、ちょ
っと問題であり、 今の政策の議 論に対してこ の政策評価で は寄与でき ないのではな いかと
思います。
以上、３点であります。
○田辺委員

類型 論という形で 展開していた だきました。 要するにや っている内閣 府の作

業というのは非常 にこちらの別 添１を見ても なかなかぱっ としたまと まりのないも のであ
りますけれども、 それを普及・ 啓発、PRみた いなものと調 査・研究と 行政サービス という
形である程度主要なものを取り上げているのではないかと思った次第で あります。
特にPRのところ をどういう形 で見ていくの かというのは 、認知と関 心を分ける必 要があ
るのかなという気 は個人的には するのですが 、これはよく できている ということで ござい
ます。
どういうことか というと、結 局PRを何のた めにやるのか というと、 情報を提供し て最終
的に人々の行動を 変えてもらう ところが中心 でありますが 、ただ、そ こに至るまで にまず
関心を持って食らいついてもらうというところ。
２番目にこちら が出しているP Rのメッセー ジを理解して 、何が問題 になってどう すれば
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いいのかということを理解してもらうこと。
それに基づいて 行動を変えて もらうという ところに成り 立っています ので、逆に言 うと、
この数値指標のど れを使ってい るかというと ころは、PRが どこまで実 効的になって いるか
ということをある 意味では、熟 度という言葉 を使うならば どこまで達 成しているの かとい
うところが比較的見やすいのかなという形であります。
調査・研究に関 しても、結局 、暮らし機能 と利用のとこ ろで言及し ていましたが 、行政
サービスのところ はサービス提 供といっても 、例えば福祉 みたいなサ ービスとは違 いまし
て、基本的には研 修とかそうい うものが多い とは思います けれども、 それでもそこ に参加
していただいた方 でどう捉えた のかというこ とはある程度 明らかにな っているのか なとい
う感じはしています。
ただ、恐らく内 閣府で本当に 一番これが自 分の重要な仕 事だと思っ ているものが この三
つに入るかなとい うと、どうも 違うのではな いか。それは ある意味で は分担管理原 則でお
りてきて、かつ、 内部管理にか かわるものは 基本的には除 くというよ うな評価の前 提から
ありますので、内 部管理にかか わるものは入 れても構わな いと思うの ですが、そこ のとこ
ろをどう工夫する のかという問 題は残ってい るのかなとい う気がした ということが １点で
あります。
それから、２点 目は、いただ いた資料の中 で、目標の中 で対前年度 増みたいな入 れ方を
しているものもあ りますけれど も、逆に１％ 上回らせるこ とに意味が あるのか。サ ンプル
数その他から考え ると、恐らく １％で上がっ たか上がって いないかの 感度を持つだ けのサ
ンプルをとっている訳ではないと思うのです。それは前年度増でいいの ではないの か。
他方、政府が掲 げている目標 みたいなもの があるときに はそれを明 らかに入れ込 んでい
って、何年までに こういう形で 達成するとい う形に落とし 込んできた ほうがいいの ではな
いでしょうか。逆 に政策評価だ けのために中 間的な目標を 立てる意味 がないものに 関して
は、対前年度増ぐ らいで着々と 実施していく ぐらいの整理 でも私自身 は構わないの ではな
いのかと、そうで はない意見の 方もいらっし ゃると思いま すけれども 、もうちょっ ときち
っと目標を立てて 管理しろとい うところもあ るかもしれま せんが、思 ったという次 第であ
ります。
あと、最後の「 財政の質の改 善に向けて」 という諮問会 議のものは 、原課の負担 が多い
ところから考える と、どちらか に統一すると いうのだった ら、より細 かい行政事業 レビュ
ーかなという感じ がするのであ りますが、た だ他方、これ を見ていく と、会計検査 と予算
執行調査などとい うのは中でや っている仕事 ではありませ んから、絶 対に廃止で１ 枚紙な
どができるわけがない。
それから、行政 事業レビュー と政策評価の ところ、特に 内閣府の場 合には余りう まく発
現されてはいない かもしれませ んけれども、 政策評価のと ころは何を やっているか 、どこ
が割とちゃんとや っているかと いうことの一 覧性があって 、それが見 えるのです。 他方、
行政事業レビュー というのは厚 さがこんなに なりますので 、あれを全 部読んで一覧 性を確
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保するのはちょっ とできないの ではないか。 そこの区切り のところを どう考えるの かとい
うところがここの議論の肝ではないのかなと思った次第であります。
特定の事業を切 っていくとい うのだったら 行政事業レビ ューのほう が圧倒的に使 い勝手
がいい。それが財 政の質の改善 に向けてとい うことにつな がるのだっ たらそれはそ うであ
りますけれども、 他方でアカウ ンタビリティ ーの持つ、今 まで政策評 価の中でもア カウン
タビリティーだけ はそれなりに できて、みん なして表現の 努力をして きましたので 、そこ
のところが全くつ ながれてしま う危険がある ので、それを どう考える のかというと ころは
もう少し政府全体としても、内閣府としてもお考えいただきたいかなと 思います。
以上でございます。
○山谷座長

