内閣府本府政策評価有識者懇談会議事録（第25回）

１．開

会

２．議

題

日

時：平成28年７月28日（木）13:55～15:12

場

所：中央合同庁舎第８号館429会議室

１．平成27年度内閣府本府政策評価（事後評価）（案）について
２．租税特別措置等に係る政策評価（事後評価）（案）について
３．平成27年度内閣府本府政策評価実施計画の改定について
４．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25 回会合

を開催いたします 。皆様には御 多忙中のとこ ろ御足労いた だきまして 、ありがとう ござい
ます。
本日御出席いた だく予定であ りました田中 先生は、諸般 の事情により 欠席となりま した。
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、田中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。
○田中審議官

政策評価審議官の田中でございます。

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうござい ます。
今回は、平成27 年度の内閣府 本府の政策の 事後評価（案 ）及び租税 特別措置等に 係る事
後評価（案）について御審議いただくことになっております。
前回の懇談会に おける御議論 に沿いまして 、合理化、効 率化を図る ため、評価書 の数に
ついては、目標管 理になじまな い施策を評価 の対象から外 すというこ とや、目標が 未達成
の際に評価を行う といった方法 によって、今 回は大分絞り 込んでおり ます。また、 恒久的
な措置とされてい るNPOに係る租 税特別措置 について、内閣 府として初 めて事後評価 を行っ
ており、今回、御 審議いただく こととなって おります。一 つ一つの施 策の評価の改 善と同
時に、制度全体の改善を図っていくことも重要と考えております。
先生方におかれま しては、忌憚 のない御意見 をいただけれ ば幸いと存じ ます。いた だき
ました御意見は、 今後の内閣府 の政策評価の 向上に役立て てまいりま す。どうぞよ ろしく
お願いいたします。
○山谷座長

ありがとうございます。
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それでは、早速議題に入りたいと思いますが、本日は
１．平成27年度内閣府本府政策評価（事後評価）（案）について
２．租税特別措置等に係る政策評価（事後評価）（案）について
３．平成27年度内閣府本府政策評価実施計画の改定について
４．今後の予定等
の４点を議題としております。
それでは、まず事務局から、本日の資料について御説明をお願いしま す。
○中山課長補佐

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27 年度内閣府本 府政策評価（ 事後評価） （案）の概要 」をま
とめた資料が資料 １、その評価 結果一覧と紹 介事例を資料 ２と資料３ に、その後ろ に資料
４として全ての評価書をまとめております。
本日は、評価書 に対しまして 、南島先生及 び欠席の田中 先生より事 前に書面にて 評価書
に対するコメント をいただいて おりますので 、資料５とし て配付させ ていただいて おりま
す。
次に、資料６と して租税特別 措置等に係る 政策評価書（ 案）を、資 料７として、 平成27
年度内閣府本府実 施計画（改定 案）が続いて おります。最 後に、資料 ８として今後 のスケ
ジュールをとりまとめております。
それから、参考資料も１から４までございますので、御確認をお願い します。
なお、参考資料 ４につきまし ては、今春に 開催させてい ただきまし た第24回懇談 会の際
に配付しておりま した総合評価 方式で評価を 実施する施策 のうち、評 価実施時期が 未定と
なっておりました アルコール健 康障害対策の 推進について 、本年５月 に基本計画が 策定さ
れたことから、評価実施時期等について記載をしております。
○山谷座長

