内閣府本府政策評価有識者懇談会議事録（第 19 回）

１．開

会

２．議

題

日

時：平成 25 年６月 24 日（月）10:54～12:14

場

所：中央 合同庁舎第４ 号館 12 階共用 1211 会議室

（１）平成 24 年度内閣府本府政策評価（事後評価）（案）について
（２）政策評価に関する最近の動きについて
（３）その他（今後の予定等）
３．閉

会

○渡部課長

予定 の時間より少 し早いですが 、先生方 おそろいです 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19回の会合を開催いたします。
本日は、御多忙のところを御足労いただきまして、ありがとうござい ます。
毎回のことでご ざいますが、 事前に資料に お目通しいた だきまして 、ありがとう ござい
ます。
本日の懇談会は 、毎回と同様 でございます が、公開にて 行います。 本日午後、別 の御予
定が入っていらっ しゃる先生方 いらっしゃる かと思います ので、全体 の時間限られ ており
ますが、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題でご ざいますが、 御確認いただ きますと、１ 点目が「平 成24年度内閣 府本府
政策評価（事後評 価）（案）に ついて」、２ 点目が「政策 評価に関す る最近の動き につい
て」、３点目が「その他（今後の予定等）」でございます。
説明資料につきましてはお手元に配付しております。御確認いただけ ればと存じ ます。
事後評価、評価 書（案）に加 えまして、今 月10日に実施 されました 公開プロセス の内閣
府分の評価結果。
また、資料４と しまして、経 済財政諮問会 議での総務大 臣提出資料 、民間有識者 議員の
提出資料を配付しております。
資料５としまし て、前回御議 論いただきま したけれども 、25年度事 前分析表（案 ）測定
指標の類型です。
資料６が今後のスケジュールです。
それでは、早速 一つ目の議題 「平成24年度 内閣本府政策 評価（事後 評価）（案） につい
て」に入ります。
尾原企画官から説明いたします。
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○尾原企画官

そ れでは、資料 １に基づきま して、平成24 年度内閣府 事後評価につ いて御

説明いたします。
横長の資料１でございます。
２ページ、内 閣府の政策 評価でござい ますけれども 、24年度 に実施されま した22の政策・
84施策について、内閣府本府の政策評価実施計画に基づき評価を実施し ております 。
評価結果ですけ れども、22政 策中「◎」の 達成が９政策 、「○」の おおむね達成 が11政
策、「△」の達成 が十分とは言 い難いが０、 「－」のその 他として未 集計等が２政 策あり
ます。
この評価基準で すけれども、 ３ページ目、 それぞれの施 策レベルの 下に測定指標 を設け
ております。まず測定 指標ごとに、その 測定指標が100 ％以上クリ アできた、定性的 なもの
で目標達成になっ たものについ ては、それぞ れの指標ごと に「◎」、80％以 上であれば「 ○」、
80％未満のときは「△」ということでそれぞれの測定指標ごとにつけま した。
４ページ目、施 策、政策レベ ルの評価基準 で見ておりま す。表２の ところ、例え ば施策
であれば幾つかの 測定指標があ るうち、全て の測定指標が1 00％になって いれば達成 で「◎」、
半数以上、総合的 に見て達成の 度合いが半分 を超えている と認められ るものはおお むね達
成で「○」、半分 を超えている と認められな いものについ ては「△」 という基準で つけて
おります。
別紙１で「平成2 4年度事後評 価の対象とな る政策・施策 の評価結果 一覧」をつけ ており
ます。
先ほど22政策と 申し上げまし たけれども、 その下の段階 の施策のと ころ、84の施 策があ
ります。その施策 のうち経済財 政政策の推進 の施策の６、 上から６番 目が「△」に なって
おります。これは 「政府調達に 係る苦情処理 についての周 知・広報」 。その施策の 目標値
としましては、政 府調達のホー ムページのア クセス件数が 昨年度は目 標達成件数の ６割に
とどまってしまった。６割の達成程度だったということで「△」になっ ております 。
裏ページ、政策 番号12の「共 生社会実現の ための施策の 推進」の15 番目「犯罪被 害者等
施策に関する広報 啓発、連携推 進等」という ことで、通し 番号は57で す。これは犯 罪被害
者支援に関心を持 っている人の 割合というこ とで、24年度 は100％を目 標値にしてお ります
が、結果としては2 2年度以降４ 割程度で横ば いに推移して いるという ことで「△」 になっ
ております。
今回、御議論いただきたい点は二つあります。
一つは、犯 罪被害者等 施策で100％と いう目標設定 をしており ますが 、そもそも単 年度の
測定指標で100％が 望ましいかど うか。部局も 指標のとり方 として見直 したいという ことで、
今後の取組では、 今までは犯罪 被害者の支援 は自分自身に かかわる問 題だと思うと いう設
問の回答が100％を 目指すとなっ ていたので すが、聞き方も 関心を持っ ている人の割 合と聞
いてはどうかとい うことで、測 定指標の設定 方法も25年度 は変えるこ とを検討して おりま
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す。
もう一つの問題 点は、84の施 策です。今回 、◎○△とい う形でわか りやすくとい う観点
もありましてつけ ていますけれ ども、実は施 策の中でそれ ぞれがアウ トプットで見 ている
もの、もっと言う とアウトカム を設定してい るものもあれ ば、アウト プットにとど まって
いるもの、さらに はアウトプッ トというか施 策の進捗状況 を確認して いるアウトプ ットの
一種といえばアウ トプットです けれども、そ ういうものも 含めた上で ◎などとして いるの
ですが、例えばア ウトカムの◎ と施策の推進 状況を把握し ているとい うものの◎は 、本当
に一律で評価は同 じ記号を使っ ていていいの かどうか、機 械的につけ ることが望ま しいか
どうかというあたりも先生方から御意見を頂戴できればと思っておりま す。
といいますのは 、資料３ 、山谷先生 、南島先生 に御参加いた だきました「公開プロ セス」
でありますけれど も、例えば犯 罪被害者等施 策は、測定指 標が横ばい に推移してい るとい
うところが問題としてあったのではないかと思っております。
資料３を説明い たしますと、 今回、それぞ れ四つのもの について見 ているのです が、特
に②③のところに ついて政策評 価の視点とし ては、事業に 関する議論 もさることな がら、
内閣府として施策 としてどうか かわっていっ て、どういう 位置づけを 目指して、中 長期的
には内閣府として 何を目指して いくかをもう 少し明確化し ていくべき ではないか、 そうい
う御意見を頂戴し たものである と理解してい ます。そうし た場合、政 策評価として 今後御
意見を頂戴した側 からいうと、 今後の改善点 について先生 方から御意 見をいただけ ればと
思っております。
評価書が大部に なっておりま して、個別に やりますと時 間も今日は押 しております ので、
△のところを中心に御説明致しました。
議題１についての説明は以上でございます。