何か あれですね。 繰り返しにな るようなとこ ろもあるの ですけれども 、やは

り一度内閣府がほ かの官庁と違 って政策評価 についてはち ょっと違う のだというこ とをメ
ッセージとして出 さないといけ ないのかもし れないですね 。その時期 に来ている可 能性が
あって、南島委員 のお話を聞き ながら思って いたのは、ア ウトカムと いった場合に は、誰
かが誰かに対して 何かしたら、 それで何かが 変わるという のがはっき りわかる状況 で出て
くるわけです。だ から、政策評 価導入時にア ウトカムでや ると言った ときに物すご く抵抗
した官庁があって 、理由は自分 たちが幾ら頑 張っても成果 が出ないと 、そんなのが 理由で
あったのですが、 やはりそれは サボりの理由 もあったので しょうけれ ども、他方で 今回の
内閣府の話を聞い ていても、ど うもアウトカ ムを出しづら いところが 多いのかなと 思いま
す。
それから、実際 に事業みたい なものをやっ ていても、例 えば沖縄問 題のように別 のとこ
ろに目的があった りすると、下水 道が完備し ましたから100 点ですとい うわけにはな かなか
いかないというと ころがあると すれば、そこ はちょっと言 いづらいか もしれないで すが、
何かを言っておかないといけないのかなと思って聞いていました。
それは実は田中 委員の議論に も関係してく るところで、 たまたま前 の総務省の政 独委の
議事録を見ていて 、田中委員が 発言されてい るところがあ って、去年 の11月のなの ですけ
れども、持ってき たのですよ。 まさに今のお 話に関係する かなと思っ て読んでいた のです
が、要するにロジ ックモデルと いうのが果た してうまくい っているか どうかみたい な話な
のです。目標の指 標があって、 これを達成す るために国の 事業とか施 策とかやって いるの
ですけれども、こ れをやって果 たして達成で きるかどうか というのは よくわからな い場合
がある。
これは何につい て言っている かというと、有効性の議論 なのです。背 景の文脈とい うか、
テーマはワーク・ライフ・バランスです。
○田中委員

ここにも入っているのですね。

○山谷座長

まさにそうだなと思って読み返していたのです。

もう一つ、これ もまた田中委 員がおっしゃ っているので すけれども 、経済財政諮 問会議
と同じで政策評価 のほかに行政 事業レビュー 、事業仕分け 等々類似の ものが複数あ って混
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乱している。混乱 はしているの だけれども、 どうなのかと いう話をこ こでおっしゃ ってい
ますが、今日また おっしゃって いて、やはり 別でしょう。 つまり、マ ネジメントの ツール
と政策の効果を図 るものとはや はり別だろう 。そこが経済 財政諮問会 議は昔から混 乱して
いるのですよ。
それは一回分ける 必要があるの だろうなとい う感じなので す。田辺委員 もちらっと おっ
しゃっていました が、そこがア カウンタビリ ティーの根幹 にかかわる 議論で、アカ ウンタ
ビリティーとは結 局成果が達成 できない場合 は罰を加えら れる。あな ただめでしょ う、だ
めだからもうだめ ですよと予算 を削られるか 何か、そうい うものがあ るのですが、 それに
内閣府がそういう 対象になり得 るかというと ころなのです 。多分内閣 府がやってい らっし
ゃる仕事は実はそ ういう直接の アカウンタビ リティー関係 の中には入 りづらいもの が多い
のかなという感じですね。
昔の話でいえば 、内閣府は江 戸火消しの火 事場のまとい 振りみたい なところがあ って、
行くべき方向はこ こだ、ここで 頑張らなくて はいけないん だよと、ほ かの各省庁が そこへ
行って頑張って、 そうやるとこ ろ。だから、 そこをうまく 田辺委員に 表現してもら ったの
は、国民に関心を 持ってもらう とか、メッセ ージを理解し てもらうと か、そういう 普及・
啓発とか調査・研 究などの分け 方、これはほ かの役所では 余りできな いような話な のでし
ょうね。やらないというか。
そういう意味で は今回の類型 論をつくって 、モデルをつ くってもら ったのは非常 に私も
助かるなと思って 伺っていまし た。結論的に は言えば、今 、お三方が おっしゃった ような
ことをうまくきれ いにまとめて 、そこをどこ かに一度書く 必要がある のでしょうね 。そう
すると、例えば公 共事業の官庁 とかああいう ところとは違 いますと。 宮内庁はもう いいの
ですよ。違うとい うことを言っ て施策評価を やらなくなっ たのですね 。それは多分 認めら
れるのではないかなと思っていました。
以上です。
○幸田審議官

