内閣府本府政策評価有識者懇談会議事録（第 20 回）

１．開

会

２．議

題

日

時：平成 26 年４月 18 日（金）13:56～15:15

場

所：中央 合同庁舎第４ 号館 12 階共用 1211 会議室

（１）平成 26 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

○山谷座長

それ では、ただい まから内閣府 本府政策評価 有識者懇談 会の第20回会 合を開

催いたします。
皆様には御多忙のところ御足労いただきまして、ありがとうございま す。
本日の懇談会は、前回の懇談会と同様、公開にて行います。
まず、井内内閣府大臣官房政策評価審議官から御挨拶をお願いいたし ます。

○井内審議官

どうも井内です。今日はありがとうございます。

今日御審議いた だく平成26年 度内閣府本府 政策評価実施 計画（案） につきまして は、平
成25年度までの単 年度の実績評 価方式に加え まして、内閣 府本府とし ましては新た に総合
評価方式、さらに は複数年度の 評価も導入し ております。 さらに、測 定指標等も大 幅な見
直しを図っている ところでござ います。先生 方には忌憚の ない御意見 、御指摘をい ただけ
ればと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。

○山谷座長

本日の主な議題は、

１．平成26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
の２点でございます。
それでは、事務局から本日の資料についての御説明をお願いいたしま す。

○篠﨑課長補佐

お手元の資料の御確認をお願いします。

本日御審議いた だく平成26年 度内閣府本府 政策評価実施 計画（案） である資料１ と、そ
れに総合評価の概 要である別添 をつけており ます。その実 施計画の概 要を資料２に 取りま
とめておりまして 、資料３には 実績評価の事 例を紹介して おります。 資料４では、 山谷先
生から事前にいた だきましたコ メントを紹介 しております 。最後に資 料５では、今 後のス
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ケジュールを取り まとめており ます。参考資 料も１から４ までありま すので、御確 認お願
いします。
それでは、最初 の議題である 平成26年度政 策評価実施計 画（案）に ついて御説明 申し上
げます。
まず、平成26年 度内閣府本府 政策評価実施 計画の大きな 特徴は３点 ございます。 この３
点については、今 、審議官から 御説明申し上 げた通りなの ですけれど も、１点目は 、総合
評価を導入いたし ましたこと、 ２点目は、複 数年度の評価 を導入いた しましたこと 、３点
目は、測定指標や目標値の大幅な見直しを行ったというのが大きなとこ ろです。
１点目の総合評価の導入について御説明いたします。
お手元の資料２の概要の１ページ目をごらんください。
総合評価方式は 、御承知のよ うに、典型的 には推進法や 基本法、あ るいは法のも との大
綱などのいわゆる 総合行政的な 性格の政策で あって、一定 期間を置い た多角的、総 合的な
効果分析がなじむものについて採用しております。
具体的には、９ －②「科学技 術イノベーシ ョン創造の推 進」、12－ ①と②「沖縄 の自主
性・自立性の確保 に係る施策の 推進」、13－ ①「子ども・ 若者育成支 援施策の推進 （子ど
も・若者育成支援 推進大綱）」 、13－⑦と⑧ 「高齢社会対 策の推進」 、13－⑩と⑪ 「障害
者施策の推進」、13 －⑭と⑮「犯 罪被害者等施 策の推進」、1 3－⑯と⑰「 自殺対策の推 進」、
13－⑱と⑲「子ど もの貧困対策 の推進」、13 －⑳「青年国 際交流の推 進」です。以 上の中
から、例示といた しまして９－ ②「科学技術 イノベーショ ン創造の推 進」と13－⑳ 「青年
国際交流の推進」について、かいつまんで御説明申し上げます。
なお、政策９－ ②「科学技術 イノベーショ ン創造の推進 」、政策13 －⑳「青年国 際交流
の推進」以外は法 定の計画また は大綱に基づ く政策です。 御承知のよ うに大綱や計 画は一
定期間を経過する と見直しを行 うことが規定 されているこ とが多いた め、それに連 動させ
て評価を行うことが適当ではないかと考えております。
科技のイノベー ション創造の 推進につきま しては、今年 度から新た に設けられた 制度で
あり、国家的に重 要な研究開発 を府省横断で 推進する戦略 的イノベー ション創造プ ログラ
ム（SIP）を 創設いたしま して、基 礎研究から実 用化・事業 化までを見 据えた研究開 発を強
力に推進するもの です。５年間で約5 00億円が先 端分野へ投資 されます。したが って、多角
的・総合的な観点 から分析評価 することが適 当であると考 えますので 、総合評価方 式を採
用しております。
お手元の資料１ の中に総合評 価方式につい て、一番最後 の「資料１