○渡部課長

それ では、簡単に 御説明いたし ましたが、御 意見等を頂 戴できるよう でした

ら御発言をお願いいたします。

○山谷座長

先ほ どおっしゃっ ていたアウト プット指標、アウトカム指 標が混在して いて、

それを同じ○△◎ でいいのかと いうお話です が、これはあ る意味どう しようもない のでは
ないでしょうか。 それを区別し 始めるとまた ややこしいこ とになりま すし、なかな か難し
いと思う。
考え方としては 、最初、一旦 全部アウトプ ット指標でそ ろえて、ア ウトカム指標 だけ出
せれば別にやると いう考え方も あるとは思い ますけれども 、そうする と、またやや こしい
ですね。その辺は難しいですね。
もう１点、先ほ どの犯罪被害 者のあれです けれども、内 閣府の役割 をどう考える か。例
えば広報というこ とに限定して しまうとか、 そういう形で のすみ分け を明確化する という
のはあり得るのではないかと思います。
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私からは以上です。

○南島委員

今、 お話を伺った 中で一つ私が 思いましたの は、行政事 業レビューと 政策評

価との関係ですが 、実は犯罪被 害者等施策推 進経費につい ては、指標 の達成が非常 に芳し
くないということ でピックアッ プされたとい う説明を、行 政事業レビ ューの方では お伺い
していました。そ こから言うと 、あるいは今 日のお話から 言うと、政 策評価の方で 行政事
業レビューの対象 のものがピッ クアップする ようなことが できるのか できないかと いうの
は一つ問われている部分かと思います。
それを今の政策 評価の状況で 、事前に指標 の達成度と予 算の執行率 ということを 重ね合
わせながら、事業 レビューとか 公開プロセス の候補がない かという探 し方をするの は大変
だという印象を持 っております 。要するに、 事前に何か客 観的な基準 を設けて政策 評価の
側で深掘りしたほ うがいい事業 をピックアッ プしていくと いうのは難 しいのかなと いうこ
とを思っておりま すし、もしそ れをしようと するならば、 政策評価を 精緻化してい かない
といけない、とい うことにもな るかと思いま す。他方、行 政事業レビ ューなどで出 てきた
ものを事後的にフ ォローアップ していく、あ るいは改善に ついて議論 していくとい うのは
政策評価でもアプローチできるのかなと感じているところです。
例えば犯罪被害 者の施策推進 経費ですが、 行政事業レビ ューで出て いたお話は、 「犯罪
被害者支援に関心 を持っている 人の割合」と いうことで、 「広報」の ところに集中 してお
られたわけです。 ところが、担 当部局の側か らの御説明に よれば、狙 っているのは そちら
ではなくて、実は 市町村等の窓 口の体制整備 なり二次被害 等が発生し ないような取 組を推
進していくことを 内閣府として 最終的には考 えたいと思っ ている、そ のための普及 啓発広
報活動であるという御説明でした。
もしそうである とするならば 、重要なのは 体制整備のほ うです。施 策の実施過程 の中に
なりますけれども 、アウトプッ トやアウトカ ムよりもまだ 手前の段階 の話になりま すが、
実施体制がきちっ とできている かとか、窓口 に担当職員が いるかとか 、そういうと ころを
チェックしていくことは考えられないかという意見が出ていたと思いま す。
要するに体制整 備の方で注目 して議論する ことはできな いか、広報 効果を見ると いうこ
とではなくて、最 終的に狙って いるところが 体制整備であ るならば、 しかも行政機 関の中
での話でというこ とで言えば、 それは確認す ることができ るのではな いかという話 をして
いたわけです。そ れはお考えい ただくという ことでしたけ れども、そ れを検討して いただ
いて評価の指標に 反映して、達 成度合いも含 めて指標の改 善を図って いくというこ とは考
えられるかなとは思っております。
ただ、今日 、お示しい ただいた事後 評価は24年 度のものです ので、タ イミングとし ては、
もちろん予算概算 要求への反映 ということが あるので、こ の時期に評 価結果を取り まとめ
られているという ことはありま すが、それが 反映できるの は、その次 の年、25年の 評価結
果なので、来年の 今ごろにひょ っとしたら少 し議論が変わ っているか もしれないと いうお
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話です。遠回りの 議論にはなり ますけれども 、そういう対 応等を中期 的な視点で施 策が安
定するために、政 策評価の側で もまた議論し ていくという ことはあっ てもいいこと かなと
いうことは思っております。
感想とコメント と混ざってし まいましたけ れども、政策 評価と行政 事業レビュー との連
携という観点からの意見だと御理解いただきましたら幸いです。

○田辺委員

先ほ どの犯罪被害 の方ですけれ ども、たしか 政府全体で 犯罪被害者に 対する

総合対策みたいな ものが今もあ ると思うので すが、その中 で見ていく ということに なろう
かと思います。
基本、犯罪被害 者に対する支 援のプロセス というのは、 一番初めは 警察庁が行う 。要す
るに事件があった 後、逮捕に至 るまで、検察 に送るまでの 過程で被害 者をフォロー すると
いうのと、あと犯 罪被害者の被 害に給付金の 申請がありま すのでそれ を処理すると いうと
ころで関与する。 警察は給付金 の申請と処理 件数に関して 政策評価の 中で数値を出 してい
たと思います。
その次のレベル というのは、 検察が関与す る部分と法務 省の段階だ と思います。 これは
裁判になって検察 庁が絡んでき ますと、警察 から被害者の ところの心 理的なケアは 検察庁
の仕事になりますので、それに対する体制がどうできているのか。
さらには、法務 省の側で、加 害者の側が刑 務所に入って 出てきた後 にどこにいる のだと
か、今どうなって いるのかとい うことに関す る通知制度が ありますの で、その通知 の制度
がどのくらい利用 されているの かというのが 政策評価の実 績として出 ていたと思い ます。
となると、全体の ところで残る ところはどこ かというと、 地方自治体 なのだろうと 思いま
す。簡単に言うと 、警察、検察 の方に行って 、その後も、 長期にわた って心理的な ケアが
必要ですので、必 要なNPO法人を 紹介するで あるとか、そ の後の精神的 なケア、生活 再編、
二次被害の防止と いうことが自 治体の役割に なってくるの かなと思い ます。それを どうい
うように制度とし て、ないしは 体制として構 築しているの かというと ころは警察庁 でも法
務省でもカバーさ れていません ので、そこに 事業としての 評価の軸を 集中するとい うこと
は可能かなというのが１点です。
２番目は、広報 啓発というの はそれなりに 必要でありま して、警察 の側でとって いる統
計というのは、要 するに実際に 給付金の対象 になる人の中 でどのくら い給付を請求 したか
という観点からで すので、そも そも給付金制 度とか一連の ケアの制度 があるという こと等
に関して理解して いるかどうか というのは全 体の広報活動 の話かなと いうことであ ります。
その点で、軸として行うならば２番目としては広報があるかなと。
３番目は、全体 の総合対策と しての計画等 が残っている とするなら ば、そこの関 係部局
の調整とかという 作業があろう かと思います ので、それが どのくらい 構築できたの か、警
察であるとか法務 省であるとか 、自治体との 間の連携、情 報交換等が うまくいって 全体と
しての対策が機能 しているのか 、その問題点 は何かといっ たところを 見ていくとい うのが
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３番目の切り口になるのではないかと思います。
その点で、犯罪被害者 の支援に関心 を持っている 人の割合も 、そもそ も100％とい うのは
どうも無理だとい う気はします 。また、事業 を中心に評価 するという のだったら、 先ほど
申し上げた一番初 めのところで す。また、広 報の持つレベ ル、ウエー トというのは 内閣府
が持っているとい う点では一般 に対する広報 という点では 大きいです けれども、た だ、実
際に本当に役に立 つ広報は、警 察で被害者に パンフを渡し ていますか ら、給付金の 制度が
ありますというも のとどう差別 化して一般の 広報みたいな ものがある かというとこ ろにな
ろうかと思います ので、私自身 は被害者支援 に関する広報 について内 閣府が大きな ウエー
トはないかもしれないと思っています。
むしろ各地方自 治体と、最後 に言った全体 の計画の進行 みたいなの をどういうよ うに見
ていって連携をとっているかといった評価軸のほうが適切かなという感 じがしまし た。
全体としての評 価のやり方の ところですが 、アウトカム とアウトプ ットが混ざる ことは
しようがないかな と思います。 ただ、政策レ ベルの評価結 果というの を見るともの すごく
簡単でありまして 、下にいっぱ い施策を抱え ているものの ほうが点数 は下がるとい う明ら
かな構造があって 、これはバイ アスとして出 てきますので 、もう少し 工夫して対応 しない
といけない。この 段階で下に一 つしかぶら下 がっていない のは、そこ が◎でしたの ですぐ
◎になりますので 、その構造を どこかで取り 払わないと若 干公平性に 欠けるところ がある
のではないかと思ったという次第であります。
以上、２点ほど申し上げました。