では、こちらからも一言。

実はやりながら いろんな議論 をしたのです けれども、こ れを今回分 類してみたき っかけ
は、前回、評価に 少しめりはり をつけてみて 分類をしてみ たらいいの ではないかと いう御
示唆をいただいた ことも踏まえ て、今回こう いう形でやっ てみたので すが、横並び で分類
してみました。
これは確かにや ってみると、 一つには横並 びが見えて、 こういう数 値目標の立て 方があ
るのかとか、数値 目標を立てる のでも、ほか の部局と比べ てこの方が よかったのか とか、
その意味で事務負 担も軽減でき る可能性があ って、そうい う意味にお いては、効率 的に政
策評価をやる助けになっていくツールという意味はあるのかなというの が一つ。
それから、もう 一つはこれを やってみて、 何名かの先生 方から御指 摘ありました けれど
も、普及・啓発型 と調査・研究 型と行政サー ビス型、ここ までは割と すんなりアウ トカム
ということで分類 して目標を立 てることがで きるのかなと いう感じが するのですけ れども、
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これも南島先生か らも田中先生 からも御指摘 があったので すが、まさ に施策の総合 的推進
みたいな部分とい うものについ て、今回の分 類でいうと、 アウトカム ではなくて結 局アウ
トプットになって しまっていて 、資料1 -2の裏側にな るのですけ れども 、アウトプッ ト指標
のうちの「（２）定 性的指標」み たいなとこ ろに入ってく るようなもの が結構数があ って、
資料にもあります が、今回78の 施策が内閣府 ではあるので すけれども 、そのうち34 の施策
が２の（２）には まってくると いうか、割と そういう意味 において他 省庁の施策を 推進し
ているようなもの が結構内閣府 はたくさんあ るということ がわかって きて、そこに ついて
どうすればいいのか。
このままアウト プットという か、定性的指 標でいいのか 、あるいは 少し何か政府 全体の
目標であっても、 あるいは５年 計画の目標で も、先ほど自 殺の施策の 話がありまし たが、
あれは28年度に向 けての目標値 みたいなもの をこちらにも 掲げて進捗 を図ったほう がいい
のか、あるいはそ れはやめたほ うがいいとい うことなのか について若 干悩みがあっ て、部
局によっては沖縄 のように政府 全体の沖縄の 、例えば社会 資本の整備 の目標を掲げ た政策
評価などがそうで す。ただ、単 年度ではなか なか評価でき ないのです けれども、10 年後の
社会資本整備の目 標を掲げてい るような部局 もあったりす るので、そ ういう意味で 今回横
並びにとってみて 、果たしてど ういうのが内 閣府的な政策 評価として 有効なのかと いうこ
とを少し考えなければいけないのかなという気がします。
評価のための評 価になってし まっては意味 がなくて、無 理やり数値 をつくっても やはり
しようがないので 、この施策は 何のためにや っているのか なというと ころから説き 起こし
て、このアウトカ ムの目標はこ れだねという のがうまくつ くれればい いなと思いな がら、
まだそこまで至っ ていなくて、 今回それに向 けての一つの ステップと いうことだっ たので
す。
南島先生に非常 によく整理し ていただいて 、我々も内閣 府の業務に ついて改めて 、確か
に内閣府をつくる ときにそもそ も総理大臣の リーダーシッ プを支える 機能というこ とでつ
くったという意味 においては、 まさに政府全 体のバックオ フィス業務 的なことをや ってい
るということなの で、国民に対 して直接施策 をやっている というより 、各省庁に対 してや
っているというよ うな部分なの で、果たして そこをどうア ウトカム指 標を立ててい くのか
ということを、もう一度考えてみる機会にはなっているのかなという気 はします。
そのときにも、 先ほど田中先 生からも、そ うはいっても 政策評価だ から事業レビ ューと
違うから、アウトカ ムの指標をで きるだけ立 てるべきとい うお話もあっ たと思うので すが、
行政事業レビュー シートとの関 係で申し上げ ますと、内閣 府の場合、 やはりどうし てもア
ウトカムの目標を 立てられない ところがあっ て、そのよう な事業につ いてはアウト カム指
標は立てられませ んと書いてし まって、アウ トプットの指 標だけを書 いている施策 が結構
あります。
確かに個別に見 ていくと、賞 勲局の栄典、 勲章だったり 、なかなか アウトカムと いうも
のを数値目標で立 てるのは難し いので、年間4 ,000ほど春秋 叙勲を出し ますよという ような
14