別添」をご らんく

ださい。こちらが 「総合評価方 式を導入する 施策の概要」 です。この 中から９－② 、13－
⑳について御説明申し上げます。
９－②は、関係 省庁において さまざまな研 究開発が進め られている 中で、重複や 連携、
橋渡しが不十分と いった課題が ありました。 そのため、総 合科学技術 会議の司令塔 機能を
強化し、内閣府計 上の予算を活 用して国家的 に重要な研究 開発を府省 横断で推進す る戦略
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的イノベーション 創造プログラ ム（SIP）を創設いたし ます。これにより、府省・分 野の枠
を超えて基礎研究 から実用化・ 事業化までを 見据えた研究 開発を強力 に推進してい く方針
です。これに対し て単年度の政 策評価ではな かなか評価が 難しいとい うことですの で、総
合評価方式を採用したものです。
評価の視点といたしましては２つございます。
１つ目が、制度全体の評価、２つ目が、各課題の評価です。
制度全体の評価 と申しますの は、今、申し 上げましたSI Pの主な特徴 に従いまして 、SIP
に特徴的に見られ る制度設計、 プログラムデ ィレクターの 配置、目未 定調整費の活 用、管
理法人の活用等が あるのですけ れども、こう いったものは 関係府省間 の連携や関係 府省の
施策、産 学の 研究活 動・事 業活動 などに よい 影響を 与えら れるか （与え られ たか） 、SIP
の制度に改善すべ き点はないか といったとこ ろをまずは一 つの視点と いたします。 これは
言ってみれば制度全体、マクロの視点です。
もう一つはミク ロの視点、各課題 別、一応SIPには３ つ課題が設 定されており まして、そ
れについて事業が 大体５～６個 付随している のですけれど も、それぞれ の評価もあり ます。
それは各課題の評 価ということ で、意義の 重要性、S IPの制度の 目的との整合 性、目標（特
にアウトカム目標 ）の妥当性、 目標達成に向 けた工程表の 達成度合い 、適切なマネ ジメン
トがなされている か、特に府省 連携の効果が どのように発 揮されてい るか、実用化 ・事業
化への戦略性、達成度合いといったところを観点としております。
２ページ目の「評価予定期間、評価予定時期」をご覧下さい。
これも、まずは、どういったプ ランニングを するのかとい う観点から 事前に評価を 行い、
その後、中間評価 お行います。 制度全体では １年目と３年 目、そして 、最終評価に ついて
は５年終了時に行 います。各課 題の評価は、 事前に評価し 、アウトカ ムに基づいて 毎年度
評価行います。最 終評価は、プ ログラム期間 の５年終了時 に行い、追 跡評価、結局 課題ご
とに行ったことが 実用化・事業 化に結びつい たのかどうか も追跡的に 見ます。これ も終了
から３年目に行います。
続きまして、13－⑳「青年国際交流の推進」について御説明申し上げ ます。
まずは概略です けれども、青 年国際交流の 推進は、日本 青年の海外 への派遣、外 国青年
の日本への招聘、 日本青年と外 国青年との船 内での共同活 動といった 国際交流事業 の実施
を通じ、青年相互 の理解と友好 などを促進し 、次代を担う にふさわし い国際性とリ ーダー
シップを備えた青 年を育成する 事業です。こ ちらも国際間 の人材育成 事業という点 で、単
なる数値的な目標 ではなく、よ り多角的・総 合的な評価を 行っていく べく総合評価 方式と
しています。
お手元の今見ていただいた資料の後ろから２ページ目、11ページをご らん下さい 。
「青年国際交流 の推進」とい うところが11 ページにござ いまして、 評価の観点は 、こち
らも２つございま して、一つは 人材育成面、 もう一つは外 交面です。 下線部を読み 上げま
すと、日本青年は 、事業への参 加を通じてリ ーダーシップ や異文化対 応力といった 能力を
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成長させ、事業で 得た知見や人 的ネットワー クを生かして 事業後にそ の成果を地域 ・国・
世界に還元するこ とが期待され ております。また、同事業に 参加する外 国青年につい ては、
人的交流を通じて 我が国への理 解・親しみを 持ち、日本と 諸外国との 友好のかけ橋 となる
ことが期待されて おります。主 に、こうした 人材育成と外 交への寄与 という二面が ござい
ますので、事業が 総体としてど の程度効果を 上げているの かなどを評 価することと いたし
ます。
人材育成面につ きましては、 事業参加から ５～10年経過 した日本参 加青年及び外 国青年
を対象として、その 間、事業の経 験を活用して 社会の各分野 でどのよう に活躍してい るか、
また周囲にどの程 度の影響を与 えたか（今後 の参加が見込 まれる青年 への事業成果 の伝達
と参加促進、事業 で得た知識や 経験の地域・ 職域における 共有・社会 一般に対して の発信
等）についてアン ケートやヒア リングによる フォローアッ プ調査を行 うことになっ ており
ます。
また、外交面に つきましては 、外国参加青 年を対象とし て、対日感 情や事業で培 った人
的ネットワークの 維持の状況等 に関するアン ケートやヒア リングによ るフォローア ップ調
査を行うことを想定しております。
「評価予定期間 、評価予定時 期」ですけれ ども、国際交 流事業につ いては、グロ ーバル
社会で活躍できる 青年リーダー の育成を主な 目的としてお りますけれ ども、参加青 年の多
くは10代から20代 前半の若者で あり、社会の 各分野での活 躍を期待で きるのは参加 してか
ら５年から10年の 経過が必要と 考えられます 。それをもと に考えます と、平成25年 度から
平成34年度の10年 間に実施する 事業について 、施策効果が 十分に発現 していると見 込まれ
る平成35年度に評 価の取りまと めを行うこと とし、同年度 以前に、有 識者会議の意 見に基
づき、参加青年の 活躍状況や外 国参加青年の ネットワーク の維持状況 等について各 種調査
を集中的に実施い たします。ま た、平成30年 度には中間取 りまとめと して、事業実 施から
比較的短期間であ っても評価可 能な部分を中 心的に、評価 を行い、翌 年度以降の事 業改善
に反映することといたします。
以上が総合評価の部分です。
続きまして、複数年度の評価について御説明申し上げます。
資料２に戻っていただいてよろしいでしょうか。
２ページ目をご らん下さい。 複数年度で評 価する施策に ついては、 単年度で効果 を発現
するのが難しく、効果発現に相当期間が必要なものについて採用してお ります。
参考資料４のガイドライン、こちらの４ページ目をごらんください。
このガイドライ ン自体は、政 策評価の関係 府省連絡会議 で了承され て、新しい政 策評価
のガイドラインと なっておりま す。この下線 部をご覧くだ さい。毎年 行っている評 価につ
いて、業務量、緊 急性等を勘案 した周期で行 います。基本 計画期間内 に少なくとも １度は
行うこととする一 方で、評価を 行わない年度 においては、 あらかじめ 設定した目標 等の達
成度に関して毎年 度実績の測定 （モニタリン グ）を行うと いったメリ ハリのある対 応等に
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より、評価作業の 効率化に努め るものとしま す。これまで は実績評価 につきまして は毎年
評価だったのです が、毎年やら ずに、基本計 画の間に最低 限１回やる 、やらない年 につい
ては立てた指標に ついてモニタ リングをする ということが ガイドライ ンに規定され ており
ますので、それを受けて複数年度評価を導入します。
では、具体例を申 し上げます。先ほどの２枚 紙に戻ってい ただいてよ ろしいでしょ うか。
こちらに例示を５ つ挙げている のですけれど も、その中か ら３つ例を 取り上げて御 説明申
し上げます。
２番目の例です けれども、13 －⑤「食育の 総合的推進（ 食育推進基 本計画）」で は、食
育の総合的推進を 行っておりま す。これまで の目標値は「 施策の進捗 状況の確認」 という
ところにとどまっ ておりました が、目標値を 「施策の進捗 状況の検証 、全ての改善 」とす
ることで、各省の 施策が十分な 効果を発揮す るよう相互調 整する内閣 府のヘッドク ォータ
ー機能を評価でき るように、今 回、目標値を 改善しており ます。目標 期間も、これ は２年
間とし、27年度が目標年度です。
また、15－⑥「 仕事と生活の 調和の推進」 、これは男女 共同参画局 がやっており ますワ
ーク・ライフ・バランスで すけれども、これ につきまして は、これまでの測 定指標が「『仕
事と生活の調和（ ワーク・ライ フ・バランス ）憲章』に基 づく施策の 進捗状況の確 認」に
とどまっていいま したが、今年 度からは、有 給休暇の取得 率といった 数値目標で測 ること
ができるものに変 えて、定性的 な目標から定 量的な数字に 変えていま す。これのほ かに20
指標を測定指標と して新たに設 定いたしまし て、同部局の 推進の結果 がより正確に 評価で
きるということに しております 。また、施策 の性質から効 果が発現す るまである程 度時間
がかかると考えら れることから 、測定指標の モニタリング は進めつつ も、複数年度 での評
価をすることとし ております。 大体の指標の 目標年度は32 年度ですけ れども、評価 をする
のは今回の基本計画の最終年度である28年度を目途にしてございます。
17－①「公益法 人制度の運営 と認定・監督 等の実施」で は、測定指 標を「特例民 法法人
の実態・状況等を 明らかにする ための各種調 査の的確な実 施及び公表 による指導監 督の徹
底」といった定 性的な目標か ら、「公 益法人への寄 附金総額」「定期立 入検査の実施 件数」
「HP『公益法人 in formation』 へのアクセス 数」に変更い たしまして 、公益法人制 度の適
正な運営を推進す ること、同制 度の理解促進 や法人活動情 報の発信等 を行うこと、 公益認
定申請等の申請や 公益法人に対 する適切な監 督等を実施す ることとい った施策の目 標に適