ありがとうございます。

それでは 、議 題の１ ．平成2 7年度 内閣府 本府 政策評 価につ いて、 入りた いと 思いま す。
では、御説明をお願いします。
○中山課長補佐

では、最初の 議題でござい ます「平成27 年度内閣府 本府政策評価 （事後

評価）（案）について」説明いたします。
まず、資料１を ごらんくださ い。資料１は 平成27年度事 後評価（案 ）の概要とな ってお
ります。
１ページ目の政策 評価サイクル の表にござい ますとおり、 今回の事後評 価は、第５ 次基
本計画及び平成27 年度実施計画 に基づき、平 成27年度に実 施した施策 について評価 を実施
いたしました。
続きまして２ペ ージ目をごら んください。 ２．「評価対 象」に記載 しております が、平
成27年度に実施さ れた23政策・7 1施策のうち 、総合評価方 式をとるこ ととなったも の及び
評価の実施時期を 重点化し、来 年度以降に評 価を行うもの を除く38の 施策について 評価書
を作成しております。
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次に、３．政策 評価結果にあ りますとおり 、38施策のう ち「目標超 過達成」及び 「目標
達成」が約３割、 「相当程度進 展あり」が６ 割弱、「進展 が大きくな い」が約１割 となっ
ております。
なお、目標の達 成度合いの測 定に当たって は、各府省統 一のルール となっており ます目
標管理型の政策評 価の実施に関 するガイドラ イン、こちら は本日の参 考資料３とし ても配
付しておりますが 、その中から 、資料２の３ ページ目のほ うに判断の 基準のところ につい
て抜粋しておりますので、御参照いただければと思います。
続きまして資料 ２をごらんく ださい。こち らはA3の紙に なっており ますが、個別 の施策
の評価結果を一覧 としてまとめ たものになっ ております。 一番左側の 欄が政策の分 類で、
23政策、その施策 として71施策 ございます。 それぞれの施 策の評価実 施時期を記載 し、一
番右に今回の評価結果を記載しております。
なお、背景をグ レーで着色し ている施策に ついては、今 回、評価書 の作成対象外 となっ
ております。
この中で、政策 ４－施策⑤の 「総合特区の 推進」に「デ ータ間に合 わず」とござ います
が、それは測定指 標の最終的な 確定が10月頃 を予定してお り、今回の 評価書の公表 に間に
合わないことから、そのような表記にしております。
また、同じく政策 ４－⑩「地方 版総合戦略に 基づく取組の 推進」につい ては、測定 指標
のうち２つの指標 が現在集計中 となっており ますため、暫 定的に「相 当程度進展あ り」と
いう評価としております。
続きまして、これ らを含めて政 策評価の具体 的な事例を紹 介いたします 。資料３を ごら
んください。「平 成27年度実施 施策に係る政 策評価（案） 」は大部で ございますの で、１
つ目、「進展が大 きくない」と 判定された施 策、こちらは 事例６つの うちの真ん中 ４つが
それに当たります 。一番上と一 番下の施策が そうなのです けれども、 ２つ目として 、行政
事業レビュー公開 プロセスの対 象事業を含む 施策というこ とで、合計 ６つの事例を 体系の
順番で紹介させていただきます。
１枚おめくりいた だいて１ペー ジ目、政策２ －施策①「重 要施策に関す る広報」を ごら
んください。この 施策は、政府 の重要施策に 関してそれぞ れのテーマ に応じた適切 な広報
媒体を用いて広報 を実施するも のですが、そ のうち新聞や 雑誌を活用 する事業につ いて、
行政事業レビュー公開プロセスの対象となりました。
２ページ目の「施策の分 析」欄の 最後に記載 しております が、「公開プロ セスにおい て、
国民の広報のニー ズを分析し、 各メディア・ 各広報手段の 位置づけや 、的確な効果 策定に
ついて再検討の必 要がある」と の指摘を受け 、今後、的確 な目標設定 や効果検証に ついて
検討していくこととしております。
続きまして３ペー ジ目。政策２ －施策②「国 際広報の強化 」をごらんく ださい。こ の施
策は、我が国企業 のグローバル な活動を推進 するため戦略 的な国際広 報を行うもの で、国
際社会において事 実関係に関す る正しい認識 と我が国の基 本的立場や 政策に関する 理解の
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浸透を目標としております。
我が国に対する理 解度及び好感 度を測定しよ うとしており まして、どち らも目標に 届か
ず、かつ、前 年度実績も下 回っており 、「進展が 大きくない 」という判 断をしており ます。
実施したテレビCM の効果測定調 査から、個別 施策のCMが好 感度上昇に貢 献している こと
は検証されている ものの、経済 面でのネガテ ィブな報道が 及ぼした悪 影響を十分に 取り戻
せていなかったため、前回実績を下回ったと分析しております。
今後の課 題と して、 ネガテ ィブ報 道に対 する カウン ターア クショ ンなど 、国 際情勢 や、
メディア環境に迅 速かつ柔軟に 対応した国際 広報の実施が 必要として おり、特に今 年度は
米国大統領選に伴 う米国世論の 見極めと戦略 的な対応をし つつ、あら ゆる広報ツー ルを通
じて国際社会に対 する日本の発 信力の強化、戦略的な国際 広報を行うこ ととしており ます。
続きまして５ペー ジ目、政策10 －施策②「国 際防災協力の 推進」をごら んください 。こ
の施策は、国内外 における兵庫 行動枠組の後 継枠組の普及 ・定着を目 指しておりま す。測
定指標２つとも目 標は達成でき ず、かつ、前 年度実績をも 下回ってお り、「進展が 大きく
ない」という判断をしております。
測定指標について 、１つ目は前 年を下回った ものの高い実 績となってお り、２つ目 の測
定指標については 、平成26年度 は国連防災世 界会議が開催 され、目標 を上回る実績 となっ
ていましたが、27 年度はそのよ うな大きな会 議が開催され なかったこ ともあり、前 年度実
績以上という目標 は未達成とな りました 。今後は 、ポストH FAである仙 台防災枠組に 基づく
優良事例等、情報発信強化を図ることとしております。
なお、この２つの 測定指標につ いては、28年 度から、より アウトカムを 測定するの に適
した適切な指標に変更し、目標値を設定しております。
続きまして７ペー ジ目、政策13 －施策⑤「バ リアフリー・ ユニバーサル デザイン推 進に
関する広報啓発、 調査研究等」 をごらんくだ さい。この施 策は、バリ アフリー・ユ ニバー
サルデザインの推 進に関して功 労のあった者 に対する表彰 によりすぐ れた取組の普 及・啓
発を図るなど、推進要綱に基づく施策を着実に推進することを目指して おります。
測定指標２つのう ちホームペー ジのアクセス 数については 目標が達成さ れたものの 、バ
リアフリーの認知 度について目 標が達成でき なかったこと から、評価 としては「進 展が大
きくない」という判断をしております。
バリアフ リー につい て、若 年世代 がほか の世 代と比 べてや や低く なって いる ことか ら、
ホームページのさ らなる充実とS NSの活用等、当該年代層に 適した方策 を検討してい くこと
としております。
続きまして９ペー ジ目、政策13 －施策⑦「交 通安全対策の 総合的推進」 をごらんく ださ
い。この施策は、交 通安全基本計 画等に基づき 道路交通の安 全に関する 調査研究とと もに、
交通安全思想の普 及・啓発を行 うもので、達 成すべき目標 として、各 種交通安全施 策の実
施により、安全で安心な社会を実現するための交通安全の確保に努める としており ます。
３つの測定指標が 全て目標未達 成となったこ とから、「進 展が大きくな い」という 判断
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をしております。
現状として、交通 死亡事故の状 況から、交通 事故死者数全 体に占める高 齢者の割合 が過
去最高を更新して いることや、 意識調査の結 果から、若い 世代の意識 が低い傾向に あるこ
とから、「若い世 代を意識しな がら引き続き 高齢者に対し ても地域や 情勢に応じた 対策を
検討していく必要 がある」とし ており、今後 は、高齢者対 策を重点と して、各地域 の交通
安全リーダー等への啓発に取り組むこととしております。
最後に12ページ、 政策18－施策 ①「迎賓施設 の適切な運営 」をごらんく ださい。こ の施
策は、日本の外交に 資するため、迎賓施設にお いて海外の賓 客に対し接 遇を行うとと もに、
迎賓館の参観及び前庭公開を行うものです。
13ページ目の「次 期目標等への 反映の方向性 」の施策の箇 所に記載して おりますが 、行
政事業レビュー公 開プロセスに おきまして、 参観経費につ いて、従来 の限定した公 開時の
対応や契約形態に とらわれるこ となく、通年 公開によって ふえるコス トの抑制につ いて、
参観料のレベルも 含め検討して いく必要があ るとの指摘が あり、今後 検討すること として
おります。
議題１に関する説明は以上となります。
○山谷座長