アウトプットの目 標しか出しづ らいというも のが、内部管 理事務に近 いようなもの もある
と思うのですが、 そういうもの に対して、果 たして無理や りアウトカ ムの目標を立 ててく
ると、それこそ栄 典に関する周 知度とか、そ れが果たして 本当の施策 の目的なのか という
ようなこともあっ たりするので 、そこら辺の めりはりを、 内部管理的 なもの、バッ クオフ
ィス的な業務とい うのはアウト カムの目標は 無理だねとい うことをは っきり言って あげれ
ばかなりすっきり と、ではそこ はアウトカム はやめるけれ ども、予算 の使い方はち ゃんと
しているかをきち っとモニタリ ングはしてい こうというよ うな形にも できるし、少 し頭の
整理ができるきっかけに今回なったのかなという気はいたしております 。
そういう意味で 、若干まとめ として繰り返 しになります けれども、 個別で見てい くとい
っぱいあるのです が、施策の総 合的な推進み たいなものを 今のままの フォローアッ プを実
施しますというよ うなな定性的 な目標でいい のか、あるい は、政府全 体の５年後、1 0年後
の目標でもいいか らそれを掲げ ながらそれに 向けて、直近 はどこまで いっているね という
ことを書いたほう がいいのか、 その辺が数か らいうとかな り比重が大 きいのかなと いう気
がしたというのは感想でございます。
あと、何かあれば補足を。
○尾原企画官

も う審議官から おっしゃって いただいたと ころに尽き ておりまして 、先生

方からも御指摘い ただいた、内 閣府の場合、 総合的な調整 をやってい る分担管理事 務でど
うするかというと 、施策の推進 という形で毎 年しっかりや っています というのを評 価書で
書いていただく形にしている。
特にそういう総 合的調整をや っているとこ ろは審議会等 があったり とか、別途白 書等を
つくっている部局 が多うござい まして、そう いうところで きちっと、 政策評価法に 基づく
ものではありませ んけれども、 別のところで きちっとレビ ューをやっ ていただいて 、その
成果を最後に評価 書に反映させ ていただけれ ばいいのかな というのが 一つの考え方 かなと
これまで考えてお ったのです。 他方で経済財 政諮問会議で の民間議員 ペーパーのよ うに、
とにかくPDCAサイ クルだみたい なのが出てく るということ は、それは 改めてどう考 えたら
いいか。もちろん やるべきこと はきちっとや らなくてはい けませんの で、今回特に 田中先
生がおっしゃったN PO関係のとこ ろとか 、個別のとこ ろについて は、ま だきょういた だいた
コメントを踏まえ て、部局と再 度有識者の先 生方の御意見 を踏まえて 検討してくだ さいと
いう形でまた投げかけて、内閣府内で調整をしたいと思います。
○渡部課長

昨年 来といいます か、それ以前 から政策評価 と行政事業 レビューとの 関係で

すとか、前回もお 伺いしました 現場のモチベ ーションを高 める政策評 価の在り方と いった
観点からいろいろ と御示唆をい ただいており ましたけれど も、きょう いろいろな改 善点な
どもお伺いしまし て、一つの方 向として、ま ず事前分析指 標の類型化 を行ってみる という
ことで、これまで の政策評価に 対しての一つ の対応の方向 性といった ものが見えて きたよ
うに感じております。
個別の施策につ いて、今後の ところにつき ましては、多 分内閣府の 施策の特殊性 といっ
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た部分にどう対応 するかという 点等もござい ますが、今般 、諮問会議 の民間議員ペ ーパー
で出されている方 向性、これは 政府全体の方 向ということ で出されて きた場合に、 内閣府
の施策の特殊性と いったものを どの程度主張 をして通すこ とができる のかというと ころは、
まだよくわからな い部分がござ います。そこ は実際、今日 いろいろと 全体的な体系 の整理
などもお伺いでき ましたので、 今後またもし かしたら事務 的にもヒア リングがある かも知
れませんけれども、そういったところでも対応を考えていきたいと考え ております 。
○山谷座長

よろしいですか。

その際、もし内 閣府が今、議 論をいただい たような形で 進めていく というときに 、気を
つけなくてはいけ ないポイント があって、一 つは政府の総 合調整機能 みたいな形で 政策評
価を考えるといっ たときに、多分 内閣府であ れば男女共同 参画局が関係 のいろんな評 価を、
影響調査みたいな ものもやって いらっしゃっ て、そことか ぶらないか 。例えば内閣 府の中
だってありますか ら、多分内閣 府の外でも似 たようなこと をやってい て、そういう レベル
での評価と重複し ないかという のが一つ気を つけなくては いけないの かなと思って いるの
です。
だから、逆に言 えば内閣府は 手抜きでいい のかという話 なのですけ れども、そう でもな
いだろう。別な何かスタンスでというのが必要なのかもしれないなと思 っています ね。
○田中委員