した指標を立てて 、なおかつ定 量的に把握で きるものにし ております 。評価の期間 も、ホ
ームページですと か立入検査実 施件数につい ては毎年度ロ ーリングで 評価すること も可能
なのですが、寄附 金の方向性に つきましては 、３年程度か けて評価す る必要性があ ると考
えてございます。
以上が複数年度評価の導入についての説明です。
続きまして、単年度で評価する施策について御説明申し上げます。
２でもやや触れ ましたけれど も、41施策は これまでどお り単年度で 実績評価をす るとい
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う方式の外側は同 じなのですが 、測定指標や 目標値も政策 、施策の効 果をより的確 に把握
できるよう大幅に見直してございます。
今、見ていただ いている資料 ２の３ページ をごらんいた だければと 思いますけれ ども、
ここでは事例を５つ取り上げておりますが、そのうち３つを御説明いた します。
５－⑤「民間資 金等活用事業 の推進（PFI 基本方針含む ）」という施 策におきまし ては、
測定指標はこれま で「PPP/PFIの抜本 改革に向け たアクション プラン」「経済財政運 営と改
革の基本方針」及 び「日本再興 戦略」を踏ま えた施策の推 進といった 定性的な測定 指標だ
ったのですけれど も、今年度か らは「PFI事 業件数」ある いは「地方公 共団体へのPF I専門
家派遣件数」に修正して ございます 。これは 、マクロ でのPFI推進 の効果が「PFI事業 件数」
で把握される、それか ら、ミクロでの内 閣府独自のPFI 推進の結果 といったもの は「地方公
共団体へのPFI専門家派遣件数」で把握されると考えているためです。
また、次の６ －③をごら んいただいて よろしいでし ょうか。
「構造改 革特区計画の 認定」
という施策がある のですが、こ れまでは「構 造改革特区計 画の認定件 数」というこ とで測
定指標を立ててい たのですが、 「規制緩和の うち全国展開 された割合 」というのが 測定指
標に加わっており ます。これは 、同制度が基 本的に特区で の規制緩和 について全国 展開さ
れることを目指し ていることか ら、認定件数 といういわば 量的な拡大 を計量する指 標のほ
かに、全国展開割合という質を計量する指標を取り入れたものです。
また、18－③「 人材育成、能 力開発」をご らんください 。これは、 内閣府ではと ころど
ころ人材開発の施 策もあるので すけれども、 これらに共通 して行った 改善です。こ れまで
は、「研修に対す る研修員アン ケートの満足 度」で主に評 価していた のですが、「 分析技
能の習得・向上を図 る研修での達 成度」「語学関連 研修での向上 度」「SNA研修（ア ジア諸
国向け）参加者数 」を追加して おります。内 閣府には研修 による能力 向上を図る施 策も多
いのですが、研修 での達成度や 向上度、いわ ばテストをし てどれぐら い能力が上が ったの
かというところを 測定しようと することで、 研修のPDCAを しっかり回 すことを企図 いたし
ております。他の 施策でも測定 指標として取 り入れており ます。能力 開発系の施策 につい
ては、こういった測定指標をすべからく入れるようにということで修正 してござい ます。
次に、事前にい ただいた先生 方からの御意 見につきまし て、当方か ら御紹介いた したい
と思います。
まずは、山谷先生からコメントをいただいておりますので、御紹介申 し上げます 。
資料４をごらんいただいてよろしいでしょうか。
先生からいただ いたコメント を御紹介申し 上げますと、 「評価の観 点」というこ とで、
好例として挙げて いただいて大 変恐縮ですが 、子どもの貧 困対策の推進 、自殺対策の 推進、
犯罪被害者等施策 の推進、障害 者施策の推進 といったとこ ろについて 好例というこ とで挙
げていただいて、どうもありがとうございます。
また、「気にな った施策」と して挙げてい ただきました のが、子ど も・若者育成 支援施
策の推進で、施策 の観点が、全 ての子ども・ 若者の健やか な成長を支 援するといっ たとこ
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ろでは地方自治体 の指標と変わ らない点もあ るのではない か、また 、困難を 有する子ども・
若者やその家族を 支援する指標 が若年無業者 数だけでは施 策の意図が やや不明であ る、ま
た、子ども・若者 の健やかな成 長を社会全体 で支えるため の環境を整 備するといっ た指標
が挙げられている が、内閣府が どれだけ成果 指標をコント ロールでき るのかについ ては疑
問があるというお話をいただいております。
また、青年国際 交流の推進に ついては、行 政事業レビュ ーのときに も御指摘いた だいて
おりますが、評価 の観点が弱い のだけれども 、これはこの 事業自体が 弱いのではな いかと
いう御指摘がございました。
また、高齢社会 対策の推進に つきましては 、評価の観点 について、 就業・年金等 分野に
係る基本的施策、 健康・介護・ 医療等分野に 係る基本的施 策ほか基本 施策を挙げて いただ
きまして、各府省 の縦割りの色 がやや濃いの で、内閣府の イニシアチ ブの可能性に 期待す
るしかないという ことで、御期 待を半分ぐら い添えていた だきながら コメントをい ただい
て、大変ありがとうございます。
また、「興味あ る事例」とい たしまして、 冒頭でも御説 明いたしま した科学技術 イノベ
ーション創造の推 進というとこ ろで、S IPに特徴的に 見られる制 度設計 、プログラム ディレ
クターの配置とか いったところ は、各関係府 省間の連携や 関係府省の 施策、産学の 研究活
動・事業活動な どによい影響 を与えられる か（与え られたか）、SIPの 制度に改善す べき点
はないかというと ころについて 興味深いとい うことで、こ の成否を見 守りたいとい うコメ
ントをいただいてございます。
また、次のペー ジに事前分析 表についての コメントとい うことで先 生からいただ きまし
たのが、「政策評 価よりは事前 分析表になじ む『行政活動 』と考えら れるもの」で3 0施策
挙げていただきま して、「 政策評価で『政策効果が 測定できる 』と考える もの」で29 施策、
こういった分類も あり得るので はないかとい うことで御示 唆いただい たところでご ざいま
す。
それについて 、
「気に なった施策 」につきま しては担当部 局とも意見 交換いたしま して、
その概要を御紹介申し上げたいと思います。
まず、①の子ど も・若者育成 支援施策の推 進ですけれど も、内閣府 が担っており ますの
が大綱の推進とい うことですの で、大綱に盛 られた内容を 指標に設定 しております 。その
際、３．にいただ いております コメントにも 関連するので すけれども 、各府省が実 際に権
限を持って進めて いる施策につ いて、内閣府 が大綱の進捗 管理を行い まして、遅れ ている
施策についてはネ ックとなって いる事項につ いて調整を行 い、言って みれば各府省 のお尻
をたたいて前に進 めることを期 待しているわ けです。です ので、こう した事項につ いて正
面から評価を行い 、内閣府のレ ゾンデートル に立ち返った 評価に努め たいと考えて ござい
ます。
また、１．で御 指摘いただい ている困難を 有する子ども ・若者やそ の家族を支援 すると
いうところで、や や当方の書き ぶりが悪かっ たと思うので すけれども 、まず困難を 有する
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子ども・若者の定 義で申し上げ ますと、ニー ト、ひきこも り、不登校 の子ども・若 者、障
害を有する子ども ・若者、非行 ・犯罪に陥っ た子ども・若 者、貧困に ある子ども・ 若者な
ど、さまざま な類型があ ることは認識 してございま す。し たがって 、困難を有 する子ども ・
若者やその家族に 対する支援も 、さまざまな 施策により取 り組まれる ものと考えて おりま
す。
指標例として掲 載いたしまし た若年無業者 数というのは 、15歳から3 4歳の非労働 力人口
のうち家事も通学 もしていない 者を言いまし て、総務省労 働力調査を 用いて参照し てござ
います。ちなみに 平成24年度で 申しますと63 万人いらっし ゃいまして 、その中の同 世代人
口の2.3％を占める と試算されて ございます 。このた め、ニ ートと呼ば れる若者の方 ですと
か、あるいはその 家族に対する 支援が奏功し た場合には、 この数値は 減少すると関 係づけ
られると考えてお りますので、 評価に供する 指標の一例と して取り上 げたものでご ざいま
す。もちろんほか の困難を抱え ていらっしゃ る方もいらっ しゃいます ので、その方 々につ
いては、それぞれ 適切な指標で 評価に努めた いと考えてご ざいます。 もちろんその ほかに
経済情勢などの外 部要因の影響 も大きいと予 測されますの で、これの みで施策の効 果がは
かれるものではあ りませんので 、他の指標も あわせて用い つつ分析を 行っていく必 要があ
るのではないかと考えております。
また、青年国際 交流の推進に 関しましては 、国際社会で 活躍できる 次代の日本青 年の育
成と、日本への理 解と友情を持 った各国で次 代を担う若者 の育成、そ して、その両 者の強
いきずなを築きま して、そ の輪を拡大・発展して いくことを目 的としており ます。数 字的、
短期的な評価が困 難な事業では あるのですけ れども、目的 意識をより はっきり示し つつ、
その効果を中長期 的に評価でき るよう、また 評価結果を活 用し、より 効率的、効果 的な事
業実施が可能となるよう努めていきたいと考えております。
以上、当方から 資料の概略、 大部にわたり まして、なお かついろい ろ分散して恐 縮なの
ですけれども、今 回の実施計画 の概要につい て御説明申し 上げまして 、あとは山谷 先生か
らいただきました コメントにつ いても、部局 との相談の上 、こういっ たことが考え られま
すということを申し上げたところです。
以上です。