ありがとうございます。

それでは、南島 先生からコメ ントをいただ いていると思 いますので 、それについ て御紹
介をお願いいたします。
○南島委員

文書にしておりますので、簡単に御説明いたします。

実は一つ一つの 施策を拝見し てメモをつく りまして、そ れを抽象化 して４つにま とめた
ものがこちらであります。そういう作業をしてこのメモはつくっており ます。
４つほどありまし て、１つ目は 「『達成すべ き目標』の精 査の必要性」 ということ であ
りますけれども、 要するに、何 をどのような 状態にしよう としている のかというそ もそも
そこの部分が達成 すべき目標で 、よくわから ないものがあ りましたの で、そういう ものは
精査の必要があるのではないかというのが１点目です。
２点目は「達成 すべき目標」 と「測定指標 」との関係な のですけれ ども、これは よくわ
からないものがあ ったというこ とです。評価 書中の「達成 すべき目標 」と「測定指 標」を
対照させると、要 は、達成すべ き目標を測定 指標が適切に 確かに表現 しているとい うもの
と、「達成すべき 目標」と「測 定指標」との 関係を類推す ることがで きるものと、 関係が
あるとは言いがた いものと、ま ず論理的にこ れは違う話を しているだ ろうというも の、４
種類ぐらいあるかなと思っています。
この整理されて ない状態で先 ほどの総括表 のものをつく ってもミス リードにつな がる可
能性があるのでは ないかと。だ から、ここを ちょっと整理 していただ く必要がある のでは
ということがこの２．のところの１つ目です。
さらに、ここでつ け加えてもう 一点書いてい るのですけれ ども、かなり 抑制的で厳 しい
目標を設定してお られるところ がありました 。交通安全関 係なのです が、非常にし っかり
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としておられると 思いますけれ ども、全体、 総括表で書い たときに、 要するに不利 になる
ということであり まして、一覧 性を追求しよ うとすると、 目標管理型 評価はどうし ても一
覧性を追求しよう としてしまい ますけれども 、評価結果の 、これもま たミスリード につな
がりかねないので、調整したほうがいいのではないかということであり ます。
３点目は、「達 成」「相当程 度進展あり」 「進展が大き くない」「 未達成」とい う判定
がずっと書かれて いまして、こ れが総括的な 評価というこ とになるか と思うのです が、こ
の解釈についてです。３点ございます。
１点目が、評価書 中のこれらの 判断ですね。 「達成」「相 当程度進展」 「進展が大 きく
ない」「未達成」 の判断は、非 常に重要な意 味を占めてお りますけれ ども、その数 がばら
ばらであると。測 定指標が２～ ３個程度のも の、４～５個 程度のもの 、参考指標を 含むも
のということで統 一されてない 中で、要する に１つで判断 しているも のもあったり 、１つ
２つで判断してい るものもあっ たり、全部が 全部を見て判 断している ものもあった りとい
うことで、ばらば ら感があると いうことであ ります。これ で先ほどの 総括表のよう なもの
を見ると、やはり ミスリードに つながるので はないかとい う懸念があ るということ でござ
います。
２点目が、複数 の指標を掲げ る場合に、そ のうち一部の みが進展し ていることを もって
「相当程度進展あ り」というふ うな結論を導 いているもの もございま す。ここはル ール化
の問題かなと思っ ております。 要するに、そ の解釈が部局 によってば らばらである ことが
心配であるということです。
３点目が、測定手 法が「アウト カム」である ことが求めら れることの帰 結ですが、 外部
要因が非常に大き く入り込むと 。例え ばということ で言いますと 、先ほ どの27－３番 、「国
際広報の強化」で すけれども、 この「国際広 報の強化」は 、先ほど御 説明ありまし たが、
外国のオピニオン リーダーがど う理解してく れたかという お話ですけ れども、我が 国に対
する理解度、我が国に対する好感度が指標として挙げられております。
正直言って、行政 機関が何を活 動したかとい うよりも、外 部効果、外部 要因がどう であ
ったかというお話 でありまして 、なかなかコ ントロールで きないよう なところを書 かれて
いる。そうすると 、評価そのも のが、アウト カムだと言わ れると確か にアウトカム なわけ
ですけれども、外 部要因を評価 している。行 政活動を評価 してない。 そうすると、 このシ
ートの中では、行 政活動を評価 しているもの と外部要因を 直接評価し ているものが 混ざっ
ているという話に なりかねない ということに なります。そ うすると、 やはり総括表 のミス
リードにつながるのではないか。この点が心配ですというものです。
それ以外のものが ４番でして、 「その他」と して２点書い ております。 １点目が、 「目
標管理型評価」は 、要は一覧性 を持たせる方 向のものであ ります。だ から、それを 一覧性
があるものとして 私たちが、外 部者が読む、 あるいは幹部 の方々が読 むということ になり
ますと、やはりミ スリードをし ないような工 夫を、これは 少しずつと いうことにな ると思
います。トライア ル＆エラーと いうことにな るかと思いま すが、ぜひ 工夫を重ねて いただ
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きたいというお願いでございます。
２点目が、目標管 理型評価は、 そもそもの趣 旨として、一 覧性を持たせ ることだけ が目
的ではなくて、そ の中で重点的 に分析すべき 政策をあぶり 出すための フィルタリン グの役
割も期待されてい たはずであり ます。だから 、そういう「 活用の方向 性」にもぜひ 目配せ
をいただければと。
この最後の２点はお願いでございます。
以上です。
○山谷座長

あり がとうござい ます。それか ら、田中先生か らもいただ いているので すが、

これは一緒にやればよろしいですか。
○横田課長

そうですね。ごらんいただいて、何かその関係で御意見があれば。

○山谷座長

読み上げる必要はないですよね。

○横田課長

ええ。

○山谷座長

では、ちょっと拝見して。

それでは、よろしゅうございますか。
ごらんいただいた と思いますの で、これから 議論に入りた いと思います 。御意見そ の他
ございましたら、どうぞ御自由に御発言お願いいたします。
私のほうからま ず１つですが 、測定指標が 、これは南島 先生もおっ しゃっている のです
けれども、複数あ る場合に、そ れをどう処理 するかという のがなかな かうまく整理 という
か、調整できてな いような気が しまして、幾 つか例もある のですけれ ども、例えば ポスト
兵庫行動枠組です か、これは測 定指標が２つ あって、短期 研修者の研 修への達成度 という
のとホームページ のアクセス数 という、この ２種類あるわ けですけれ ども、これは だから
２つあって、どっ ちがどう、な かなか調整で きないし、ひ ょっとした ら別の話なの ではな
いかなという感じ があって、で すから、一緒 にしてどう見 るのか、ど う考えればい いのか
というのがちょっとよくわからないなあという感じがありました。
似たようなのが ほかにも幾つ かあったので すけれども、 指標が、で すから幾つか 並べて
ある場合に、メイ ンの指標と、 サブというか 、周辺的な指 標と分けて 考えるという のも一
つの手かもしれな いし、あるい は、別々だと いうのであれ ば、それは また別々に考 えてや
る必要があるかもしれないという印象が１つありました。
それからもう一 つ、これもま た南島先生が 御指摘なので すけれども 、外部要因、 外部の
影響みたいなもの まで入ってき ていると、そ れはできれば 排除したほ うがいいとい うのが
ここでの実績測定 みたいなとこ ろの趣旨だと 思うのですね 。だから、 なるべくそこ は外し
たほうがいいのかなあという気がします。
あと、きょう御 紹介されなか った分で言え ば、シートの 中であった のですけれど も、研
究みたいのをやっ ているのがあ って、内閣府 27－57番とい うやつです ね。政策15－ 施策①
という食品安全性 の確保という のがありまし て、これは指 標が２つ出 てきているの ですけ
れども、１つが、 研究成果が引 用された課題 の割合、それ からもう一 つが、国内外 の学術
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誌に掲載された論 文の数、こう いう指標が２ つ出されてい るのですが 、それが信頼 性の高
い食品健康影響評 価の効果的・ 効率的な実施 を促進すると いう目的に どう貢献する のかと
いうのがちょっとわかりづらいのですね。
これも南島先生指 摘されていた と思うのです けれども、指 標として何か ほかのない のか
なあと思いながら このシートを 拝見させてい ただいていま して、ここ はすぐここの 場で結
論が出る出ないと いう話ではな いと思います けれども、ど うも違和感 があるなあと いう感
じですね。
それから最後、 迎賓館。迎賓 館は、私も京 都迎賓館を見 に行きまし たが、外交の 問題と
国民に見せるとい う問題はやは りどう考えて も違うなあと いう感じな のですね。だ から、
これは一緒にすべ きではないの ではないか。 どうも２つ、 これもだか ら目的違うの ではな
いかなあという感じがありますけれども、それはどうなのかなあと。
迎賓館で拝観料み たいなのをと ってもうけろ という話があ るのであれば 、もっとい っぱ
いとるとか、そう いう議論は別 にありますの で、ただ、実 際あれを見 ていると、さ わった
りして大変なこと になったら、 修復するのに とんでもない 金額がかか って、そうい うもの
を簡単にみんなに 見せていいの かどうかとい う疑問はあり ますけれど も、そういう 、評価
の以前の段階で、 目的そのもの に何かちょっ と違うのがあ るなあとい う、複数の目 的が入
れば、そういう違和感というか、そういう印象がありました。
これは質問とい うよりは私の コメントです かね、そうい う感じです 。大部分は南 島先生
の御指摘に重なっていると思いますけれども、以上でございます。
田辺先生、いかがですか。
○田辺委員