○南島委員

もう一つ補足をさせていただいてよろしいでしょうか。

先ほどの個別の 犯罪被害者の 軸の話からと いうことです が、類型論 をお示しいた だいて
いました。例えば ここで言うと 普及啓発型施 策というとこ ろに該当す るかと思いま す。今
度は一般化の話で すが、犯罪被 害者のところ をつかまえて 少し深掘り で議論したと きに、
ほかの施策に一般 化できるかど うかというの も政策評価の 制度の側で 議論したほう がよさ
そうな論点かなと思います。
例えば普及啓発 活動、先ほど 田辺先生もま さにおっしゃ っていただ いたとおり、 問題と
なっているのは、 警察・検察等 の専門機関と 自治体・コミ ュニティー です。内閣府 が自治
体・コ ミュニティー 側に対して仕 掛けるもの が特に共生社 会は多いと思 うのです。そ して、
共生社会分野では 普及啓発型施 策が多いと思 います。その 次の交通安 全対策推進経 費もそ
うですし、自殺対 策もそうです けれども、自 治体・コミュ ニティーに 働きかける要 素が多
いわけです。そこ では体制整備 をするための 普及啓発活動 が行われて います。要す るに施
策の構造が抽象的 なレベルでは 似ているので す。専門機関 は個別政策 を扱うけれど も、自
治体・コミュニテ ィーに対する 体制整備は内 閣府の総合調 整でできる だけ何とかで きない
かという課題を抱 えています。 そのための普 及啓発活動を やっている という抽象化 の仕方
はできるかと思うのです。
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そうすると、そ れらの施策に 対して同じよ うな改善スキ ームといい ますか、例え ば普及
啓発だけではなく て、一定程度 、施策が進展 した段階で体 制整備のほ うに軸足・注 目を置
く、つまり体制整 備のときには 全体の計画の 中でどういう ように進行 しているかと いうこ
とを確認している という抽象化 ができると思 うのです。こ の施策の分 類と個別の問 題とつ
ないで普遍化し、 全体の指標の 改善をやって いくというの は、ひょっ としたら政策 評価広
報課のお仕事の一 つになり得る のかなという ことを田辺先 生のお話を 聞きながら思 いまし
た。補足でございます。

○渡部課長

ありがとうございます。

御指摘をいただ いた中で、100 ％は行き過ぎ ではないかと いうところ でございます けれど
も、ここは仮に替わりの目標を設定するとしたら例えば50％などとなる のでしょう か。

○田辺委員

広報 だけからすれ ば、関心があ るというのは 、むしろ制 度にこういう ものが

あるというのと、 政府が対策を 打っているの を知っている かというこ とではないで しょう
か。

○幸田審議官

○田辺委員

施策に対する認知度のようなものの方がよろしいですか。

その 方が何となく いいように思 います。犯罪 被害者支援 に関心を持っ ている

というのは、具体的な中身が見えてこないので。

○幸田審議官

ど うしても自殺 や交通安全だ と、この割合 は当然高く なってくるの でしょ

うけれども、犯罪 被害と言われ るとなかなか 関心を持って いる人は少 ないと思われ ます。
その中で、これの 設問でいくの であれば、前 年よりも増や すなどとい うことなので しょう
し、そういう施策 をやっている というのは確 かに知ってい るというこ とだとすれば 、確か
にどの施策でも同じになってくるのではないでしょうか。
少なくとも100％ とか、23年度 を見ると60 ％で、なぜ60 ％を100％に したのかとい うのは
若干問題があると思われます。

○尾原企画官

そ こを部局のほ うに確認した ところ、担当 の課で検討 した結果、や はり長

期的には犯罪被害 者の認知度が1 00％になっ てほしいとの ことで 、中長期的な 目標は 、最後
は、すべからく知 ってほしい、 それを単年度 に掲げておい たというこ とです。確か に共生
担当はバリアフリ ーもそうなの ですけれども 、100と 置いている ところもある のですが 、現
状８～９ 割ぐ らいに なって いる認 知度で 100を 目指そ うとい うもの だと 余り違 和感は ない
のですけれども、40 ％程度のとこ ろだと、中長 期的にはそれ は目標値と していいので すが、
単年度の目標で置 くのはどうか と。足元が４ 割ぐらいで横 ばいになっ ているという 現状が
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あるものですから。

○幸田審議官

普 通であれば、 それを前年よ りも増やして いくという ことでしょう ね。現

状４割だとすれば 、それを ５割、６割 、７割に 上げていくと いうのが多 分現実的な施 策で、
逆に交通安全など は、交通安全 を意識してい る人の割合と いうことで 目標は９割で すけれ
ども、現状も９割 であったり88 ％であったり ということな ので、９割 から下げない ように
しようというのは 、それはそれ で意味がある 目標なのでし ょうが、こ こら辺は希望 的目標
ではなくて現実的な目標に。

○山谷座長

警察 の窓口担当者 とかそういう 人たちもちゃ んと認識し ているかどう かとか、

そういう対象をずらすというのはどうなのでしょうか。現実的に対応す る方々。

○幸田審議官

先 ほどのコミュ ニティーや体 制整備の話と も絡んでく るのだと思う のです

けれども、これは 仕分けの議論 の中でも交通 安全などでも 議論があっ たのですが、 大多数
警察がやっていた り各省庁がや っていたりす るのですけれ ども、内閣 府がなぜ交通 安全に
しろ犯罪被害者に 絡んでいるの かというと、 そこが結局先 ほどの議論 にも絡むのだ と思い
ます。地方へ行く と、要は都道 府県警察だけ に任せるので はなくて、 知事部局にも 旗を立
てて、いろんな交 通安全運動に 巻き込んでい くというとこ ろに意味が あるのかもし れない
という御議論があ って、だとす ると、今、先 生がおっしゃ ったところ にも絡んでく るので
すけれども、地方でどれ だけいろんな ボランティア 団体であった りNPOであっ たり、関連の
体制を巻き込んで 運動ができて いるかといっ た指標という のはひょっ としたらある のかも
しれません。
先ほど南島先生 がおっしゃっ たところにも 絡むのですけ れども、単 純に意識調査 、世論
調査をやって認知 度や関心度を 聞くというだ けではなくて 、ひょっと したら、こう いう団
体などを巻き込む 国民運動的な 施策であれば 、それにふさ わしい指標 のとり方があ るのか
もしれません 。ひょっと したらNPOやボ ランティア団 体を、各市町村な どが活用して いるこ
とを示す測定指標 があり得るか もしれません 。確かに今の お話を聞き ながら、もう 少し指
標の類型が国民運 動型と言うの か、そういう ものがひょっ としたらある のかもしれま せん。
その辺が公開プロ セスの議論と も絡んでくる のかもしれな いという感 じもしながら 、地方
との関係、体制整 備など、その 辺を捉えるよ うな指標のよ うなものを 少し工夫しな ければ
いけないのかもしれないと思いながら聞いておりました。