○山谷座長

ありがとうございます。

それでは、今い ただいた御説 明に基づいて 御意見、御発 言をお願い したいのです が、ま
とめてやるよりは 分けてやった ほうが話は出 やすいかと思 いますので 、まず最初は 、資料
２の１．にありま す平成26年度 の評価実施計 画（案）の概 要の総合評 価のあたりか らやら
せてください。これについて何か御意見はございますでしょうか。

○田中委員

まず 全体に係ると ころなのです が、総合評価 は、ほかと 比べればリサ ーチの

要素が強くなって いくと思うの ですけれども 、その地点で このペーパ ーを見せてい ただい
8

たときに、全体の 調査の計画の つくりに関し て疑問があり ました。と いうのは、特 に評価
の観点を拝見して いますと、評 価の対象のこ とを書いてい る施策もあ れば、何が知 りたい
という観点とか視 点を書いてあ るものが混在 していたので す。これは 多分、作業し 始める
と迷われたり混乱 することが予 想されますの で、何を評価 の対象にし て、何を目的 にして
いて、そのために は何を知りた いのかという ところが評価 の観点にな ると思います 。可能
であれば、そこか ら方法論を設 計していくの で、どんな方 法でどんな データを使う のかと
いうように思考を 導けるように 、それに対応 した項目を事 務局でフォ ーマライズし て各担
当部署でお考えい ただいたほう が、より効率 的に作業が進 むのではない かなと思いま した。
それが全体に係 るところであ りますが、そ れとはちょっ と別の視点 で気になった ものが
幾つかございまし た。青年国際 交流の推進に 係るところな のですが、 これは山谷先 生が既
に行政事業レビュ ーというか、 仕分けのとき のお話もされ ていました 。実は私はこ れを復
活させるための委 員会に入った 経験があり、 また、今、行 政事業レビ ューにかかわ ってい
るので、何か複雑 な心境ではあ るのですけれ ども、この種 の事業、実 は今も相当事 業レビ
ューのターゲット になっている のです。去年 もかかってい ました。そ の前が多分、 仕分け
で青年の船で、今 回も何かまた いろいろ出て いたのです。 そこで指摘 されているこ とに耐
え得るかというと、この調査ではまだつらいかなという気がします。
実際この内容は 、仕分けに対 抗するために 我々が半年ぐ らいかけて 練ったアンケ ート調
査と多分同じ内容 を使われるの だろうと思う のですけれど も、アンケ ートを実際に やって
みても、よかった という答えし か出てこなか ったりします ので、本当 にこれで十分 なのだ
ろうかと思います 。要は内閣府 の中ならいい のですけれど も、外から のいろいろな プレッ
シャーにこれで耐えられるのかというのは、やや疑問が残ります。
それから、子ど ものところな のですが、子 どもの貧困は 昨今非常に 大きな問題で よく議
論されているので 、ここに観点 で挙げられて いる内容その ものは、よ く整理はされ ている
と思います。です が、多分、観 点というので あれば、これ が対象で、 ここから何を 調べる
のかというところ を書かなけれ ばいけないの だろうと思い ます。この 下に方針だと か施策
があって、そこの 下にいろいろ な事業がある でしょうから 、その妥当 性だとか計画 の有効
性、成果の出方を ブレークダウ ンして書いて いただかない と、多分調 査するときに お困り
になるだろうと思います。
それから、犯罪 被害者のほう ですけれども 、これは対象 がかなり具 体的で、多分 データ
もあるので評価し やすいだろう と思います。 ただ、取り組 みではなく て、むしろこ ういっ
た課題の、背景に ある課題と照 らし合わせて 、どれだけこ の目的が妥 当で、その課 題のソ
リューションとし て効果があっ たかいうとこ ろが多分ここ では一番求 められている 観点な
のではないかなと思いました。
それから、高齢 社会、これは 私は正直申し 上げて何が政 策目標なの かよくわから ないの
で、多分評価しろ と言われると とても苦労さ れるのではな いかなと思 いました。例 えば、
評価の観点は評価 の対象が書い てあるのです が、かなりば らばらなも のが出ていま して、
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多分これは制度設 計のつくりが まだ漠として いるので、も し総合評価 されるのであ れば、
効果があった云々 よりは、政策 のつくりその ものにフォー カスを当て たほうがいい のでは
ないかと思います。
長くてすみませ ん。これで最 後になります が、子ども・ 若者の育成 なのですけれ ども、
たまたま私は文科 省系の独法に いるせいもあ るのですが、 文科省の作 業とかなり重 複して
しまうのではない かなという気 がします。逆 に言えば、こ れは文科省 がやっているP ISAだ
とか、このあたり のデータをい ただいて、そ のまま説明す ることにな るのでしょう か。内
閣府というお立場 上の悩みもあ ると思うので すけれども、 ほかの府省 との関係が少 し気に
なったところであります。
それからもう一 つ、大事なと ころですが、 「学校支援地 域本部の数 」と書いてあ ります
けれども、地域に おける子ども のいわゆる初 中の学校の問 題というの は、むしろこ ういっ
た学校支援が先生 の悩みだとか 学級崩壊の問 題解決に真に 寄与してい るのかどうか という
ところが大事なので、この本部の数はちょっといただけないかなと思い ました。
以上です。

○山谷座長

ありがとうございます。

何か今の御意見に。

○篠﨑課長補佐

高齢社会につ きましては、先生御指摘の 点は全くもっ ともでありま して、

当方としても、こ のペーパー自 体に若干問題 があるのでは ないかなと 思います。実 は高齢
社会の大綱には、 ここに書いて あること以上 の意識とか問 題認識がい ろいろ書いて ありま
す。まず、高齢者 の捉え方につ いて、今まで は65歳以上を 一律に高齢 者としていた のです
けれども、今は社 会保険制度で6 5歳と75歳で 割って前期、 後期と分け ているのです が、そ
ういった捉え方の 意識がまず変 わらなければ いけないので はないかと いう話ですと か、あ
るいは老後を安心 して暮らせる ための社会保 障制度づくり を急がなけ ればいけない のでは
ないかとか、意欲 のある高齢者 の方が非常に 増えています ので、そう いった方々の 就業を
促すような施策が 必要なのでは ないか。今は 老々介護とか 地域の問題 が話題になる ことが
多いのですけれど も、地域のコ ミュニティー 自身が崩壊し てしまって 、地域社会全 体で高
齢者を支える仕組 みになかなか なりづらいの で、そういっ た地域力を どういった方 向で回
復させるのかとい う点とか、あ るいは地方に 行きますと、 スーパーと かコンビニが 遠くて
車でないと行けま せんと。ただ し、80歳、90 歳の方が増え ているので 、自分で運転 して行
くのもどうでしょ うということ で、こういっ た高齢者向け の生活サー ビスの支援と かもま
だ課題であるとか 、これが中に 書いてあった 最後のところ で若干だけ 抜粋している ような
のですけれども、 若年期から人 生90年時代に 向けて備えな ければいけ ないとか、世 代循環
を実現して、どん なに年をとっ ても何とか生 活できるよう な社会設計 にしていかな ければ
いけないとか、そういう話も書かれていて、そういったところを変に抜 粋してこの 紙を。
10