幾つ かございます けれども、基 本、進展が大 きくないと いうところに 着目し

て見ていって、こ の評価が次に どういうフィ ードバックを 達成できる のかというと ころを
見ていくと、まず １つは、国際 広報に関しま しては、議論 としては恐 らく今までの 御意見
と一緒でありまし て、つくって いるところは 、最終的な指 標というの が各その理解 度とい
うところになって いますので、 こちらの活動 、アクション によって左 右される部分 という
のがどのぐらいあるのかなあという議論はそのとおりだろうなと思いま す。
他方、こういう 国際広報の性 質から言って 、単純に言う ならば、外 部要因によっ てがー
っと下がるときほ どアクション を起こさなけ ればいけない というのも そのとおりで ありま
すので、余り外部 要因だから差 っ引いてとい う議論という のも、カウ ンターとして はもう
少し考えないとい けないところ にあるのでは ないかなあと 思っている ところであり ます。
指標の性質という のはちょっと また考えてい ただかないと いけないの かなあという 気はし
ております。
ただ、この後のフ ィードバック に関しまして 、理解度の中 でも、インフ ルエンサー であ
る米国に着目とか 、あと、いろ んな方の好感 度とか理解度 、ばーっと さらでとって います
けれども、知識層 とかいう、あ る種、世論の 形成に影響の ある人たち に出していか なけれ
ばいけないとかい うところをフ ィードバック として持って くるという のはそれなり に分析
8

できているかなあ と思いますし 、あと、これ は、ありてい に言って国 の名前を一つ も挙げ
ていないというこ とにはなるの でありますが 、地域別とか やって、恐 らくどこが足 りない
とかいう分析も行 えば、フィー ドバックとい う点ではより 一層意味が あるのではな いのか
なあという気がしたというのが国際広報であります。
それから、２点 目は国際防災 協力のところ です。これも いろいろあ りまして、国 際防災
協力とどかんと大 きな目標があ って、その下 に実際の施策 で出てきま すのは、特に アジア
の防災行政実務担 当者に対する 研修と、それ プラス、アジ ア防災セン ターのホーム ページ
に対するアクセス という、研修 とPRの部分だ けになってい まして、こ れを考えると 、かな
り一部でしかないなあという気がしています。
全然違うところで 言いますと、 例えばJAXAで やっている事 業なんかです と、衛星打 ち上
げて、それに防災 にかかわる情 報というのを アジア地域に は流してい ますから、あ れに伴
う国際協力という のは恐らくJAX A評価のほう では非常に進 展したとい う評価が出て いると
思うのですけれど も、で、何が 言いたいかと いうと、JAXA 評価でやっ ているところ のほう
が本体に近いので はないのと。 こっちは研修 とホームペー ジアクセス ですから、広 報と研
修というところで すね。研修の 持つ意味とい うのは難しい のですが、 かなり全体の 防災協
力に対する小さな ところでしか ないので、こ ういう評価が 出てきて、 研修、それか らホー
ムページのアクセ ス等頑張れと いえばそのと おりではあり ますが、全 体の、これが 国際防
災協力が推進して ないというこ とを意味する のであればち ょっとミス リーディング かなと
いう感じは個人的にはしているということであります。
それから、同じ ことは３番目 のバリアフリ ーにもつなが っておりま して、これも 最終的
な目標をバリアフ リーであると かユニバーサ ルデザインの 推進という ことでありま す。実
際にここで扱って いるのは広報 の問題であり ますので、広 報で非常に バリアフリー とかユ
ニバーサルデザイ ンという言葉 を理解するよ うになると。 ただ、実際 は全然ユニバ ーサル
デザインになって ないとかバリ アフリーが進 んでないとい う状況より は、実際には バリア
フリーとかユニバ ーサルデザイ ンの普及率が かなり前進し ていて、広 報はまあ少な いとい
うほうが害がない といえば害が ないわけであ りまして、広 報と、それ からこの推進 という
ところの関係がど うなっている のかなあとい うことと、あ と、バリア フリーの認知 度、目
標を100に持ってき ていますので 、100という 目標は大体怪 しい目標な ので、もうち ょっと
何か現実的なことをしなければいけないのではないのかなあということ です。
今申し上げたと ころで何が言 いたいかとい うことですが 、広報のと ころで悪いと 言った
ときに、最終的な 目標はやはり ユニバーサル デザイン、バ リアフリー ということの 社会的
な定着ですから、 それをどうフ ィードバック するのと言っ たときに、 広報戦略頑張 りまし
ょうということに 、この部分だ け取り出すと すぐなると思 うのですけ れども、それ だけで
はないのではない のと。別に広 報頑張らなく ても進んでい けばいいじ ゃんというこ とに対
する弁証にはなっ てないのでは ないかなとい うところで、 フィードバ ックの仕方を ちょっ
と考えないといけないのかなあというのがバリアフリーのところです。
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それから一番最 後は交通安全 のところであ りまして、こ れは総合推 進のところで 、ある
意味、決定的 な目標とい うのが24時間 死傷者数3,000 人というと ころですから 、かな りこれ
はきつい目標だと いうのは重々 承知しており ますけれども 、ただ、こ れが達成でき なかっ
たというので、進展してないという評価はまあそのとおりかなあと思い ます。
ただ、これは内 閣府で扱う部 分というのが どこまである のかなあと いうことがあ りまし
て、例えばその後 に具体的な対 策として、フ ィードバック として出て いるのは、高 齢者の
死傷者数の中でふ える割合が大 きいから、そ れに対して何 か手を打っ ていかなけれ ばいけ
ませんよねと。こ れはそのとお りだと思うの ですけれども 、中心にな るのは間違い なく警
察庁でありますの で、内閣府で こういうフィ ードバックを したときに どうなるのと いうと
ころがいま一つわからないところがございます。
あと、交通安全等 の施策が役に 立っている割 合とか、それ から実際の行 動を、合わ ない
ような行動してい る割合という ところが余り 率が高くない というとこ ろをフィード バック
の段階でどう次に 持っていける のかという、 私、これはな かなかはっ きりしてない 感じが
あるということです。
具体的に申し上 げますと、こ このところは 恐らくスリム 化法で交通 安全に関して は警察
と国交に割り振ら れていると思 いますので、 長期的には外 してしまっ て構わないの ではな
いのかなという気は個人的にはしています。
以上、進展が大きくないというところに関する若干のコメントであり ます。
総論として申し 上げますと、 目標と実際に この内閣府が やっている ことと、それ と指標
との関係というの がちょっとバ ランス悪いな あというのが １点目と、 それから、総 論の２
点目としては、こ こで出てきた 結論は、やは り評価ですか ら、次にど うするという アクシ
ョンにPDCAとして 回していくと いうことが必 要になるのだ と思います けれども、そ こでど
ういう分析をして 何を打ち出し ているのかと いうところも 、こういう 評価の紙の中 ではき
ちっとやはりチェ ックしないと いけないので はないか。そ このうまく いっているも のとう
まくいってないも のが散見され るというのが 、今回の27年 の評価結果 を見て感じた ところ
でございます。
以上、ちょっと長くなりましたが。
○山谷座長