○山谷座長

関係 ない話でいい ですか。関係 ないと言うと 申しわけな いですが、誤 字が結

構ありまして、私が発見したのでも２カ所ぐらい。
例えば14/28（資料１別紙 ２）の１行 目「政策 金融機課金 」というの は誤字ではな いので
すか、それとも誤字ですか、どちらでしょうか。
8

○尾原企画官

○山谷座長

○尾原企画官

これは誤字ではないかと思われます。

政策金融とかでしょうか。政策金融基金とか。

「 機関として」 ですね。済み ません。沖縄 金融公庫の 話なので、「 政策金

融機関として」ではないかと思われます。

○山谷座長

あと2 0/28の「 △」がつい ている自殺の ところです が、「 自殺の危機は 誰にで

も怒り得る」は「起こり得る」ですね。細かい話で申しわけないです。
ここから二つ、 別な話をさせ ていただくの ですけれども 、一つは、 叙勲です。叙 勲に関
して言うと、例え ば61のところ で「春秋叙勲 の発令数」が 出てくるの ですが、何人 に勲章
を差し上げるかと いう話ですね 。ちょっとへ そ曲がりです けれども、 我々の行政学 会で割
と有名な先生で佐 藤竺先生とい う方が拒否さ れているので す。叙勲を拒 否した人の数 とか、
そちらで見たらど うなのかなと 。つまり、政 策として叙勲 制度を置い ている場合に 、それ
と本来その趣旨を 拒否される方 がいるとした らなぜなのか みたいな、 それはあり得 るので
はないかと思うの です。ただの へそ曲がりの 方ということ で終わるの かもしれない ですけ
れども、余り大した話ではないですが、１点目です。
２点目は若干や やこしい話で すが、沖縄で す。例えば公 営住宅の整 備数とか下水 道の処
理とか、いろいろ こういうのが 出てくるので すが、数字が 何パーセン トとか出てく るので
すが、ただ数字だ け出されても 余りピンとこ ないのですが 、趣旨とす ると、本土の 平均が
このぐらいで沖縄 がこの程度だ というのがわ かると、いい 意味もある し悪い意味も あるか
もしれませんが、 何か出てくる のではないか という気がす るのですが 、そこまでや ります
かという御質問です。

○尾原企画官

なかなか難しい御質問を頂戴いたしました。

１個目の勲章の お話、拒否さ れた方という のは、多分明 確に拒否す るというより は、ま
だその時点では対 象となられた 方がまだ先に という形なの で、必ずし も拒否される ことが
問題であるという よりは、御本 人も今後の活 動とか、勲章 というのは ある意味で、 そこで
ということになる ので、まだと いう方は多分 御辞退もされ ていますの で、なかなか 拒否さ
れた方で測定するというのはどうか。不勉強なところがあって申しわけ ありません 。
もう一個、沖縄 のほうでござ います。今、 頂戴いたした ところ、す ごく重要な問 題で、
よく沖縄政策の場 合ですと、全 国で見たとき 、例えば失業 率が全国平 均に比べて高 い割合
になっているとい った説明で使 ったりするの ですけれども 、施策レベ ルですとむし ろ沖縄
の社会資本のそれ ぞれのところ について施策 レベルで置い ていて、余 りマクロ的な ものは
置いていないという気がします。
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もちろん、沖縄 政策自体はよ く失業率や県 民所得で見た ときに県民 経済の観点か ら、全
国で見て昔はずっ と47位と言っ ていたのです けれども、最 近は47から4 6になったと いうの
はあるかと思います。

○山谷座長

そうです。青森県に抜かれたのです。

○尾原企画官

そ ういう見方は ありますが、 そのマクロレ ベルまでな ってしまうと 、それ

ぞれの施策レベル のところとマ クロの最終目 標のところと 、そこが計 画でやってそ れぞれ
のやっている施策 のところで落 とし込んでい るそれぞれの 数値の目標 と、マクロの 究極的
な最終的な目標と しての県民経 済の形や失業 者数。置き方 としては今 の実績評価方 式だと
置きづらいところがあるのではないかという気がします。
もちろん、先生 がおっしゃっ たとおり、本 当はそれが最 終目標であ り、国民、県 民生活
水準の向上という のが沖縄振興 の観点からと ても重要なも のでありま すし、それが 最終目
標になるというの はおっしゃる とおりだと思 います。直接 のお答えに なっていない かもし
れませんが、済みません。

○幸田審議官

沖 縄などの場合 ですと、沖縄 振興開発計画 に基づいて 、それに目標 数値が

書いてあるので、 おそらく全国 が幾らで、目 指すべき沖縄 の数字が幾 らというバッ クデー
タはきっとあるだ ろうと思うの ですけれども 、ただ、先ほ どの犯罪被 害者の話とも 関連す
るのかもしれない のですが、な ぜこの目標な のだという説 明がここに は出てきてお りませ
ん。そこが確かに あるのかもし れません。な ぜその目標値 かというの は、多分沖縄 などは
割と説明がつく話 があって、現 状がここで、 この５年間、 10年間でど こまで持って いこう
という。

○山谷座長

やは り小学校の耐 震化とかの話 であれば、本 来は文部科 学省が気にさ れる話

なのでしょうけれ ども、そうな ってくると、 わざわざ内閣 府でこうや って出すとい うこと
の意味ですね。

○幸田審議官

沖 縄の場合です と、まさに法 律に基づくと いうことに なってしまう のでし

ょうけれども、沖 縄に公共事業 も含めて予算 を一括計上し て各省庁に 移し替えるこ とにな
っております。一種、今の復興庁と同じような仕組みがあるためでござ います。

○山谷座長

そう ですね。そう すると、その 仕組みの中で 内閣府がグ リップすると いう頭

で考えたのです。 だとすると、 それなりの評 価書にしても らった方が 読む方はわか りがい
いのかなということです。

10

○田辺委員

沖縄 に関するとこ ろは、社会資 本等の整備に 関しては実 際上の事業計 画があ

って年度計画があ って、その数 字が出てくる と思いますの で、進行管 理として見て いれば
いいのではないですかという感じが私はしています。
その中で、例え ば公営住宅と か下水とか耐 震、病院、い ろいろあり ますけれども 、どこ
が進んでいないというのはある意味ではわかる。それで来年頑張らなけ ればと。