○田中委員

若者や女性がというところ。

○篠﨑課長補佐

多分、一番最 後のところに 若者とか女性 とか、そう いうところが 入って

いるのですけれど も、ワーク・ ライフ・バラ ンスも入れて ありますの で、ちょっと 変な抜
粋の仕方をして書 いておりまし て、ペーパー のつくりが甘 いというの は先生の御指 摘はご
もっともですので、ここは部局を指導して修正するようにいたします。

○松林課長

それでは、残りを私からお答えしたいと思います。

各論にわたって貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございま した。
この総合評価は 全て今回初め て導入したの ですけれども 、去年まで のやり方で何 で悪い
のかというところ から部局と話 を重ねて、出 てきた資料が これですの で、まだ未熟 なペー
パーです。
田中先生がおっ しゃるように 、一体何を目 的にして、そ のためには 何を材料にし て、何
をどう向上させた いのかという 突き詰めた議 論で、何を使 って評価し ていくかとい うのを
実施段階までに相 当詰めなけれ ばどの評価も できないと思 います。そ のため、政評 課とし
てアドバイスでき るところを政 策評価の観点 から一つ一つ 相談に乗っ てアドバイス して総
合評価の実施計画 をまとめてい かないととて も物にならな いというの は、15施策あ ります
けれども、全ての 評価に共通だ と思っており ます。それを これからや っていかなけ ればい
けないなというのが一つです。
青年国際交流に ついても、ま ことに御説ご もっともなの ですけれど も、私も担当 参事官
を一時期やってお りまして、間 違いなく貴重 な財産として 国に残るよ うな事業では あるの
ですが、それをな かなか何でそ うなのかとい うのを外に伝 え切れてい ない。そのた め、事
業をやった関係者 の間では価値 は共有されて いるけれども 、それを外 に伝えようと いう努
力をこれまであま りやってこな かったのでは ないかという ことは私も 感じておりま した。
また、山谷先生か らも御指摘い ただいたよう に40年、半世 紀近くやっ てきて、それ がその
ままの姿でいいの かというとこ ろもきちんと 、自分自身と して価値を もう少し再整 理しな
ければいけないだろうということは感じておりました。
ですので、私が 事業をやった ときにまず変 えたのが、漠 然と国を選 ぶなというこ とで、
20年後、30年後、 日本の外交環 境としてどう いうことがこ れから戦力 になるのか、 あるい
は経済国家として 発展するため にはどういう 国とどういう つき合い方 をしていかな ければ
いけないかという ところから戦 略を解きほぐ して、どうい う青年をこ こにマルチで 入れる
のか、バイで交流 をやっていく のかと。そう いった戦略を 立てなけれ ばいかなけれ ばなら
ないだろうと、有識者のご意見も伺いながらそういう議論をいたしまし た。
そういった戦略 設計を考えて 目的を絞り込 んでいくと同 時に評価の 仕方もきちん と考え
て、だからこれだ けの人材が育 ってきました よ、あるいは この事業に 参加した青年 たちが
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後の実社会でこう いう活躍をち ゃんとしてい ますよ、親日 的なことは こういう活動 もして
いますよというこ とを世の中に 示していける ようにならな ければ、こ れだけ毎年お 金をか
けてやっていて、 本当にそれが 役に立ってい るのかという ことは説明 できないだろ うと思
っています。した がって、事業 レビューに最 近取り上げら れるように なって、やっ とそう
いう努力を始めた ものですから 、これからき ちんとした積 み重ねが必 要だなと思っ ていま
す。
これは30年度と かと書いてあ りますけれど も、事業は毎 年毎年やっ ていきますし 、これ
まで半世紀にわた ってやってき ているもので すので、今ま でやってき た事業も同時 に評価
しなければいけな いし、各年の 参加青年につ いて、毎年毎 年フォロー アップをして いかな
ければいけないの で、評価をま とめる年度は 先になります けれども、 それは毎年の 積み重
ねであろうと思っております。
それから、文科 省との関係で 御指摘いただ いたのですけ れども、基 本的に内閣府 は大綱
行政が非常に多く て、各省の尻 をたたいて進 めています。 去年までは 進捗管理みた いな評
価をしておりまし た。では、内 閣府は進捗管 理して電話帳 をつくって 終わりなのか という
ことになります。 恐らくそうで はなくて、進 捗管理して各 省がうまく やっていって 大綱の
スケジュールどお りに施策が進 んでいるとこ ろは別にいい のですが、 そうではない ところ
を内閣府としてチ ェックして、何 がネックに なっているの か、各省の対 立がネックな のか、
であるとしたら内 閣府としてど ういう調整が できるのかと いうことを 考えて、うま くいか
ない血栓みたいな ところを見つ けて除去して いって、うま く血液が流 れるようにし ていく
のが内閣府の役割 だと思います 。大綱行政の 中でとどまっ ているとこ ろをきちんと 流して
いく、そういう調 整の成果が結 局、大綱がき ちんとスケジ ュールどお りに全体が進 んでい
るのかという、い わば健康管理 ですね、そう いうお医者さ んの役割と してきちんと できた
のかというところ で、まず最初 に一義的には 文科省が評価 をするのだ けれども、そ の評価
についておかしい ことになって いれば、なぜ かというふう に突っ込ん でいかなけれ ばいけ
ない。したがって 、総合評価を やるときにも そういった観 点から各省 の評価と連動 する形
でチェックをしていかなければいけないと思っております。
学校支援につきましては、先生のおっしゃるとおりだと思います。
以上です。

○田中委員

また 御質問なので すけれども、 今、内閣府の お立場なの で、全体を見 る視点

の中から文科省が 行っている評 価というか、 政策の進捗を ごらんにな るとおっしゃ ったの
ですけれども、そ うなると、総 務省の政策評 価も各省を見 ていますが 、そことのデ マケー
ションはどうなるのですか。

○松林課長

内閣 府が各省の評 価を見る場合 は、実施官庁 の調整官庁 として見るわ けです

ね。総務省の政策 評価官を私も 実は前にやっ ておりました けれども、 そこはきちん と各省
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が自分のテリトリ ーについて評 価をしている かというとこ ろをチェッ クするのです 。です
から、総務省も内 閣府の評価を チェックしま す。各省がう まくできて いるのかでき ていな
いのかは各省に聞 いてくれとい うような評価 では、内閣府 の存在意義 が問われます 。内閣
府のヘッドクォー ター機能とい うのは、結局 、実施部隊の 親玉として 、うまくいか ないと
ころをみずから各 省の関係を調 整して仕事を 流してやるの が仕事なの だから、内閣 府の評
価というのは各省 の評価で、こ こは病気だな 、けがしてい るなという ところにきち んと手
を入れてうまく流 れるようにな ったのかを評 価しなければ いけないと 思うのです。 ですの
で、総務省の評価 は、各省が内 閣府も含めて 自分たちのテ リトリーを きちんと評価 してい
るかというのをチ ェックします し、内閣府は 、うまくいか ないところ を取り出して 、それ
を流してやるのが仕事なので、それがうまくいっているかを評価する。