それ に関連してな のですけれど も、確かに内 閣府の置か れた立場を考 えれば

かなり同情する余 地が大きい。 だからといっ てアウトカム を指標設定 してはかるの は無理
なのだというのは 多分通用しな いのですよ。 国民やそれこ そ政治家が 知りたいのは アウト
カムがどうなった のかなのです 。では、内閣 府がやめてし まったとき に一体誰がそ こを検
証して説明するのかというところが空白になってしまう。
やはりそれは内 心じくじたる ものは感じて いるところは あるのです 。でも、横並 びの中
での限界なのだろ うと思うので す。ですから 、内閣総理大 臣のリーダ ーシップをサ ポート
するという一番重 要な政策につ いて、誰もタ ッチしないと いうこの事 態はやはりま ずいと
思いますね。
国家戦略室が成 果達成何とか 目標というの を立てるとか で、重要な 施策について はもっ
と上のところで取 りまとめて、 説明をし、そ れは政治が責 任をとるん だという仕組 みをつ
くろうとして、半 年ぐらいでだ めになったと 記憶があるの ですが、本 当はそこのと ころが
必要で、内閣府が 扱っている政 策というのは 限りなくそこ に近いもの が多く含まれ ている
ような気がするのですが。
○山谷座長

田中 委員が今、お っしゃったの が、実は私が 申し上げた 話とかぶって いて、

本当は内閣府が政 策評価でやる べきではない のかなと思っ ていた、例え ば少子化対策 とか、
ワーク・ライフ・ バランスとか 、政府の統一 性評価という のがありま すね。総務省 があれ
をやってしまうの です。この先 もどんどんや りそうな感じ なのですけ れども、それ は果た
していいのかなという。
だから、同じワ ーク・ライフ ・バランスを 向こうでやっ てもいいの だけれども、 こちら
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はもっと別な何かでやらないといけないのかなというところが気にかか っていまし た。
○南島委員

今、 田中先生と山 谷先生がおっ しゃった点で ということ で、アウトカ ムをや

められない、政府の方針はやっていかないといけない。全くそのとおり だと思いま す。
総合調整機能で いうと話がま た限定的にな るといけない ので、ちょ っと違う表現 で言い
ますけれども、
「公開プ ロセス」を含めて 行政事業レビ ューをやら せていただい たとき、事
業レベルでは結局 成果が見えな いという話が たくさんあっ たのは御記 憶だと思うの です。
あれでは見えない 。だから、事 業単位だけで は、もうちょ っと幾つか の事業が固ま って、
効果を出すところ が見えなくて、
「それ は政策評価の 役割だろう 」とい う話が何度と なく予
算監視・効率化チームで出てきたと思うのです。
内閣府の場合に はもう一つ問 題があって、 それぞれの担 当部局、例 えば自殺対策 室など
だと普及・啓発系 の事業を持っ ていますけれ ども、他府省 あるいは道 府県、市町村 、こう
いうところが一体 となって自殺 対策を推進す るべきであっ て、
「 自分た ちの所管に落 ちてい
る予算では全体が 見えません」 という問題が あるのだと思 うのです。 だから、どの 次元で
切るかという問題 ですが、結局 次元の設定の 仕方によって は「誰と調 整しなくては いけな
いのか」というのが変 わってくると いうお話だと 思うのです。
「ア ウトカム」とい うのは「誰
と調整を本当にしなければいけないのか」というお話とかかわってくる と思います 。
政策評価の方か ら言えば、そ れは事業評価 でいいのか、 それとも部 局の単位の評 価でい
いのか、もうちょ っと上の官房 レベルで全体 を見る方がい いのか、政 府全体で外部 有識者
を交えた外部評価 という形でや ったらいいの かという設定 ともかかわ ってくると思 うので
す。そういう広が りの中で当面 はここをやる という「キメ 」の問題で あるのかなと は思い
ます。
ただ、幾つかの 階層で何を調 整しなくては いけないのか という全体 像はちゃんと 頭の中
に置いた上で、今 、ここをやっ ていますよと いうことがわ かれば、そ れはいいのか なと思
います。例えば自 殺対策も先ほ どおっしゃっ た３万人をど うするかと いう問題は、 恐らく
は大綱の総括とい うことで、し かるべき年度 が来たときに きちっと分 析等も含めて やって
いかないといけな い。そういう ときは審議会 を立ち上げた 形で議論し ていくという レベル
になると思うので す。それは当 然頭の中に置 いておかなく てはいけな いけれども、 全体の
政策の展開、マッ ピングの中で 今、ここにい るんだよとい うことがは っきりしてい るとい
うことが一つの解決の仕方といいますか、この問題の解消の仕方なのか なと思いま す。
○幸田審議官