ありがとうございます。いかがですか。

○横田課長 まず 、指標の 関係でござい ます。複数の先生か らお話しい ただいており ますけ
れども、正直申し 上げて、各原 局、原課、指 標づくりは結 構大変で、 頭を悩まして いるの
が本当のところで す。それこそ 理想的な指標 がたくさんあ って、その 中から幾つか 、より
いいもの、より関連 性があるもの を選べる状 況であればい いのですけれ ども、残念な がら、
そのような理想的 な状況にある 課というのは 一つもないと 思っていま す。正直、ど んな指
標にするかという ことを考えて も、なかなか いい指標がな いね、とい うことで頭を 抱えな
がらひねり出して いるというの が大半の部局 でございまし て、先生方 のおめがねに かなう
ような、ぴったりし た指標が正直 そろえられ ていないとい うのはそのと おりでござい ます。
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ただ、各原課の ほうも、何か いろんな指標 がないかなと 思って頑張 っていること は御理
解いただければと 思いますし 、あと、なかなか指 標にもなり得 ないのですけ れども、ただ、
といって数字がな くていいとい う問題でもあ りませんので 、それを補 うために、前 回の懇
談会でも申し上げ ましたが、参考 指標を入れ て社会トレン ドを映し出し たりというこ とで、
理解に資するよう な形でリファ レンスとして データも入れ ているとい うことで工夫 をして
いるところもございます。
また、指標で強 弱をつけると いうことは、 総務省のほう でもそうい う指針がない のです
けれども、そう いうものが あれば確かに やりやすいと いうところも ございます 。また 、我々
のほうも、指標全 体を見て、要 するに、機械 的にやるので はなくて、 総合的に見て いるつ
もりではあります ので、その中 で進展度を見 ていく上で強 弱をつける という方法は １つあ
るのかなとは考えております。
また外部要因に ついては、こ れは昔からい う、いわゆる アウトプッ ト指標かアウ トカム
指標かという世界 になってきま すし、できる 限りアウトプ ットでなく てアウトカム のほう
がいいよねという ことが言われ ていたと思い ます。また、 社会の変化 はそれこそ行 政の対
応だけで生じるも のでもないと いうこともあ りますので。 ただ、確か に外部要因を 排除で
きればいいのです けれども、な かなかそのよ うな、ほかの 決定要因を 排除できるも のでも
なく、あるいは説 明変数をコン トロールする ことができる ようなデー タを完備して いるわ
けでもございませ んので、外部 要因に左右さ れるというの は重々承知 でありながら 入れて
いるものもございます。
また、考え方と しては、行政 が頑張って仕 事していても 社会が変わ らなければ意 味があ
りませんので、我 々の仕事の目 的として、経 済社会をきち んといい方 向に変えてい くとい
うことがあります から、やはり 社会的な指標 についてもき ちんと気に かけるべきで あると
思います。それが 指標に乗るの か、あるいは 参考指標でサ ブとして見 るということ もあり
ますので、いろい ろな部局で、 何がいいか、 あるいはどん なものが使 えるかという ことを
検討しながら取り組んでいるところでございます。
また、研究もの についてお話 ございました けれども、正 直、難しい ところがあっ て、な
かなかいい指標が ないところで す。研究もの について、こ ういう単年 度の目標管理 がそも
そもなじむのかと いうこともあ ります。独立 行政法人にお いても、研 究開発型は別 個の、
カテゴライズを別 にして評価を やっているこ ともあります ので、それ こそ研究に関 して政
策評価に乗せるの がいいかどう か、あと、ど のような評価 がふさわし いか、正直悩 ましい
ところがあります。
ただ、税金を使 って研究して いる以上は、 何らかの成果 、要するに レファレンス された
りということがな いとやはりい かんのだろう なということ で原課も意 識して行って います
が、正直、彼らに とってもこの 目標は厳しい と思うのです 。必ず引用 されたり、あ るいは
役に立つというこ とを実証する か、成果を出 していかなけ ればならず 厳しいところ である
のですけれども、 頑張って指標 として取り入 れたというの が実際のと ころでござい ます。
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それこそ、正直、 どんな指標が 本当にいいの か、原局すべ て、頭を抱 えている、悩 みに悩
んでこういう指標が掲げられていると思っています。
また、迎賓館に つきましては 、昨年度の懇 談会でも御議 論いただき ましたが、そ の後に
施策の方向の変化 があったので すけれども、 目的としては 外国賓客の 接遇と、あと は外国
人誘客という２つ の柱が両方あ ります。新し い一つの柱が 追加された ということで 、やは
り両方目標として 追っていかな ければならな い。そのとき に、まとめ て一つのペー パーで
処理するのか、あ るいは分けて 別個別個で見 ていくのかと いう考え方 はもちろん両 方あり
ますので、分離す るのがいいの か、あるいは 統合したまま でいいのか 、そこは検討 の余地
があります。ただ 、施策として はやはり両方 が今柱になっ ていますの で、新たに追 加され
たということは御理解いただければと思います。
また、国際防災 協力の関係が ございました 。確かに、こ れは指標が 十分あればい いので
すが。政策目的、 あるいは目標 に連関するよ うな指標、密 接に関連す るような指標 がたく
さんあればよいの ですけれども 。あとは切り 方の問題も確 かにありま す。切り方と いうの
は、施策のまとめ 方、どういう くくりで施策 を評価するか という問題 でもあります 。束ね
るのがいいのか悪 いのかという 議論にも結び つくのですけ れども、そ の関係で、ど こまで
他の施策や指標を含めて評価できるのかというところにも関係してくる と思います 。
それは交通安全の ほうにも実は 関係してきま す。スリム化 法で交通安全 の全部の施 策が
国土交通と警察に 行ったわけで はなくて、ま だ内閣府のほ うにとどま っている施策 もござ
います。全部移管 はされていな いので、やは り内閣府とし てもやらな ければならな い施策
があります。そう なると、内閣 府の行う施策 は、要するに 交通安全運 動ですから、 そこだ
け評価することで いいのかとい うと、やはり そうではない だろうと思 います。交通 安全の
究極の目的は何か というと、死 者数をできる 限り減らすと いうことが 目標としてあ ります
から、それを外す 、あるいは参 考指標でいい のかというこ とになって しまいますの で、そ
のような指標も入れているというのが現時点での考え方でございます。
またバリアフリ ーの関係でも 、内閣府でや れる部分と、 それ以外の 例えば建物や 交通施
設のバリアフリー 化は国交省の 担当でありま すけれども、 そこまで含 めて評価でき るのか
という問題にもな ります。また 、認知度100 ％という指標 については、 そもそも認知 度や、
理解度で100％とい う数字の設定 が適切かど うかという議 論は当然あり ます。いろい ろと議
論はあるのですけ れども 、施策大綱と して、1 00％という数 字を求めて いることもあ ります
ので、そこの目標 は維持せざる を得ないとい う状況がござ います。そ こについては 、指標
として100%はどう かということ はごもっとも な御指摘であ りますが、片 や、施策の方 向性、
施策大綱における位置づけもあるということで、正直、悩ましいところ がございま す。
また、目標、施 策と指標のバ ランスという ことでござい ますけれど も、これにつ いては
先ほどの話とも関 係してくるの ですが、どう いう単位で施 策や事業を まとめて評価 してい
くかというところ があります。 必ずしも、内 閣府で今回提 示させてい ただいたもの が全て
きちんと体系づけ られているか というと、そ うではありま せん。体系 づけて、大き な目標
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についてきちんと 対応している ような形にな っているかと いうと、そ ういう形には なって
はおりません。そこまで整理し切れていないところが実はございます。
ただ、何のた めにこの施 策を行ってい るのかという ことは常に意 識して 、目標をつく る、
あるいは指標をつくるということは各原局のほうも努力しているところ でございま す。
また、PDCAサイ クルでござい ますけれども 、これは各原 局、原課か ら評価書を提 出して
いただくときに常 に気にしてい るところです が、達成度も もちろん大 事なのですが 、それ
とともに、達成で きなかったと きに何をする のかという改 善がやはり 大事になって まいり
ます。それについ ては、どのよ うな問題点が あり、どのよ うに改善し ていくのかと いうこ
とに力点を置いて書いてくださいということをお願いしているところで ございます 。
ただ、結果的に それが十分表 現されていな いところもあ り、このよ うな御指摘を いただ
いているところも ありますので 、そこは引き 続き原局とも 話し合いな がら、いいも のにし
ていきたいと思っております。
一覧性の話がご ざいましたが 、我々も、こ の一枚の書に まとめて、 何％が相当程 度進展
しているからよか ったあるいは 悪かったとい うそこだけに 着目してい るわけではな くて、
全体としてまずど うであったか という概観が 必要ですので 、一枚にまと めています。ただ、
その数字に一喜一 憂するのでは なくて、むし ろ個々の事業 が一体どの ように回って いるの
かどのように改善 していくのか というところ に議論がつな がるように 進めることを 意識し
ています。この懇 談会でも、進 捗度が余りは かばかしくな いものを特 に抽出して御 議論い
ただくということ で対応してお りますので、 もちろんその 選び方がど うなのかとい う御指
摘はありますが、 部局でいい指 標とか、でき る限り関連性 の高い指標 を集めて、そ この中
で総合的に全体を 見て評価して いるというこ とです。原局 、原課のほ うの判断もあ ります
が、そこをできる 限り、不揃い をならすよう に、数字のほ うを見て、 我々のほうで も、ば
らつきがないよう な形で評価の チェックに努 めているとこ ろでござい ます。ただ、 それが
十分なところまで 行っていない という御指摘 はございます ので、努力 はいたします が、完
全に揃えていくことは正直難しい、というのが実際に進めていく上での 感想です。
全部の御質問に 答え切れてい ないかもしれ ませんが、以 上のようなと ころでござい ます。
○南島委員