○田中委員

どっ ちかというと 、一緒に政策 をする側か。 内閣府は実 施部隊の一員 という

ことですね。

○松林課長

○井内審議官

そうですね。

今 の課長からの 発言で特段加 えることはな いのですけ れども、感想 的なこ

とで恐縮なのです が、これまで にも先生方に 、内閣府の今 の業務の特 殊性というこ とでず
っと御議論、会議 のたびに御指 摘いただいて いた点だと思 うのです。 部局の弁解で はない
のですけれども、 今回新しい形 で総合評価と か複数年度が 入ると、そ れに変えてい くとい
うのもやはり理解 が必要です。 今回はそれを 理解してくれ たのでこう いう形で15施 策です
が、今回初めてで すので、まだ 十分行きわた っていないと ころもあり ますが、自分 のとこ
ろがやっている施 策がこういう 総合評価に載 ると理解して くれました 。この評価に 、昨年
度と同じであれば 担当の者とか 部局は楽なの ですけれども 、今年度から は変えて参り ます。
あと、今後、理 解が、このや りとりで、き ょうの御議論 を踏まえて やっていくと 、部局
側も自分たちが評 価をするとき にも、単年度 で評価をして 手間だけか かっているけ れども
生かされていない 、国民に対し ても御説明で きないという のではなく て、しっかり とポイ
ントを押さえて評 価していけば いいというこ とで、そうす れば自己評 価していくと きにも
コストが下がるし 、一方、効果 的な政策評価 になっていく ということ です。まだ途 上だと
思うので、課長は 実際に進める 立場で厳しい 発言なのです が、ただ、 そういうとこ ろに内
閣府は着手して、 各部局もこれ から理解を深 めていくとい うことです ので、今日は そうい
う観点からいろい ろ御意見いた だければ、そ の意見もまた 部局が受け とめて、より よいも
のに変わっていくと思います。
私は感想的なことなのですが、そういうことでございます。

○田中委員

事前研修はされたのですか。
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○井内審議官

○松林課長

○井内審議官

説明会とかもしました。

全担当者を講堂に集めまして、セミナーをやりました。

それで部局ごとに説明を。

○田中委員

そうではないと書けないですね。

○松林課長

「政策評価とは何か」というところから始めないといけないので。

○南島委員

抽象 的に言ったほ うがいいのか 、具体的に申 し上げたほ うがいいのか 、ちょ

っと迷うのですけれども、４点申し上げます。
最初はやはり入 口の議論とし て、総合評価 方式の方向性 は、私は非 常にいいもの だと思
ってはいるのです けれども、ま ず御説明とし て、総合評価 方式により 今度は少し大 規模に
15施策されるとい うことですの で、その理由 、根拠の説明 をもう少し していただけ ればと
思っています。少 し裏話でと今 おっしゃって いただきまし たけれども 、なぜやり方 を切り
かえるのかという部分について御説明いただく必要があるのではないか と思います 。
さらに、政策評 価法のもとで やるのか、政 策評価法以外 にもいろい ろな評価活動 は行わ
れていると思うの ですけれども 、評価法の外 でやっていく こともでき るのではない かと思
うのです。これだ け大量にと言 っていいので しょうか、評 価法のもと で総合評価方 式をし
ていかれることについての説明はいただければと思っております。これ が１点目で す。
２つ目ですけれ ども、内閣府 として総合評 価方式をどの ように使っ ていくのかと いう方
針のようなものは あってもいい のではないか と思います。 お伺いした いと思います 。要す
るに、先ほども少 しその論点に は触れていた だきましたけ れども、総 務省がやるわ けでは
なくて内閣府がや る、しかも総 合調整機能を 持っている、 そういう官 庁がやる総合 評価方
式とは一体何なの かということ についての御 説明はあって もいいので はないかと思 います。
内閣府としてこれ をどのように 使っていくの かという方針 ですね。イ ンセンティブ を持っ
て政策推進に使っ ていくという お話なのか、 あるいは政策 評価広報課 が中心となっ てある
種のチェックシス テム、政策管 理として使っ ていかれると いうお話に なるのか、何 か方針
のようなものがお 伺いできるの ではないかと 思っておりま すので、お 答えいただけ れば幸
いです。
３つ目ですけれ ども、総合評 価方式そのも のについてで すが、総合 評価方式と一 口で言
っても、15の施策 全部を見てみ ますと、まず プログラムセ オリーから 見直さなけれ ばいけ
ないものと、プロ セスを管理す るために行う とされている ものと、ア ウトカムを管 理する
つもりがあるもの と、あるいは アウトカムが 曖昧でそれを 探しにいく のだというよ うなこ
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とになっているも のと、混ざっ ておりますね 。要するに、 アウトカム の追求という ことに
なっていくと、政 策評価として はレベルが高 くなっていく と言ってい いかと思うの ですけ
れども、少しそう いうところの 分類はしてい ただいてもい いのではな いかと思いま す。あ
まりにもいろいろ 混ざり過ぎて おりまして、 最初は大綱と か閣議決定 のものをベー スにし
てということにな っております けれども、大 綱とか閣議決 定の類のも のがプログラ ム化さ
れているかという ことが評価す る際には重要 になってくる と思うので す。そこが設 定され
ていないと、そこ からやり直す ことになりま すし、計画期 間中ですと 、大綱の期間 が終わ
ってから、もう一 度見直しのと きにそこから やり直すこと にもなるか と思いますの で、そ
ういうステップがあるのではないかと思います。
４つ目ですけれ ども、それに 関連して評価 可能性のアセ スメントで す。evaluabil ityの
話ということで、 最初に御指摘 いただいた点 と重なるわけ ですけれど も、これはど のよう
に総合評価方式を 活用して使っ ていって、内 閣府としては これらの施 策をどのよう に発展
させていくのか、 それにはどう いう評価を使 っていくのか という話に かかわるお話 ですの
で、評価可能性の 議論も必要で はないか。今 まで申し上げ た３点にか かわるような お話で
すけれども、そのように感じながら拝見してきました。
質問は以上でございます。４点です。

○松林課長

ありがとうございます。

評価方式を総合 評価に去年ま でと違って切 りかえたのは 、総合評価 を採用したも のだけ
ではなくて、複数 年度評価に切 りかえたもの も、もちろん なぜそれが いいかという 個別の
理由があると思います。その辺は個別に整理をしてみたいと思っており ます。
先生御指摘のあ りました評価 結果の使い方 ですけれども 、これも先 生御指摘のと おり、
大綱行政というの がこの中でも 非常に多いで すので、大綱 を持ってい るところ、実 施計画
を持っているとこ ろ、それぞれ 年限がありま して、その年 限で見直し を必ずやられ ますの
で、評価法がなく ても恐らく各 部局はやらな ければいけな い立場にあ ります。これ までは
実績評価を採用し ていましたの で、単年度ご との実績評価 は、各部局 は作業として やって
いて、それとは別 に法律改正に かかわる部分 とか大綱の見 直しにかか わる部分は一 生懸命
やっていた。ただ 、大綱見直し に対する議論 というのは、 結果をある 程度見据えな がら、
これまでの政策を総括するような作業になると思うのです。
ですので、政策 評価の立場か らいうと、こ れまでの評価 方法は、本 当に政策のス テップ
アップのためにな るのだろうか ということに なります。や はり政策評 価という方法 論に立
脚した上で総合評 価をやって、 今までの枠組 みはどういう 点がよかっ たのか、ある いはど
ういう点が大綱の 目的に対して うまくいかな かったのだろ うかという ところを率直 に評価
すべきだろうと。 政策評価の肝 は優をとるこ とではないと 思っており ます。優・良 ・可・
不可、可でも不可 でもいいので すけれども、 何でそうなっ たのかとい うところをい ろいろ
な指標を見ながら 分析して、で は、次はどう すればいいの だというと ころが肝だと 思って
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おります。ですの で、彼らが今 まで大綱行政 の見直しでや ろうとして いることを、 うまく
政策評価を取り込 んだ上でやっ ていくという のが、彼らに とっても政 策評価にとっ ても一
番いい解決方法だと思っております。
あと、以下、先 生が御指摘さ れたことは、 先ほどの田中 先生へのお 答えと重複し て恐縮
なのですけれども 、これから実 施段階におい て具体化する 上で詰めて いこうかなと 思って
おります。