今 、先生がおっ しゃった、確 かに自殺の平 成28年度の 目標みたいな ものは

政府全体の目標で あって、内閣 府の施策の目 標ではないの です。です から、内閣府 の政策
評価の中にこの目 標を書いてし まうと、内閣 府の施策が問 題だったの か、あるいは 、ひょ
っとしたら警察の施策が問題だったのかという議論になる可能性がある 。
○田中委員
○幸田審議官

責任とれと言われてしまいますね。
責 任をとり切れ ない目標だと いうことはあ るのですけ れども、総合 的にそ

の施策を推進して いるのだから 、先ほどの町 火消しとして 旗を振って いる責任みた いなも
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のは内閣府にあるとしか言いようがない部分もあって、そこはなかなか 難しい。
ただ、実態とし ては二つあっ て、男女局と か沖縄とか、 そのために 局相当の部局 がある
ようなところとい うのは、もう 全体を各省庁 を自分が引っ 張っている んだという意 識が強
いので、自らいろ んな各省の施 策の評価もや ろうというこ とが実際に 行われるので す。け
れども、少子化と かワーク・ラ イフ・バラン スみたいなも のというの は実は部局の 中の少
人数でやっている ので、そこは むしろ総務省 の政策評価、 複数府省に またがる評価 をやっ
てもらったほうが助かる側面も実態としてはあるのではないかという気 はします。
そういうことを 言いながら、 やはり先ほど 田中先生がお っしゃった 、アウトカム がない
わけにはいかない と言われると 、それでも無 理やり数値目 標を立てる よりは定性的 でもい
いからアウトプッ トではなくて きちっとアウ トカムの目標 というのを 立てなさいと いうこ
とを、指摘する必要があるかとは思います。
○田中委員

進捗 しているでは わからなくて 、何々に向か って進捗し ているが知り たいの

ですよ。それは数字ではあらわせないことはありますね。
○幸田審議官

確 かに、例えば 自殺の問題だ ったら28年度 の自殺死亡 率20％減とい うか２

万4,000人 という 目標 に向け て施策 を総合 的に 推進し ている みたい なこ とを書 いたほ うが
いいのか。それぐ らいしか部局 から見てもな かなかアウト カムの目標 は立てづらい ねとい
うのがあるような 気もする一方 で、何年か前 も議論のあっ た男女局の 目標のような ものも
あります。
○尾原企画官

202 0年までに指 導的地位に占 める女性比率 が30％とい うのが数年前 までは

数値を入れてあったのですが。
○幸田審議官

我 々も悩みなが らそういう政 府全体の目標 ぐらいしか なかなか数字 となる

となかったりするところがあって。
○田中委員

この間ロースクールの3,000人取りやめになっていましたね。

○幸田審議官
○南島委員

あれは多分ちょっと違うような気がするのですが。
幸田 審議官が今、 おっしゃった お話は、結局 「予算の枠 を外して議論 してい

いのですか」
「予算の枠 で議論した方 がいいので すか」に尽きてい ると私は思い ます。だか
ら、予算の枠を外 せばそれを幾 らでも大きく できますが。 予算の枠の 話なので、そ んなに
自由ではない。
○幸田審議官

多 分長期的な目 標に関しては 二通りあって 、かなり理 想的な目標を 掲げて

いる部分と、現実 的に５年、10 年のタームで 本当に実現し ようという 目標になって いるも
のと両方あって、 確かに理想と しての目標を 掲げている場 合にはそれ なりの資源を 投入し
ないという部分はあるのだとは思います。
○田中委員

全然 話は違うので すけれども、 一個一個シー トを見てい たら、金額が すごく

小さいものがありませんでしたか。政策評価でこれまで書けますか。
○幸田審議官

特 に計画の推進 みたいなもの 、総合的な推 進みたいな ものが紙と鉛 筆でや

っているので。
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○田中委員

たしか100万円台みたいなのがありましたね。

○尾原企画官

総 合調整みたい なところは結 局紙、鉛筆代 になってし まうのですね 。政府

全体、各省がそう いうのをやっ ていて、実行 部隊が別にあ ったりなど すると、取り まとめ
をやっていますと か、計画をつ くった後はそ れをフォロー アップしま すとか、そう なって
しまうと紙、鉛筆代なのですね。
○田中委員