私た ち、多分、意 見を言えとい うことで御指 示いただき ましたので意 見を申

し上げたのですが 、そうすると 、うまくいっ てないところ にどうして も目が行って しまい
まして、そこを言 うということ になりました が、ごらんに なっていて 、比較的説明 がしっ
かりしているとか 思われる長所 も、相対的な 中でというこ とだと思い ますけれども 、あっ
たかと思うのです ね。それがど こだったかと いうのもちょ っとお伺い してみたいな とは思
うのですけれども、そういう目も必要ではないかと思います。
例えば、ざっと ちょっと読み 上げますと、 細かく見ると またいろい ろあるのかも しれま
せんけれども 、なるほど なと思ったも のをちょっと ピックアップ しますと 、例えばPF Iの話
ですとか、あるい は国家戦略特 区の御説明で すとか、ある いは原子力 の情報発信に 関する
ものですとか、災 害復旧・復興 に関するシー トですとか、 地震対策で すね。これ以 上説明
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はちょっと難しい かなとやはり 思います。要 は、防災行政 の総合的推 進ですとか、 これは
先生によってまた 意見違うと思 いますけれど も、もうちょ っと読み上 げますと、原 子力災
害対策の充実強化 ですね。これ は丁寧に御説 明されていま す。それか ら共生社会の 中の青
少年、インターネ ット環境整備 に関するもの も、補足資料 があるから ということで すけれ
ども、わかりやすかったなと思いました。
あるいは、バリア フリー・ユニ バーサルデザ インの推進、 これも補足資 料があって とい
うことですね。そ れから男女共 同参画社会の 普及啓発、あ るいは女性 に対する暴力 の根絶
の取組、女性の参 画の拡大に向 けた取組、そ れと東日本大 震災による 女性の悩み、 暴力に
対する相談事業。 あとは、人材 、能力開発、 民間人材登用 ですか、こ のシートで説 明する
のであれば、そうかなあと思いながら拝見していたのです。
特に、逆に言うと 、何かコメン トするところ がないかなあ とぱっと見思 ったという こと
ですけれども、例 えばしっかり 説明ができて いるものとい うのは他方 でやはりある と思う
のですね。比較的 わかりやすい というか、相 対的にですけ れども、わ かりやすい。 細かく
見るとまたいろい ろあるのかも しれませんけ れども、先生 方によって また意見違う のかも
しれませんけれど も、そういうの を１つは基 準にするとい うのはあるの かなあと思い ます。
私のメモで申し 上げたのは、 逆にだから、 よくわからな かったり、 うーん何かな と思っ
たというところを 引っ張ってい るわけです。 もちろん、施 策特性等は あると思いま すけれ
ども、目標管理型 評価をやる以 上はある程度 の一覧性はな いと、何の ために目標管 理評価
をやるのかという 話にもなって くるかなとも 思いますので 、少しずつ ということに はなる
かもしれませんけ れども、お取 り組みいただ ければと、御 参考になれ ばと思ってメ モは書
きましたので、趣旨だけ申し上げておきたいと思います。
以上です。
○山谷座長

質問 とか何かでな くて別な意見 なのですけれ ども、これ のシートで典 型的な

のは、27－35の「 原子力災害対 策の充実・強 化」ですけれ ども、こん な細かい字で わーっ
といっぱい書かれ てやるのであ れば、実績評 価よりむしろ 総合評価と かのほうにさ れたほ
うがいいのではな いですかね。 実績評価で無 理やりシート にまとめる よりは、いろ いろ書
きたいことがある でしょうから 、それであれ ばもう少し総 合評価とか 何か、研究開 発もそ
うだと思いますけ れども、毎年 毎年実績評価 でやるよりは 、５年とか1 0年でやると か、そ
こは少しうまく評 価の仕組みを 使い分けてい ったほうが説 明責任は楽で すよね。老眼 だと、
これ、厳しいですからね。ということです。
先生、どうですか。よろしいですか。
○田辺委員

はい。

○横田課長

確か に御指摘あり ましたとおり 、要するに総 合的な評価 でいくのか、 あるい

は単発的な評価で いくのか、正 直、悩ましい ところがあり ます。また 、部局のほう には、
総合評価の採用は考えてくださいねというのは常に言っているところで す。
ただ、働きかけて も、やはり従 来の方式がい いという局や 課もあるもの ですから引 き続
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きこうなっている ところもあり ます。どの方 法がいいのか はいろいろ と試行錯誤し ながら
見つけていきたい なというのが 本音でござい ます。それこ そタイムス パンにしても 、本当
に毎年毎年区切っ て、課題や、 成果なり結果 なりが追える か、あるい は追うべきも のかと
いうこともあると 思います。も う少し長い目 で見て、効果 が浸透して いるかどうか を見て
いくことが必要だ というものも あります。い ろいろと、柔 軟にどんな スタイルがい いか、
あるいはどんな周期がいいのかも含めていろいろと考えていきたいとは 思っており ます。
○山谷座長

あと 、政策の書き ぶりなんかも 、交通事故で 亡くなる人 の数とかでな くて、

交通事故で亡くな る人の数を減 らすPRを内閣 府が一生懸命 やっていま すと言ってし まえば、
すごく楽ですよね 。死亡者数を 減らすと言っ てしまうと、 先ほど田辺 先生もおっし ゃった
ように、警察とか 国交省とか、 あるいは厚生 労働省の救急 外来みたい な話も入って くるの
ですごく難しいで すけれども、 書きぶりを少 し変えれば、 この指標で いいのではな いのみ
たいな、やれると 思うのですよ ね。そこはも う少し工夫い ただくとわ かりやすいと いうこ
とになると思うのですね。
○横田課長

内閣 府の仕事の宿 命かもしれま せん。実際上 社会を動か す部分の施策 を、各

省が持っていて、そ れを束ねてい くのが内閣 府の役割とい うこともあり ます。そのと きに、
どのように評価す るのかという 問題がありま す。その束ね るところだ けでいいのか 、ある
いは全体もやはり 視野に置かな ければいけな いのかという ところで、 いつも悩むと ころで
す。
○山谷座長

そう ですね。死亡 者数が減って ない、責任と れとか言わ れても、内閣 府とし

てはとりようがな かったりする わけですね。 だから、所管 とか権限と か、そこのと ころに
かかわるところでうまく書いていければいいなと思いますけれどもね。
どうぞ。
○南島委員