○南島委員

ありがとうございます。

一言だけすみません。
新しくいろいろ お考えをお持 ちになって、 政策評価広報 課として各 所管部局に対 して一
定の介在を総合評 価方式を使っ てやっていく 方針をお持ち であるとい うことが感じ 取れる
のですけれども、 可能であれば 、それを内閣 府における政 策評価推進 の考え方なり 基本方
針なりということ で書面化して 、どういう意 図と目的を持 って介在し 、各個別の担 当部局
の政策を、最低限 でもいいです し、望ましい 形でもいいと 思うのです けれども、こ の政策
評価を使ってどの ように変えて いこうと、そ このところは 方針として 可視化してい ただい
たほうがいいのではないかと感じました。感想でございます。

○松林課長

ありがとうございます。

○山谷座長

では、中間まとめをお願いします。

○田辺委員

４点 ぐらいかな。 １つは、方式 を変えるとい うのは、あ る意味で形式 の問題

と思われるところ があるのです けれども、た だ、評価シス テムという のは、ある期 間が経
ったら基本的に揺 さぶりをかけ ないといけな い部分があり まして、そ の揺さぶりを かける
ことによって、も う一回、この 評価は何なの かというのを 、絶えず新 鮮味というか 、新し
い空気を入れていくことが必要なのだろうと思っております。
その際、フレー ムを見直すと いうことだけ ではなく、フ レームを見 直すときに評 価の担
当部局と原課との 間でコミュニ ケーションを とる。こうい うふうにや ったほうがい いんじ
ゃないですか、そ の意図はこう だけれども、 原課のほうで はどうお考 えですかとい うコミ
ュニケーションの 量を増やすた めに、揺さぶ っておいて、 コミュニケ ーションの量 を増や
すということが何 よりも効果と してあるので はないか。そ の結果、で きないものは できま
せんから、やるほ うの身にもな ってみろと言 われると、そ うかなと思 って撤退する という
のも一つではあり ますけれども 、その作業を おやりになっ たというの は評価してい きたい
と思います。
２点目は、総合 評価方式を出 していくとい うところで、 基本的に基 本計画である とか大
綱というまとまり のところをこ の種の問題で やるというの は、少なく とも大綱の見 直し、
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基本計画の見直し のときに評価 項目、評価し て見直すこと というのは 入っています から、
それと評価システ ムを別にする 理由はほぼな い。その点で は資源の有 効な利用なの だろう
とは思っておりま す。かつ基本 計画、大綱の 見直しの際に ボトルネッ クみたいなと ころを
きちんと明らかに して、どこが うまくいかな かったのか。 うまくいっ たのかという 評価は
あまり意味がない ですから、ど こで突っかか っていたのか を明らかに するほうがむ しろ優
れているのだろうという感じはいたします。
ただ問題は、こ れで何がなく なってしまう のかというこ とでありま して、従来で すと、
大綱であるとか基 本計画のとこ ろは毎年実績 評価でやるの で、結局、 事業の進行管 理の指
標のところで、こ の事業だけ全 然進んでいな いじゃないの というのは 少なくとも見 えるわ
けであります。事 前分析表は特 に要らないよ うな感じはす るのですけ れども、モニ タリン
グしてどこまでい っているのか というところ の進行状態は どこかで見 せておいたほ うがい
いのではないのか なと。評価に するのか、そ れとも単に数 字だけで計 画の進展状況 みたい
なもので示すのか わかりません けれども、そ こは見せてお いたほうが いいのかなと いうの
が感想であります。
もう一つは、そ れをやるのだ ったら、恐ら く大綱とか基 本計画は５ 年というのは 長いと
思います。それぐ らいのものが あろうかと思 いますので、 基本計画も 延ばしたほう がいい
のではないのかな という感じが しているとい うことであり ます。つま り、今の基本 計画で
すと26年度から28 年度の３年間 ですので、基 本的に基本計 画の中で全 体を１回ぐら いは覆
いましょうよとい うのが制度設 計の発想だと 思うのですけ れども、こ の基本計画で はなく
て次の年度へまた がるというの は、私が官僚 よりもより官 僚的と時々 言われるので あれな
のかもしれません けれども、気 持ちが悪いと いうのが実際 のところで あります。５ 年に直
せば大体は入ってくるのではないかなという感じがしております。
ただ、１個だけ この中で入っ てこないのが 沖縄でありま して、これ は平成33年度 ですの
で、例えば５年に 延ばしても次 の次みたいな 形になってし まうので、 これはやはり どこか
で中間評価を１回 入れておいた ほうがいいの ではないでし ょうか。33 年度に行くま でに、
少なくとも５年に 延ばしたとし て28年度ぐら いには全体で このぐらい 進行している という
のをチェックする ような仕掛け は入れておい たほうがいい のかなとい う感じがした という
ことであります。
以上、簡単に申し上げました。

○松林課長

ありがとうございます。

最初の原課との コミュニケー ションにつき ましては、コ ミュニケー ション自体が 非常に
有益だったなと思 いますのは、 原課の意識も 我々とやりと りをする中 で、各部局の レゾン
デートルとか、掲 げるべき目標 を課、局を挙 げて議論した ようですの で、評価をや るにし
ても、全然これま での評価とは 意味が違って くるのかなと 思っており ます。まだ最 初の一
歩ではありますけ れども、先生 から御指摘い ただいたとお り、いいコ ミュニケーシ ョンが
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できたのではないかと思っております。
あと、総合評価 に関する御指 摘は検討させ ていただきた いと思って おります。モ ニタリ
ングのほうも前向きに検討してまいりたいと思います
以上です。

○山谷座長

ありがとうございます。

それでは、総合評価はこれで終わりにいたします。
続きまして、実 績評価に関し て議論したい と思いますが 、これは(1) と(2)をあわ せてや
ったほうが効率的 かと思います ので、両方に ついて御意見 を賜れれば と思いますが 、いか
がでございますか。
私から１点だけ。
(1)が複数年度で 評価する場合 で(2)が単年 度でというこ とになると 、理屈的には 複数年
度で評価する場合 がアウトカム のモニターみ たいなことに なって、単 年度の場合の ベース
はアウトプットの モニター、こ んな区分けを イメージされ るとやりや すいのではな いかと
いう感じがあるのですけれども。

○松林課長

おっしゃるとおりだと思います。

○山谷座長

そうですね。

どうぞ。

○田中委員

実績 評価で幾つか 気になったの ですが、ワー ク・ライフ ・バランスは 確か２

年ぐらい前に総務 省の政策評価・独立行政法 人評価委員会 で結構批判さ れました。し かも、
何が説明変数で何 が被説明変数 なのか、各種 指標の関係が わからない と相当批判さ れてい
たのですけれども、その総務省からのコメントが反映された形で評価さ れるのです か。