そう すると、ああ いう小さな政 策は行政事業 との関係は どうなるので すか。

その下に事業がないということなのですか。
○幸田審議官

例 えば先ほどの 自殺は、南島 先生の紙に書 いてあると おり、普及・ 啓発の

予算になるわけで す。自殺対策 自体は警察で あったり、厚 労省であっ たり、文科省 であっ
たりいろんなとこ ろが予算的に は大きくて、 我々は白書を つくったり 、紙と鉛筆で 基本総
合的推進をやって 、計画を つくってやっ ています 。では、予 算がないの かというとあ って、
普及・啓発予算みた いなものだけ が、自殺対策 のそこの部分 は予算がそ れなりにある ので。
○田中委員

ついていて、それは府省内で消化するものなのですか。

○幸田審議官

各 省ともちろん 相談はするの ですけれども 、では内閣 府がまとめて 普及・

啓発みたいなこと はやりましょ うということ になる。交通 安全なども そうですが、 そこだ
けが予算があって、事業レビューになるとそこの予算がどうかみたいな 話になりま す。
○田中委員

では 、政策評価で も行政事業に 二重でかかる ということ ですか。基本 的に同

じものですね。
○尾原企画官

施 策といっても 実質の事業と 似たようなも のもありま す。施策の中 に入っ

て金額が小さいね といっても、 事前分析表の 下に書いてあ る達成手段 が事業レビュ ーの単
位になっております。
○田中委員
○幸田審議官

でも、それは二重手間ですよ。
た だ、先ほど田 中先生がおっ しゃったよう に、なぜ内 閣府が自殺対 策をや

っているかという と、特命担当 大臣もいたり して、総理を 支えて、総 理のおひざ元 で政府
を挙げて自殺を減 らしていこう 、強力にやっ ていこう、そ こを調整し ながらやって いこう
というために内閣 府がやってい るのだと思う のです。そう いう意味か らすると、官 邸なり
総理のリーダーシ ップを支えら れているのか というのは、 究極的な最 後の目標、自 殺を本
当に減らせたのか というところ を見ないとい けないという ことになる のかもしれな いので
すけれども、何かそこら辺はどこまで政策評価のこの体系の中でやれば いいのか。
もちろん、自殺の 28年までの今 の大綱のフ ォローアップ みたいなこと はいずれある ので、
自殺対策としての 評価というか 、自己評価と いうか、それ はまたいず れ別途やると いうこ
とにはなってはいきます。
○南島委員

一応 やっておられ るのですけれ ども、田中先 生の話をつ なげて言えば 、政務

から必ずおりてく るのは結局こ の予算で何人 減ったのだと いうお話で 、それを説明 せよと
いうのは、おっし ゃるとおり、 そのままおり てきます。だ からこの説 明では足りな いとい
う話になるのです 。要するに、 普及・啓発を やっている、 これでどれ ぐらい自殺が 減った
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のかというのを説 明できないな どというので は成り立たな いので、で は結局のとこ ろ自殺
者数はどういう政 府活動によっ てどれぐらい 減らすことが できるのか 、効いている のか、
効いていないのか という説明を してほしいと いうのはあり ますね。自 殺対策室の方 ではチ
ームをつくって去年評価をやっていたというのは御紹介したお話だった わけです。
結局はどういう 話になったか 、そこだけち ょっとフォロ ーしますと 、アウトカム は見な
くてはいけないと いうことで、 多変量解析を やって、予算 がどう効い たかと相関を みると
いうことは一方で やったのです 。それで、よ くわからない 。よくわか らないことで も説明
することに意義があるといって、まずそれを説明しました。
その上で、では 内閣府として は何をしなく てはいけない かというこ とでいえば、 あそこ
は自殺対策の基金 を持っている ので、それを 今度の安倍政 権の補正等 でも付けても らって
いますので、これ を使って体制 整備をしなく てはいけない 。体制整備 ができている かどう
かをチェックする 資料づくりを しなくてはい けない。それ が表現でき れば政策評価 の方に
もうまく書いてい くことができ るかもしれな い。その途上 に今、いる というところ かなと
思います。うまく それが説明で きる状態にな ったら、恐ら くこちらの 政策評価のほ うに説
明の書きぶりなり 変わってくる かと思います けれども、何 分ついてい る予算が補正 中心な
もので、一般会計 に乗ってから でないといけ ないのではな いかという 問題も政策評 価には
含まれています。
○田中委員