まさ に今のお話な のですけれど も、内閣府の 施策の特性 だと思うので す。分

担管理事務と内閣 補助事務では 違うと思いま すけれども、 実施過程が よその官庁に 飛んで
いってしまってい る部分ですね 。付け替えの 部分ですね。 これはやは り評価シート のカス
タマイズを本来し ないといけな いのかなとい う気はいたし ます。要する に、政府全体 では、
例えば合計特殊出 生率の話で言 えば、1.8を目 指しますとい うことにな っていますけ れども、
内閣府のほうで所 管しておられ るのはあくま で交付金事業 ですね。結 婚支援の交付 金事業
のところだけとい う。これが行 政事業レビュ ーでもその話 が出ていま したけれども 、そう
すると、全体 像の話もも ちろん欲しい わけですね 。アウト カム1.8とい う話も一方で 説明し
てもらわないとい けない。秋の レビューでも 、河野大臣、 そこを盛ん に聞いておら れまし
たけれども、全体 像も見せなけ ればいけない 。だけれども 、内閣府が やっている事 務は全
体像のごく一部で しかないし、直 接1.8を内閣 府自身がコン トロールで きるわけでは ないと。
代行事務は他方で 持っています けれども、こ ういう中でど ういう整理 をしてみせる かとい
うのは、やはり枠組、測定指標をどのように見せるかというお話かなと 思うのです ね。
だから、ちょっと カスタマイズ ということも 実施過程の部 分が、他の官 庁ですとか 独立
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行政法人とか、そ ういう形で本 府内にないも のについては ちょっと様 式を工夫する という
こともあり得るの ではないかと 思います。そ れは外部要因 も同じでし て、昔の話で すけれ
ども、財務省がよ く外部要因を 説明されてい ましたけれど も、様式上 、外部要因を 書き出
すこともあり得る と思いますし 、この分析の 中でしっかり 書いていく という方向も あると
思いますけれども 、様式や作業 依頼で工夫で きるところも いろいろあ るのではない のかな
という気がしております。後半はちょっとつけ足しですが。
済みません。以上です。
○山谷座長

よろしゅうございますか。

では、次の議題に入ってもよろしゅうございますか。
次は、２番目の議 題「租税特別 措置等に係る 政策評価（事 後評価）（案 ）について 」御
説明をお願いいたします。
○中山課長補佐

続きまして、 ２番目の議題 でございます 「租税特別 措置等に係る 政策評

価（事後評価）（案）について」説明いたします。
資料６をごらん ください。租 税特別措置等 については、 義務づけが 開始された平 成22年
度以降毎年評価を 行ってきてお りますが、い ずれも事前評 価であり、 事後評価につ いては
今回が初めてとなっております。
今回、政策評価 の対象としま したのは「特 定非営利活動 法人に係る 税制上の特例 措置」
であり、具体的な税目としては法人税となります。
措置の内 容と しては 大きく ２つご ざい まして 、１つ 目は、 認定NP O法人 が、収 益事 業に
属する資産から収 益事業以外の 事業で特定非 営利活動のた めに支出し た金額がある 場合に、
収益事業に係る寄 附金の額とみ なし、所得金 額の50％相当 額が損金算 入できるとい うもの
です。
２つ目は、認定N PO法人及び特 例認定NPO法 人の特定非営 利活動に係 る事業に関連 する寄
附金を支出した場 合には、一般 寄附金とは別 枠で特定公益 増進法人に 対する寄附金 と合わ
せて特別損金算入限度額の範囲内で損金算入ができるというものです。
いずれも恒久的 な措置となっ ておりまして 、今回は過去 ４年間を分 析の対象期間 として
おります。
８の「必要性等 」の①にござ いますが、当 該措置により 実現しよう とする政策目 的は、
「NPO法人の活動を 支える資金調 達の円滑化 を図ることに より、民間の 公益活動の活 性化を
図り、活力あふれ る共助社会づ くりを推進す る」としてお りまして、 次のページの ③にご
ざいますが、達成 目標としては 、「当該措置 を通じて、認 定NPO法人の 財政基盤を強 化し、
特定非営利活動の継続・発展を促す」こととしております。
９の「有効性等 」の①にござ いますが、１ つ目の「みな し寄附金額 の損金算入制 度」に
ついては、これま で利用法人数 、適用額とも 増加してきて おり、直近 、こちら、27 年度に
ついては推計値になりますが、54法人、１億5,120万円となっておりま す。
２つ目の「認定NPO法 人等への寄附 金額の損金 算入制度」につい ても、利用法人数 は年々
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増加しており、直近については、１万7,700法人、88億5,000万円となっ ております 。
続いて②の「 減収額」については 、１つ目は直 近で3,855万6 ,000円、２つ目は22億 5,675
万円と推計しております。
③の効果としては 、さき の適用数のと おり、利用法人数が 着実に増加し ていることか ら、
認定NPO法人の財政 基盤の強化に 一定程度の 効果があった としており 、また 、収益構 造を見
ますと、租税特別 措置の導入後 、事業収益の 割合が大きく 拡大すると ともに、寄附 金が収
益の第２の柱とな るなど 、認定NPO法人 の自立的な活 動に向けた 環境整備が進 み、特 定非営
利活動事業への支 出額に係る分 析から、活動 基盤拡大を通 じて公益活 動の活性化に 寄与し
ているとしております。
次に、税収 減を是認す る効果につい ては、職員数に関す るデータを用 いて１認定NP O法人
当たりの付加価値 額を算出し、 認定法人数に 掛けることで 各年度の付 加価値額を推 計する
と、いずれの年度 についても税 の減収額を大 きく上回って いることか ら、税収減を 是認す
るに足る効果があると評価しております。
資料６に関する説明は以上となります。
○山谷座長