○松林課長

それ は総務省の厳 しい御指摘が ありますので 、フォロー アップもきち んとさ

れて、それは向こうとの議論の中できちんとやるように反映されており ます。

○南島委員

複数 年度で評価す る施策のほう ですけれども 、「競争の 導入による公 共サー

ビスの改革の推進 」で後ろに「 当該年度にお ける新プロセ ス等への移 行割合」とい うこと
で、こういうのは毎年チェックされるということなのでしょうか。
そういうのが幾 つかあります けれども 、16－①「食品健康影 響評価技術研 究の推進 」で、
掲載された論文数 とか引用され た課題の割合 ということで すが、これ は毎年のモニ ターの
ほうがいいのかなと思います。
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○松林課長

毎年モニタリングはやるんだよね。

○篠﨑課長補佐

お答え申し上げます。

最初の「当該年 度における新 プロセス等へ の移行割合」 については 、移行の割合 自体は
確かに先生おっし ゃるように毎 年数字として は出てまいり ます。ただ し、彼らとし ては、
単年度ごとに移行 するのが、計 数の上下が相 当あり、ほと んど初めて 新プロセスへ の移行
を今年度から始め るのに等しい 状況ですので 、これから先 、本当に逓 増的にいくの かどう
かがよくわからな いということ なので、毎年 やるというよ りは、３年 単位で考えて 、その
中で目標を設定し て、彼らは３ 割と言ってい るのですけれ ども、それ が達成される ように
ということでやり たいという指 摘がありまし た。当方とし て、確かに 毎年増加して いけば
それはそれでいい のですけれど も、必ずしも 行政の現場の 実態と合わ ないというこ とであ
れば、それは構わ ないのかなと いうことで、 ３年でどの程 度の割合と いうことで評 価して
おります。ただし 、確かにおっ しゃるように 数字自体のモ ニタリング は毎年やるこ とにな
ります。
それから、食品 安全ですけれ ども、この中 について申し 上げますと 、この成果自 体が、
毎年これが、例え ば当該年度や ったからとい って学術誌に いきなり載 るわけではあ りませ
ん。さらに 、学術誌 に載る数とか 掲載、引用された数 も、26 年にやった から26年に出 るか、
もしくは27年に出 るかと言われ ると、これも 実は違ってい て、大体雑誌 に投稿するま でに、
研究をやるのに２ 年か３年、載 って、その後 に引用される のが増えて いったり割合 がわか
ったりするのはさ らに２～３年 後とかがある ので、複数年 度の評価と いうことにし ており
ます。毎年のローリングだと実態をなかなか反映しづらいところがあり ます。

○南島委員

後者 の研究につい ては、全国の 研究者はみん な同じよう に毎年の報告 を求め

られていたりもす るので、ここ だけ特別扱い というのもち ょっとどう なのかなと思 わない
でもないですけれども。コメントでございます。

○田中委員

実は 公益法人制度 改革の制度を つくるときの 有識者会議 のメンバーだ ったの

で、これは結構内 心じくじたる 思いがあるの です。当初か ら完璧なも のはつくれな いとい
うことで、５年の 中で移行期間 が終わったら 、１回制度を 抜本的に有 効性も含めて 見直す
という議論があっ たと思うので すけれども、 これはそれと は全然別で すね。制度そ のもの
を見直すという感 じではなく、 これは寄附金 と立入検査の 動向に着目 しているとい うこと
でしょうか。

○篠﨑課長補佐

先生がおっし ゃっているの は、特例民法 法人から公 益法人に移行 される

ときのお話をされているのでしょうか。
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○田中委員

というか、新公益法人制度そのものです。

○篠﨑課長補佐

その分野に関 しましては、 公益法人制度 をこれから 先どうするの かとい

うことについては少なくとも別です。

○田中委員

わかりました。

○山谷座長

新し い方式でこう なってくると 、頭の中で整 理するのは 非常にわかり やすく

なったような感じ もありますけ れども、１点 気になってい るのは、ま さに行政事業 レビュ
ーとの関係をどう考えられるかということが一つです。
あと、事前分析 表をつくられ て、それと政 策評価の事後 評価とをや っているので すが、
どういう仕組みを つくられるの か、多分府省 それぞれによ って違うは ずなのですね 。公共
事業官庁だったら 案外楽かもし れないですけ れども、こち らになると 非常に難しい のでは
ないかという印象 があるのです が、そこら辺 は何か工夫を お考えいた だいているの かどう
かを教えていただきたいのです。

○松林課長

事業 レビューとの 関係は色々な ところで議論 されていま す。ただ、現 在のと

ころ、やはりどう しても観点が 違うものです から、どうい う形でやれ ば一番やりや すくな
るのかというところをまだ暗中模索というのが実際です。

○山谷座長

例え ば政策評価の この場で、効 果がちょっと 疑問だなと か何かあった 場合に

は事業レビューで 取り上げると か、そういう 工夫をしない と、ここで 議論して、同 じ人間
が事業レビューの ところと同じ 対象で別な議 論をして、考 え方として 何かちょっと 違うの
ではないかと。対 象が一緒であ れば、切り口 は違うにして も、何らか のうまい連携 を考え
ていただいたほうがよろしいのではないかという気もしますね。

○松林課長

確か に事業を多く 抱えているよ うなところは 非常にやり やすいのかな という

気がしております 。他方、総合 調整官庁がど のように取り 組んでいけ ばいいのかと いうの
は、勉強していきたいと思っております。

○山谷座長

課題ですかね。わかりました。

○田中委員

少な くとも幾つか のインジケー ターは、政策 評価のほう でできていれ ば行政

事業レビュー・シ ートにそのま ま転記すれば いいし、それ を電子化す れば、入力す ればそ
のままトランスファーしてくれればいいのですけれども、なかなかいか ないのです ね。
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○松林課長

なかなかそっちのほうはいかないですね。

○田中委員

大分楽になると思いますけれどもね。

○山谷座長

ほかに何か御意見とかはございますでしょうか。よろしゅうございま すか。

それでは、そろ そろ議論が尽 きたようです ので、よろし ければこの あたりで議論 を終了
いたします。
続きまして、今後の予定等について事務局から御説明をお願いします 。

○篠﨑課長補佐

御説明申し上げます。

先生方のお手元 に資料５とい うことで今後 の予定を記し た紙がある と思うのです けれど
も、お手元を御確認いただいてもよろしいでしょうか。
そこに書いてご ざいますよう に、基本計画 を定めたとこ ろですので 、それに基づ きまし
て、今回の有識者 会議の結果を 踏まえて内閣 府の部内で26 年度実施計 画を決めまし て、そ
の後、７月をめど に今度は25年 度事後評価を 進めてまいり ますので、 またもう一度 先生方
にお集まりいただきまして、評価を進めていきたいなと考えてございま す。

○山谷座長

わか りました 。では、そ のようにお 願いいたしま す。あり がとうござい ます。

事務局からの御説明に何かございますか。よろしゅうございますか。
ありがとうございます。
なお、次回懇談 会につきまし ては、25年度 事後評価を主 な議題とし て７月ごろに 開催し
たいと思いますが 、お手元に日 程調整の資料 を用意してお りますので 、現在記入い ただけ
る方についてはこ の場で記入い ただき、そう でない場合に は後ほど事 務局にメール で御連
絡ください。
それでは、以上を もちまして第 20回内閣府 本府政策評価 有識者懇談会 を終了いたし ます。
皆様本日はお忙しいところをどうもありがとうございました。

（以上）
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