○山谷座長

つま り、こういう ことですか。 沖縄の振興計 画みたいな ものがあって 、その

中の進行管理。

○田 辺委 員

実際 この 種 の社 会資 本整 備な どは 、 予算 がど れだ けつ くか に よっ ても ほぼ

100％決まりますの で、に もかかわらず 進んでいない となると 、そこに 何らかの問題 が生じ
ている可能性があ る。その意味で の年度ごと の進行管理の 計画の進捗率 として見てい って、
横並びで、どこが そろっていな いのかなとい うのを見る。 それは全体 をグリップし ている
内閣府しか数字は 出てきません ので、どこが 遅れてそうだ という姿が 見えるところ はあっ
て、それは意味があるのではないかと思っています。

○山谷座長

前言 を撤回します 。今の田 辺案に同意し ます。つ まり、そ ういうことで すね。

そうすると非常にきれいな評価のシステムですね。

○幸田審議官

本 来やるべきと いうか、こう あるべきとい うのに近い ことを沖縄が やって

いるのであって 、逆に今 の話を聞いて いて、先ほどの犯罪 被害者などの 目標がなぜ10 0％な
のかということが どこにも説明 がないのが、 本当は問題で あるのでは ないかという 気がし
ました。

○田辺委員

ただ 、つけ加える とこれは６月 レベルで集計 中と書いて あるのだけれ ども、

社会資本関係のこ の種の整備率 とかは結構早 く数字で挙が ってくるの ではないかと 思って
います。

○尾原企画官

で きるだけ部局 には最新の情 報を入れるよ うにと指示 を出しました が、入

れ損ねたものもあったら申しわけありません。

○田辺委員

叙勲 のところに戻 りますけれど も、全体とし て賞勲局の 仕事は、基本 は着々

とやっていくとい うことなのだ ろうと思いま すが、ただ、 政策的なウ エートをかけ ている
ところがおそらく あると思うの です。これは 例えば、一般 推薦制度に よって、簡単 に言う
と公務員だけでは なくて民間の 方々に地上の 星を見つけま しょうみた いなものだと 思うの
です。それを評価 の中で示せな いか。それは 政策的な方向 づけとして ありますので 、それ
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が達成できたかど うかというの は、着々と仕 事をしている ということ に加えて、そ こにウ
エートを置いた政 策的な方向性 があるのだっ たら、それに 従って動い たかというの は見ら
れるようにしてお いたほうがい いのかもしれ ないなとは思 います。た だ、そういう ウエー
トの中で一般推薦 みたいなとこ ろは、もしか したら今そん なに重きが 置かれていな いのか
もしれないので、そこは現在の制度の運用方針を調べないとわかりませ ん。

○幸田審議官

今 、見ますと、 一般推薦制度 については、 一般推薦制 度に係るホー ムペー

ジへのアクセスと いうのが指標 で挙がってい て、御趣旨は 一般推薦そ のものの数が どうだ
ったかとか、そういうようなことでまでいけないかということでしょう か。

○田辺委員

あと 実際に叙勲の 対象になった 方々が増えた かどうかと いうことだと 思いま

す。

○南島委員

沖縄についてよろしいですか。

沖縄は23年まで の計画と、そ の後、切りか えられて新し く大きくや り方を変えら れたと
伺っていましたけ れども、その 沖縄県の方が もっと前に出 てきていた だいて計画を 進めて
いくという形に大 きく切りかえ られたと伺っ ておりました 。内閣府側 がどこにポイ ントを
置いて今度はバッ クアップをし ていくのかと いうことが次 の計画期間 の中での議論 になる
のかなと思っております。
例えばこれをざ っと拝見した ときに、それ は何かと言う と、一つは 、中小企業の 支援で
しょうか。金融公 庫の話が書い てあったり、 あるいは沖縄 科学技術大 学院大学、文 科省が
中心になってされ ているこれを 、とにかく地 元のクラスタ ー形成にど うやって活か してい
くのかという話が あったり、戦 後処理の部分 をどうやって 本土並みに 近づけていく のかと
いうお話ですとか、地籍混乱につ いての整理 をするという ところが重点 的にあるわけ です。
そこの部分が沖縄 の経済あるい は発展の足を 引っ張ってい るというこ とをおっしゃ ってい
るのかなと思います。
書面を拝見して いる限りでは そういうよう にも見えるわ けです。そ れを計画期間 の中で
どれくらい克服で きたのか、あ るいは残され た課題は何か というのは 、おそらく計 画終了
時に総括をされて いくと思いま す。そのとき にしっかりと 分析をして いただくとい うこと
でプログラム評価 のような総括 あるいは審議 会の答申みた いな形かも しれませんけ れども、
論点整理をされると思いますので、それを待つということかなと思いま す。
日常的な例えば 下水道とか、 廃棄物・リサ イクルという ものは、も ちろん重要な 論点と
いうことではある のでしょうけ れども、特に 本土との格差 が大きいも のについてど うフォ
ローしていくのか というところ は、意識を払 われていると 思いますの で、それを整 理され
ていくということ なのかなと思 います。やり 方を変えられ てまだ始まっ たばかりです ので、
ちょっと待ってか らということ でしょうね。 その議論がま た不十分だ ったら、政策 評価広
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報課のほうからも 何かおっしゃ るということ なのかもしれ ませんけれ ども、今の政 策評価
の動かし方では、 多分そういう ようにはなっ ていないと思 います。部 局で計画に基 づく総
括をされたときに 何らかのコメ ント等を行う という仕組み は今は講じ られていない ですね。

○尾原企画官

残 念ながらそう ですね。ただ 、先生がおっ しゃるよう に、新しい県 が主体

となってつくった ものが始まっ たばかりです ので、その中 で国側は国 側として沖縄 振興審
議会で方針を審議 しています。 当然、それは 一定期間があ れば沖縄政 策の観点から 、いろ
いろ部局のほうで 見ていく。そ の結果がこち らの評価者の ほうに反映 されていくと いう形
になっていくと思います。

○南島委員

もし 政策評価側か ら何か論点整 理の仕方につ いてこうし てほしいとい うこと

があり得るとする ならば、計画 をつくる前の 段階で仕組み をよく整理 して調整して 、政策
評価の方にもそれ が乗ってくる ような形にし て、それにつ いてコメン トするという 仕掛け
をつくらないとい けないと思い ます。もしそ の必要があれ ば、次の計 画期間に入る 前に少
し調整をされるということは論点としてはあり得ると思います。

○尾原企画官

今 いただいたの は多分次の議 題にもかかわ ってくるか と思います。 政策評

価の重点化の話、各 府省の中で政 策評価の標 準化というの は変な言い方 かもしれませ んが、
議論もあります。 多分その中で 内閣府の政策 評価のあり方 もどんどん 改善に努めて いかな
ければいけないのではないかと思っています。