わか りにくい 。要するによ かったという ことなのです ね。先生 、こうい うの、

お詳しいですか。
○田辺委員

まあ いろいろある とは思うので すが、これは 租特に関する NPOの事後評 価書と

いう形で出ている のではありま すが、ただ、認定NPOと いう形で、税控 除をやるかや らない
かみたいなという のは昔は大問 題でしたので 、それに関す るレポート がこれだけで あるの
だったら、もうちょっとやってほしいなあという感じはします。
内閣府がNPO担当 というところ があります ので、ほ かの何かの 白書とかレポ ート、報告が
出ているのだった ら、そちらの ほうでもう少 し詳しくやっ ても構わな いかなあとい う感じ
はしているということです。
こういうのは本当 に、何という か、ありてい に言って、社 会科学者の論 文書きと一 緒の
作業ですから、当 然のように私 はきつくなる わけでありま すけれども 、１つは、分 析やる
のだったら、損金 算入の額はそ のとおり、そ れから、利用 認定ふえて いる、適用額 がふえ
ている等々の全体 のところを出 していただく のは当然。こ れがマクロ としてどうい う効果
があったのかとい うのはそのと おりだと思う のですけれど も、その後 でやっていた だきた
いのは、例え ばNPOの法人 の中の人数が わかるのだっ たら、規模別にど のぐらい寄附 金が入
っているのか 。要するに 、特定の NPOのところ にがっと集中 してないか とかいう問題 という
のは分析できると 思いますし、それ から、クロスで見 て、NPOの活動内 容みたいなの がある
程度分類できるの だったら、そ この中でどこ に寄附が集中 して、どこ に余り使われ てない
のかというのをや るとか、幾つ か、この制度 があることに よってどこ が、得すると は言い
ませんけれども、 どこに活動を 助長するよう な効果が出て いるのかと いうのを、次 はミク
ロというか、個別 の段階で見て いくことは可 能なのではな いですかね えというのが １点目
です。
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それから２点目 は、収益構造 を見た後で、 私、この税収 減を是認す るような効果 の有無
って、そうかなと いう感じがい つもしている のですけれど も、要する に税でとらな いだけ
で、これ、負担で はないですか ら、その分、 民間に行って いるだけで すから、税を 使った
効果と民間にやっ たところの効 果というのを 対比すること にそんなに 意味があるの かなと
いう気はしています。
ただ、この分析、若干ま ずいのは、NPO法人 数のところの スタッフの 数でやってい るわけ
です。これ、全ス タッフ数でメ ディアが２、 ５、10という 形でやって いると思うの ですけ
れども、これはち ゃんとやるの だったら、寄 附に何％入っ ていて、そ れで人に充て られる
ということになり ますから、例 えば27年度だ ったら、寄附 のところで 収益構造が入 ってい
る25％という数を 掛けて、これ がなければ恐 らくこの２、 ５、10とい うのの25％の 方々が
雇えなくなっただ ろうという仮 定をして、そ れで付加価値 額を計算し てやるという ほうが
正しいやり方では ないかなと思 っています。これをやって しまうと、一 方はリファレ ンス、
要するに税収のマ イナス額とい うのはリファ レンスとって いるわけで すけれども、 付加価
値額のところはNPO 全体のところ で出してい ますので、リフ ァレンスに 対応するのだ ったら
リファレンスを見るべきだという気がしたというのが２点目です。
ただ、ここまで やったのは私 は初めて見た ので、貢献を 大としたい というので、 ぶった
たくことはこれ以 上やりません けれども、こ れは本当に内 閣府しかやら ない作業です ので、
ほかのところで一 生懸命やるの だったらもう ちょっといい ですけれども 、これがNPO の寄附
金に関する影響の 出てくる唯一 のレポートだ とするのだっ たら、もう ちょっと頑張 ってと
いうのが私のコメントでございます。
○横田課長

税制 の評価でござ いますので、 通常の学術論 文のような レベルでなく て、税

制措置の妥当性に ついて述べる ということで 、特定の目的 に重点を置 いているもの ですか
ら、そこに片寄っ てしまってい る、そこにウ エートかけて 書いている というところ は御理
解いただければと思います。
また、これは恒久 的な措置なの ですが通常で あれば、新規 に要求すると き、あるい は２
年３年の期限が来 て継続要求す るときに、そ れまでの期間 を振り返っ てみて、これ を認め
るのか継続する必 要があるかど うかというこ とが税制評価 の議論にな ります。そう いうと
ころにウエートを 置いて通常つ くっているも のですから、 こういった 措置を要求す るとき
の日ごろのつくり 方が念頭にあ りまして、こ の税制の必要 性について 焦点を当てて いると
いうところがございます。
○田辺委員

だけ ど、事後でこ れだけのもの が出てきたの を見たのは 私初めてで、 それは

圧倒的にすばらしいと。
○横田課長

冒頭 の当方の審議 官の御挨拶で も申し上げた とおり、新 規や継続はこ れまで

もやったことがあ るのですけれ ども、事後評 価はそれこそ 我々も初め てですので、 どうし
たらいいか、どの ぐらいのもの をつくるべき かということ を悩みなが らつくったと いうの
が実際のところでございます。
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○山谷座長

わか りました。田 辺先生のおほ めをいただい たので、結 構いい結論で あると

いうことで、これ は我々はお話 を伺ったとい うことでよろ しいのです か。これで何 かとい
うことはないですね。
○横田課長

はい。

○山谷座長

わか りました。私 もちょっと勉 強させていた だきます。 ありがとうご ざいま

す。
それでは、この 議題はこれで 終わりにいた しまして、残 り、最後の 議題、３つ目 「27年
度内閣府本府政策評価実施計画の改定について」です。お願いいたしま す。
○中山課長補佐

それでは、３ 番目の議題で ございます「 平成27年度 内閣府本府政 策評価

実施計画の改定について」御説明いたします。
資料７をごらん ください。実 施計画全体は 各施策の事前 分析表を含 むなど大部の ため、
今回は本文と別紙 １の政策評価 体系、あと、 今回改定がご ざいます別 紙４の総合評 価によ
り政策評価を実施する平成27年度実施施策の一覧のみを配付させていた だいており ます。
まず別紙４にな りますが 、上から６つ 目の「高 齢社会対策の 総合的推進 」につきま して、
政策評価の実施予 定時期を 、これまでは「平成28 年中」とさ せていただ いておりまし たが、
今回、「平成29年度」に変更いたしました。
これ は平 成24 年度 に 策定 した 高齢 社会 対 策大 綱に おい て中 間 目標 とし て設 定し て いた
平成27年度の実績 値を平成28年 度当初に一律 に把握できる と認識して 、今年中とい うこと
でしておりました が、幾つかの 指標が公表さ れるのがこの 冬となって おりまして、 また、
こうした中間目標 の結果のとり まとめ等に時 間を要するこ ともござい まして、28年 度内の
実施は困難と判断し、予定時期を「平成29年度」と変更させていただき ました。
次に、上から10 番目の「アル コール健康障 害対策の推進 」について 、３月の時点 では基
本計画策定後に政 策評価の実施 時期を設定す ることとして おりました が、本年５月 に基本
計画を策定したこ とから、厚生労 働省に移管 する前に実施 する旨に記載 を改めており ます。
本施策については参考資料４として概要をお示ししております。
資料７に関する御説明は以上となります。
○田辺委員

これ は、総合評価 方式のときの 実施年度は、 基本は、基 本計画の最終 年度ぐ

らいに充てているということですか。
○中山課長補佐

はい。それが多くなっております。

○田辺委員

わかりました。ありがとうございます。

○山谷座長

これは了承したということでよろしいですか。

ありがとうございます。
それでは、今後の予定です。お願いいたします。
○中山課長補佐

それでは、「 今後の内閣府 本府政策評価 のスケジュ ール（案）」 を説明

いたします。資料８をごらんください。
平成27年度実施 施策に関する 事後評価及び 租税特別措置 等に係る政 策評価につい ては、
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本日の懇談会での 御議論、また 、行政事業レ ビューの所見 がこれから 出ますので、 そちら
を踏まえまして所 要の修正を行 った上で、来 月末、平成29 年度予算概 算要求等の提 出と合
わせて公表する予定です。
平成28年度実施施 策の政策評価 に関して、必 要に応じて基 本計画及び実 施計画の一 部改
正を行うことを検討しております。
次に、平成29年 度実施施策に 関する政策評 価の実施計画 及び次期内 閣府本府基本 計画に
関して、来年の３ 月または４月 に第26回懇談 会を開催させ ていただき 、御審議いた だく予
定となっております。
以上です。
○山谷座長

わかりました。このスケジュールでよろしゅうございますか。

それでは、了承いたしましたということで。
本日の議題はこ れで全て終了 でございます 。なお、次回 の懇談会に つきましては 、平成
29年度内閣府本府 政策評価実施 計画及び次期 内閣府本府基 本計画を主 な議題として 、来年
３月から４月ごろに開催したいと思います。
特になければ、以 上をもちまし て「内閣府本 府政策評価有 識者懇談会」 を終了いた しま
す。よろしゅうございますか。
それでは、皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。
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