でも 、そのぐらい インテンシブ なリサーチを しないと、 政策評価の問 いに答

えられないという ことですね。 ということは 全部はできな いですね。 セレクティブ にやら
ないと。
○幸田審議官

今 、そういう意 味で去年事業 レビューで問 題になった 例ですが、青 少年の

国際交流とか、評価指 標をまさに、
「見え る化」とはどうい う意味だと いう田中先生 の御指
摘もありましたけ れども、それ を何とか今、 指標化しよう という検討 途上にあると か、や
はり予算が大きい ものについて はそういうも の、自殺も確 かにそうで すね。それな りに補
正で予算がついて いますので、 そういうもの については予 算が大きい とどうしても そうい
う動きになっていくということなのだとは思います。
○南島委員
○幸田審議官

事務 局としては補 正もここに書 いていけるの かという問 題があります からね。
わかりました。

それでは、個別の指摘をいただいて、少しこちらでも。
○尾原企画官

個 別にいただい たものについ ては部局と調 整させてい ただいて、ど ちらか

というと大きな話 についてはい ただいたコメ ントを踏まえ ながら、類 型化の作業を もうち
ょっと外に出して 、聞かれたら こういう考え ですとどんど ん出してい けるようにま た研究
を続けていきたいと思います。
○渡部課長

ありがとうございました。

それでは、大体当初予 定しておりま した時間にな りましたので 、続き まして 、議題「２．
今後の予定等」に 移らせていた だきます。資 料２として「 今後の内閣 府本府政策評 価のス
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ケジュール（案）」をお配りしてございます。
○尾原企画官

１ 枚紙になって 、大分後ろの 方になってお るかとござ います。横長 の「今

後の内閣府本府政策評価のスケジュール（案）」でございます。
今日いただきま した先生方の 御意見でまた 調整させてい ただきまし て、４月上旬 目途に
25年度の実施計画の決定をしたいと思います。
また、上旬目途 の左のほうに 「基本計画の 一部改正」と ありますの は、基本計画 の中に
実は政策評価体系 がありまして 、毎年度の実 施計画にあわ せてそこの 部分だけ変え させて
いただいておるところであります。
今後の内閣府の 政策評価のス ケジュールで すけれども、 年度が変わ って25年度に 入りま
すと、24年度の評 価書の作成作 業が始まりま す。これにつ きましては 、４月からド ラフト
案の作成を開始い たしまして、 次回６月下旬 から７月上旬 ぐらいのと ころで、次回 の政策
評価懇談会を開催 させていただ きまして、８ 月末の概算要 求に間に合 うような形で 評価書
を作成したいと思います。
また、平成25年 度は３年に１ 回改定されま す政策評価の 基本計画の 最終年度に当 たりま
す。そのため、今 年の10月～11 月ぐらいに次 々回の第20回 政策評価有 識者懇談会を 開催さ
せていただきまし て、次の26年 度～28年度ま での３年間の 政策評価の 基本計画につ いて、
先生方から御議論いただければと思っております。
そうしますと、2 5年度が終わ り、またロー リングになり まして、来 年の今ごろに なりま
すと、この基本計 画を踏まえた2 6年度の実施 計画を御議論 いただくス ケジュールに なって
おります。
○渡部課長

これに関して御質問、御指摘などがございましたらお願いいたします 。

○山谷座長

一点いいですか。

これは田辺委員 に聞いたほう がいいのかな 。24年度の政 策評価書が 出たときに反 映され
るのは26年でしたね。これはもういいということになったのですか。
○田辺委員

仕方なく。

○山谷座長

そういうことですか。

○田辺委員

とい うか、考え方 なのですけれ ども、紙とし て反映した という接続と 、実際

のフィードバック はもっと速く なっています ので、政府の 手続という のは紙ベース でやら
ざるを得ないので、となるとこれしかないのです。
○山谷座長

県庁 あたりだと予 算をその年度 の８月につく るので反映 できてしまう のです。

その頭でずっと見 ていたので気 がつかなかっ たのですけれ ども、霞が 関は飛んでし まうの
ですね。
○幸田審議官

行政事業レビューの方はこれからです。

○尾原企画官

同じようになります。

○幸田審議官

24年度の事業レビューは。

○尾原企画官

24年度の事業結果をまた４月から。
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○幸田審議官

４ 月からやって 夏までに結論 を出すという 、事業レビ ューはそうい うプロ

セスになりますね 。政策評価の ほうは確かに 終わってから 事後評価ま でいくという ことに
なるようです。
○山谷座長

しようがないということです。

どうもありがとうございます。
○渡部課長

よろしいでしょうか。

それでは、予定 時刻となりま したので、本 日は多岐にわ たり、改善 点等コメント を頂戴
しましてどうもありがとうございました。
次回は先ほど御 説明させてい ただきました ように、６月 ごろを目途と しております ので、
また御案内させていただきたいと思っております。
本日は、お忙しい中ありがとうございました。
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