○田辺委員

あと １点よろしゅ うございます か。政策の「 ４．原子力 災害対策の充 実・強

化」というところ で、対象にな っているのが 現に24道府県 ということ で、そこに何 らかの
支援をしたという ことで24道府 県になってい るとは思うの ですけれど も、これは実 際地域
防災計画の改定が 終わっている ところは全て の道府県まで はいってい ないと思うの です。
となると、内閣府 の支援、これ を実施すれば すぐ24にいき ますので、 これは次年度 以降目
標としては弱過ぎ るのではない か。むしろ地 域防災計画の これを受け た後に改定し 終わっ
たところの都道府 県数にしてお かないと、も う少しハード ルを上げた 目標値にして おいた
ほうがいいのではないかと思いました。
ただ、全部の道府県が改定を終わっていれば話は別です。

○渡部課長

事後 評価案につき まして、種々 コメントなど をいただき ましてありが とうご

ざいました。関係部局にまた照会の上、検討したいと思っております。
では、続きまし て、１点目の 議題とも関係 しております が、最近の 政策評価の動 きにつ
いての御報告でございます。
配布資料ですと 、まず 、資料３は 、行政事業 レビューの内 閣府分の公 開プロセス結 果で、
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先ほど政策評価との関係については御議論等いただいたかと思います。
諮問会議関係で 資料４を御覧 いただきます と、前回の懇 談会では３ 月に開催され た諮問
会議で政策評価が 議題として取 り上げられた ということで 御紹介いた しました。そ の際に
は、総理から関係 大臣に検討の 宿題が出され たと聞いてお りましたが 、今回、５月2 0日の
諮問会議でその検 討状況が取り 上げられまし て、お手元の 資料４－１ は総務大臣が 説明さ
れた資料でござい ますが、こち らで政策評価 と行政事業レ ビューの相 互活用という 方向が
示されています。
資料の３ページ では、24年度 においては事 前分析表を全 政府的に導 入とあります が、今
後、政策評価と行 政事業レビュ ーの相互活用 という具体策 として、事 業名、事業番 号を付
番いたしまして、 それぞれ一体 的に把握する ことを容易に して連携を 図っていくと されて
いるところでござ います。この ため、25年度 の実施計画に つきまして は、新しいフ ォーマ
ットが出てくるの を待って、そ れに反映させ たうえで決定 の手続を経 たいと考えて おりま
す。
資料の５ページ 目を御覧いた だきますと、 今後、政策評 価そのもの についての課 題も出
されております。 先ほど企画官 から言及もご ざいましたが 、特に現時 点では評価基 準の標
準化、重点化によ る質の向上が 挙げられてお りまして、方 向性としま しては政策の 特性に
応じた共通の評価 情報を導入し ていくといっ たこと、また 数年に一度 のローテーシ ョン化
を徹底していくと いったような 方向性が出さ れております 。今後、総 務省の評価委 員会で
の審議、政府部内 での調整など 経て、次期評 価から実施と いうことで 、具体的なと ころは
これからという状 況かと思って おります。事 務的に聞いて いるところ ですと、先週 、総務
省の評価委員会の 分科会で、こ の関係の議論 、御審議をス タートした と聞いており ますの
で、もし今日田中 先生が御出席 でしたら、そ の模様なども お伺いでき るのではない かと思
っていたのですけ れども、本日 は所用で御欠 席ということ でしたので 、また総務省 の方か
ら審議の模様などが伝わってきましたら、御報告いたしたいと考えてお ります。
こういった動き は内閣府の場 合、前回御議 論いただきま したように 、内閣府の業 務の性
質上、かなりの項 目をアウトプ ット指標にせ ざるを得ない といったこ と、そこに一 定の意
義があるといった ような御指摘 などもいただ いております し、また現 行の基本計画 も今年
度で終了いたしま して、秋口以 降、次期計画 についての御 意見なども 頂戴していく ことに
なろうかと思って おりますので 、それに関連 してまた御意 見などをい ただければと 思って
おります。
諮問会議から提 案されている ものについて でございます が、ここは 社会保障や公 共事業
以外にも経済再生 に資するよう な重要な対象 分野について 、この秋に も諮問会議み ずから
それぞれ取組の状況について報告を聞くといった予定が資料４－２で書 かれていま す。
また、その対象 分野の候補も 資料４－２の ３ページにあ りますよう に、人材育成 、女性
の活躍推進、健康・医療産 業、IT、PFIといった 分野が挙げら れていると ころでござい ます。
ここにつきまして 、実際の対象 分野でPDCAの サイクルを踏 まえながら 確実に寄与す るよう
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に政策評価の面で も総務省が対 応していくと 書かれていま すけれども 、具体的なか かわり
方は、これも今後ということになろうかと思っております。
最近の動きにつ きまして、お よそ今御説明 させていただ いたところ ですけれども 、御意
見など頂戴できるようでしたら、よろしくお願いいたします。

○田辺委員

こち らの諮問会議 のほうのペー パーでござい ますけれど も、重要対象 分野と

いうのは経済財政 諮問会議が機 能していたと きに、一時期 やっていま した。丹羽氏 が民間
議員のときに主導 して入れたも のです。簡単 に言うと、経 済財政諮問 会議のような 目立つ
ところに政策評価 のアウトプッ トを入れ込む ことによって 、スポット ライトを当て る丹羽
議員（当時）の意気込みだったような気がしています。
ただ、問題を幾 つか感じたこ とがございま すので、あら かじめ申し 上げておきた いと思
います。
一つは、成果を 問うのではあ りますが、大 体その時期が 早過ぎます 。早過ぎると いうの
は、成果が出ると 考えられる時 間が経つ前に 評価をしてし まいますの で、これはそ んなに
６カ月とか１年で 成果が出てく るわけがない ではないかと いうときに 評価させられ て、な
かなか厳しい。逆 に２年とか３ 年になってし まいますと関 心が移って いますので、 重点だ
と言われていたも のがどこに行 ってしまった のだろうとい う形にしば しばなりがち であり
ますので、この間 の期間設定に 関しては考え たほうがいい のではない かというのが １点目
です。
２点目は、重要 対象分野とい う形で言うの ですが、大体 複数の省庁 が絡むような 形にな
っています。実際 にどうやるか というと、総 務省が直接調 べるという わけではあり ません
で、総務省が各省 にやってとお 願いするだけ であります。 それを合体 させて経済財 政諮問
会議に渡すという だけになる。 だったら、評 価書のパーツ は、各省が 各年でやって いる実
績評価の部分だけ とは言いませ んけれども、 そこをもう少 し書き加え たものを合わ せたも
のが結構出てきま すので、それ は何か違うの ではないかと 。もう少し 情報の加工は 行った
方がよくて、それは おそらく各府 省にお願い するときに、オ ーダーをき ちっと出さな いと、
自分がやっている ところのフレ ームだけで情 報を出してし まうので、 意味が失われ ている
という気がしないこともなかったというのが２番目です。
３番目は、今の コロラリーで すけれども、 複数の省庁に 絡むという ことは、内閣 府が複
数の省庁に絡むこ とが多いとい う点で、内閣 府がこの対象 になる可能 性がかなり高 いので
はないか。特に女 性の活躍推進 というのは、 昔、ワーク・ ライフ・バ ランスとかと いうも
のでやっていたも のになります し、あとITと か健康産業と いうのも、 本部の事務局 を担当
していれば大体何 かの形で加わ っていきます ので、そうい うところで 対象となる可 能性が
高いので、そこに 対しては一定 のフィルター とは言いませ んけれども 、もしくは引 き受け
るのだったらまと めなのかもし れませんが、 何かの方策を 考えておか ないと、対象 にはさ
せられるけれども 、いい情報が 出せないよう な環境になっ て、それで 諮問会議で何 をやっ
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ているのだと言わ れかねません ので、いろい ろあらかじめ お考えいた だいたほうが よいと
いうのが３番目のコメントでございます。

○渡部課長

今し 方、重要対象 分野に関する コメントを頂 戴しました が、まだ私ど もの課

でどのような関わ りをすること になるのか、 その辺もまだ 分からない 状況ですけれ ども、
例示されているところがもう少し具体的になってきましたら、と考えて おります。

○田辺委員

○幸田審議官

過去の反省に立ってと。

確 かに総務省の 行政評価局は 自分がまとめ るつもりは ないとはっき りおっ

しゃっているらしくて、そうなると各省が。

○田辺委員

○幸田審議官

宙ぶらりんになってしまう。

そ うでしょうね 。内閣官房、 内閣府がまと めている行 政がテーマで も多い

のでなってくると 思います。な おかつ、この 秋から評価を やると言わ れても、成長 戦略を
まとめたのはこの間だろうと言いたくなる側面はあります。

○山谷座長

行政 評価局ではな くて内閣官房 がやる政策評 価をつくっ たらいいかも しれな

いですね。

○幸田審議官

確 かにITなどは 典型的に内閣 官房がまとめ ていますの で、全体のIT 戦略と

しては政策評価の 対象になって いないのです 。そこら辺、 健康・医療 産業なども今 内閣官
房に推進室があり ますけれども 、少なくとも 政策評価の体 系からは外 れている。総 合調整
事務は外すようで すけれども、 少なくとも内 閣官房みずか らは評価し ていないので はない
かとは思います。

○南島委員

今の お話で、対応 されていない のではないか ということ だったのです けれど

も、これは内閣府 あるいは政策 評価広報課と しては、今の ところは特 に見えている ものは
ないということですか。

○尾原企画官

政 策評価法の仕 組みのPDCAと いうよりは、 諮問会議の ほうで重要な 政策に

ついて重要な経済 政策、PDCAサ イクルを回す 仕組みをつく りたいとい うことで、資 料４－
２の４ページ目の イメージにな っています。 その中で総務 省は政策評 価、制度評価 として
協力していくとい う図になって いるかと思い ます。経済財 政運営の基 本と改革の方 針、い
わゆる骨太にもPDC Aサイクルが 入っておりま すので、骨太 を踏まえて 、また今後議 論がな
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されていくのではないかとは思っております。

○南島委員

前も 申し上げた論 点かもしれま せんが、ひょ っとすると こういう論点 が必要

なのかなと思って 申し上げます 。諮問会議の 「実効性ある PDCAサイク ルの確立」が 重要だ
という点です。政 策の評価等に 関してという ことで書かれ ています、 例えば政策評 価広報
課にとっては政策 評価法の存在 が非常に大き いので、同課 を「政策評 価法を動かす ための
機関」として位置 づけるという ことが考えら れます。ある いは内閣府 設置法に書か れてい
る「自ら評価し」 の方で読んで 、「内閣府の PDCAサイクル 」を回して いくという役 回りを
演じるということ も考えられま す。この論点 はあるのかな と思うので す。もし前者 の考え
方でいけば、総務 省へのレスポ ンスも含めて 取りまとめを し、国会に 報告する。こ の事務
を行うと限定をす れば、もちろん 、これはPDCA サイクルの話 は政策評価 広報課の仕事 では、
必ずしも今のとこ ろはないので 、各関係部局 の動きを見な がら、前向 きに検討して いくと
いうことになるの かなと思いま す。他方、後 者の考え方で いけば、「 自ら評価」の ところ
で政策評価広報課 の事務を読み 込むと、もう 少し積極的な 意味も考え 得るのかなと 思いま
す。それが一つ目の論点です。
その上で、田辺 先生おっしゃ ったとおり、 ショートスパ ンでは成果 は出ないと言 われて
しまう部分があり ますので、そ れについては 、もし後者の 観点で積極 的にやる場合 であっ
ても、ある程度計 画期間ですと か評価をしっ かりとやって いくための 必要な人員と か体制
とか、それを含め た全体の評価 の設計はしっ かりしていか ないといけ ないと思いま す。こ
れは一つの論点としてあり得る議論なのかなと思います。

○尾原企画官

い ただいたのは 、政策評価を 部内でどう進 めるかとい うところだと 思いま

す。今、南島先生 からもおっし ゃったとおり 、やはり政策 評価をやる というのは作 業量も
あればお金もかか るでしょうし 、やるのはい いのですけれ ども、当然 、どんなもの にも何
かをやれば負担コ ストはかかる わけで、その ときに最終的 に便益、メリ ットといいま すか、
政策を改善するシ ステムに使え ればいいので すけれども、 使えないと 何が起こるか という
と、結局みんなの 作業負担だけ 、疲労感だけ 漂って、職員 のやる気、 インセンティ ブが落
ちるという悪い方 向であれば、 本来、そんな に頑張らなく てよくて、 バランスとい う言い
方は変ですけれど も、そういう 形の政策評価 をやっていか ないといけ ないのではな いかと
思っております。
どれぐらいまで 各部局にお願 いしてやって いただくのが いいかとい うのは手さぐ り状態
ではありますけれ ども、お金も 人も限られて いる中で、イ ンセンティ ブを高めてい く政策
評価が常に問われ ているのでは ないかと思い ます。それが どういうや り方がいいの かとい
うのは、実は政策 評価広報課も これがベスト であるという ものが正直 な話、やりな がら走
りながら考えてい くというのが 今の状況でご ざいます。今 後の総務省で 御議論があっ たり、
諮問会議でこうい う御議論があ ったりする中 で、当然、内 閣府の中の 政策評価もど うある
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べきかというのは 今後考えてい かなければい けませんし、 ちょうど政 策評価、内閣 府の基
本計画も今年で３ 年目になりま すので、また 来年度から３ 年計画を考 えるときに、 そもそ
も内閣府の政策評 価がどうある べきかをまた 御議論いただ くことにな るのではない かと思
っております。

○南島委員

今の 御説明で、さ らにもう少し だけ申し上げ ますと、政 策評価法の枠 で基本

的にやらなければ いけないこと は、「評価疲 れ」が起きや すいとか、 「どこまでコ ストを
かけるのか」という論点ではないかと思っています。
内閣府設置法の 「自ら評価し 」の方で読む ときには、内 閣府で役に 立つというの か、あ
るいは予算要求の ほうに跳ね返 ってくるとか 、ここでは諮 問会議は実 効性あるPDCA サイク
ルとありますけれ ども、広く国民 のために、あ るいは内閣府 自身の政策 の合理化のた めに、
非常に意味がある 、価値がある という場合に は、そこを踏 み込んでい ってやってい っても
いいと思います。 それは義務的 なものではな くてオプショ ナルな世界 の話です。政 策評価
法あるいは事後評 価実施計画の 枠外のお話に なってくると 思いますけれ ども、その場 合は、
むしろ実効性あるP DCAサイクル という言い方 のほうがいい かもしれま せん。オプシ ョンと
して政策評価を広 く考えたとき にはそういう 論点もあり得 るのだと見 ていただくと 、少し
政策評価の見方も広がるのかなと思っています。ありがとうございまし た。

○渡部課長

そろ そろ予定の時 間となります が、先ほどの 評価基準の 標準化や、重 点化に

よる質の向上とい った点が今後 も検討課題と して出てきて いるのです が、最終的に どうい
う方向で取り組む かが政府全体 で決まりまし たら、それに 沿ってやっ ていくという ことに
なろうかと思いま すけれども、 内閣府の現在 の施策の性質 や、こうい った観点で前 回の懇
談会でも一部数年 に一度は深掘 りして総合的 な評価を行っ てはどうか という御意見 もいた
だいておりました けれども、こ のあたりで特 に何か注意し ておくべき 点などがござ いまし
たら、お伺いできますでしょうか。

○山谷座長

２点 私からあるの ですが、去年 、行政事業レ ビューにか かった青年国 際何と

かというのは、き ちっとプログ ラムを精査し て効果を把握 してという 条件があった 。今回
いただいた紙にも 書いてありま すけれども、 それはどこで やるのです かという。あ そこの
課は何課か忘れま したけれども 、そこでやっ て、この政策 評価の枠に 乗せるのか乗 せない
のかというところ があって、や ってやりっ放 しでどこかホ ームページ の隅っこに載 せてい
るだけでは、まずいとは言いませんけれども、物足りない。
ですから、標準 化に反するよ うなことにな ると思うので すけれども 、あの交流事 業でや
っているいろいろ な事業、プロ グラムがこう いう成果があ ったという ことを内閣府 の政策
評価の枠の中で少し出していただけないかと思っています。
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○尾原企画官

そ れにつきまし ては、資料５ の後ろの２ペ ージ目でご ざいますけれ ども、

昨年度の事業レビ ューを踏まえ まして、青年 国際交流の施 策について 新しく25年度 の施策
目標で見える化を 掲げて、まさ に山谷先生は 政策評価の外 ではなくて 中にというこ とで、
当然それぞれどう すると成果の 見える化に通 じてどういう 結果がある か、定量的、 定性的
にするか部局で検 討いただくの ですけれども 、それを踏ま えて指標化 できたものに ついて
は今後政策評価に 加えていくと いう作業自体 を25年度の目 標値に掲げ ておりますの で、全
くやりっ放しとい うわけではな く、フィード バックした形 で今後評価 書に反映して いく形
でございます。

○山谷座長

そうしていただくといいですね。ありがとうございます。

○幸田審議官

25年度の政策評価に何がかかるということですね。

○尾原企画官

問 題はそうです 。先生がおっ しゃるとおり 、今、見え る化の作業を すると

いうのが目標にな っていますけ れども、結果 が来年の今ご ろに部局のほ うで検討した 結果、
どういう見える化ができたかというのが出てくる。

○幸田審議官

事 業自体の見直 しも今プロジ ェクトチーム をつくって やっていると 思いま

す。25年度の事業 をどういうよ うに見直すの かということ もあわせて やっていると 聞いて
います。

○南島委員

全体について２点ほど申し上げたいと思います。

一つは、中長期 的な観点で「 重点化」「質 の向上」「深 掘り」をど うするかとい うこと
です。可能性とし て現実的にど うなるのかわ かりませんが 、個別の計 画をお持ちで すね。
これの総括を活用 していくとい うことは追求 してもいい論 点だと思いま す。それとと もに、
先ほど山谷先生が おっしゃった とおり、行政 事業レビュー のフォロー アップ、ここ のとこ
ろも深掘りの可能 性がある部分 もあるかと思 います。これ からどうい う形でその議 論がで
きるのかというの は難しいです けれども、「 重点化」「質 の向上」「 深掘り」とい うこと
ですとあるのかなと思っているところです。
もう一つは、途 中で審議官が おっしゃった お話です。気 になりまし たのは、田辺 先生も
おっしゃっていま したけれども 、指標の「甘 い」「辛い」 「これで妥 当かどうか」 という
ところの問題はあ るのかなと思 うのです。ど ういう調整の 仕方ができ るのかわかり ません
が、一つだけ申し ますと、やは り指標が「期 待値」で書か れているも のと、現実的 な妥当
な線で書かれてい るものと混ざ っていまして 読みにくいと いうことは あると思いま す。希
望的観測が強くな ってしまい、 「でも、政府 としてはこう いうように 言わなければ いけな
いから言っていま す」という書 き方をされて いるものと、 実態に沿い ながら、「単 年度で
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はこれくらいでは ないか」とい う相場観で書 かれているも のとあると いうことです けれど
も、それについて は少し整理を していかない といけないか もしれない という印象を 持って
います。そうしな いと、やはり 行政事業レビ ューの方でと いうことで すけれども、 指標の
達成率が不良であ るということ で対象事業に 挙げられて、 厳しいこと を論点として 突きつ
けられるというこ とになってい きますと、そ この事業の指 標が悪かっ たからそうな ったと
なっていきますと 、「指標の精 査もしていな いのにそれを していいの か」というと ころは
あると思います。 気をつけない といけないと ころという感 想を持って いるというこ とでご
ざいます。課内でもぜひ御議論いただければと思います。

○幸田審議官

先 ほど田辺先生 のおっしゃっ た◎○の関係 で、施策が 一つしかない ものは

どうしても政策レ ベルでも◎に なってしまう ではないかと いった話、 確かにこれを 見てい
ると、そういう側 面があるので 、政策レベル のほうの◎と いうのが確 かにやめてし まった
ほうが、若干誤解 が生じますね 。一つしかな いところがお のずと◎に なってしまう 。そこ
は考えましょうか。確かに少し検討したほうがいいのかもしれません。
今、南島先生が おっしゃった とおり、確か にめり張りを つけるとい うか、重点化 すると
いう意味において 、計画の５年 の区切りがき たような施策 や事業レビ ューをやった 施策な
ど、確かにもう少 しめり張りを つけて書くと いうこともあ るかもしれ ません。そこ も検討
したいと思います。

○渡部課長

いろいろな視点からの御指摘、ありがとうございました。

また今後の政策評価の改善に向けて、また中でも検討いたしたいと思 っておりま す。
最後、今後のスケジュールについて、資料６を御覧いただきたいと思 います。
本日の懇談会以 降の日程です が、評価書の 案につきまし ては、本日 頂戴した御指 摘を踏
まえ、26年度の概 算要求、８月 終わりから９ 月初めになる かと思いま すけれども、 この時
期に向けて決定・ 公表していく という予定で ございます。 その後、次 期基本計画、 つまり
26～28年度の計画 についての御 議論をしてい ただくために 、秋口、10 ～11月ごろを 念頭に
置いておりますが 、またこの際 にいろいろと お知恵をいた だければと 思っておりま す。特
にこの時期、現時点の御都合が悪い日があるといった方はございますか 。

○山谷座長

調整していただけるということなのでしょうけれどもね。

○渡部課長

後ほ どまた日程調 整の御連絡を いたします。 26年度の施 策に係る実施 計画に

つきましては、例年どおり、来年３月を予定しております。
本日の予定の議題は以上でございます。
それでは、大体 予定の時間に なりましたの で、以上で、 政策評価有 識者懇談会第1 9回会
合を閉会いたします。どうもありがとうございました。
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