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行政評価システム活用による自治体経営の革新
─内部統制、ガバナンスへの展開─

木 村 成 志
はじめに
地方自治体をとりまくマネジメント手法は、民間企業のように多種多様であり、世界的
な New Public Management1（以下 NPM）の動き、国内では平成 12 年 4 月地方分権一
括法の施行、三位一体の改革や地方財政のひっ迫という内外の要因の流れを受けて、これ
まで予算の枠配分、PFI、市場化テスト、指定管理者制度、民営化、民間委託や行政評価
システムなどのツールが日本の地方自治体に導入されてきた。本稿ではこれらの手法のう
ち、筆者が最重要のツールと考える行政評価システムを特に取り上げ、これが地方自治体
のマネジメントに対し、どう作用するか、今後どう役割を果たすべきかについて述べる。

Ⅰ

行政評価の歴史

行政評価の歴史は、平成 6 年に静岡県で「業務棚卸表」の取り入れ、平成 8 年の北川正
恭知事（当時）が命名した「さわやか運動」という行政改革と職員の意識改革の運動に端
を発する「事務事業評価システム」の取り入れ、平成 9 年に北海道での事後評価「時のア
セスメント」の取り入れ等がきっかけと言われる。その後、政府では政策評価制度の確立
に向けた検討が始まり、政策評価に関する標準的ガイドライン策定（平成 13 年 1 月）、行
政機関が行う政策の評価に関する法律の施行（平成 14 年 4 月）と制度の整備が進んだ。
その自治体への導入状況を総務省のデータによると、調査を開始した平成 11 年度の調査
では全国で 69 団体であったのが、年々着実に増え、平成 19 年 10 月 1 日現在、764 団体
（40.9%）の導入となっている。

1		 New Public Management とは、英国、米国、ニュージーランドやオーストラリアなどアングロ・サ
クソン系の国々で取り組まれた民間企業の経営手法を行政経営に取り入れること。①市民志向、②業績
志向、③市場原理の導入、④権限委譲、⑤戦略の明確化、⑥説明責任が共通してみられる原理である。
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行政評価導入のメリット

第一に、自治体職員は、あらゆる場面で事業の説明とその意義（目的や目標）を伝えな
ければならない。その際、インプット指標については組織の設置、投入人員、予算と具体
的表現が可能で詳細な説明を行う。しかし内容については、抽象的な言葉を並べ立てるこ
とが多い。例を挙げれば、
「地域の活性化」
、
「○×に資する環境整備」等、事業目的達成
の判断を印象や感触という知覚に頼り、定量的な数値で把握ができない表現になる。
行政は数字で割り切れないと、行政は間違いを犯さないという固定観念がこれを阻んで
いる。事業はうまくいかない場合もある。それを事実として認め原因を把握し、目標を明
確にして業績を把握することが何よりも大切である。客観的で誰でも理解できる目標があ
れば、達成状況を確認でき、過程の検証も可能となる。さらに、単位当たりの費用に加
工できれば、業務の質の追求も可能になる。特に達成したいと考える便益、アウトプット
量、活動レベルがある場合は、予算と計画の場で数値目標を単位あたりで計測すると、合
理的な資源配分を可能 2 にする。例えば、同じイベント事業で来場者一人当たりの費用を
経年で追えば、効率化や改善の度合いの変化、類似他者との比較も可能となり、努力、工
夫が客観的に理解できるのである。確かに行政の事業に数字で割り切れないもの 3 は存在
する。行政評価は、この目標と結果の差を客観視する役割がある。
第二に、歳入は減少しながら、歳出増への圧力も日増しに大きくなる状況下では、課題
に対し、全方位的な対応でなく、
「選択と集中」が必要となっている。改革は総論賛成・
各論反対になるもので、個別案件に目を向けると必要性は十分に理解できるが、相対的に
優先度を見極める力が何よりも重要になる。行政評価が導入されていない場合、もっとも
行政評価システム的な作業を行なうのは予算要求時である。前年の予算書を見ながら、削
減できそうな勘定科目を、財政部局指示に合うだけシーリングで一律マイナスになる削減
を行なう。政策体系も整理されず、どの事業が上位目的に有効かどうかと言う判断も議論
すらされない。優先度は予算査定に委ねられ、予算総額を合わすだけの作業となる。ここ
で果たされる説明責任とは、
「財政難により予算がつかない」といった表現である。
企業は成果を狭く定義する。財務上の収支、市場シェア、イノベーション、CR と数値
化が容易である。非営利は仕事そのものが成果だという勘違いがある。成果のあるところ
に資源を投入 4 しなければならないと P・F ドラッカーが言うように、行政評価では、事
務事業評価もその上位にある施策評価も自身の改善だけでなく、他の事務事業や施策との
比較が同じ基準をもって可能になるので、有効性の序列を付けていく際に判断の大きな助
2		 Rowan Jones & Maurice Pendlebury PUBLIC SECTORACCOUNTING 5th（p. 31, 2000）
3		 国政選挙の投票率は、選挙事務のアウトプット指標になるが、外的要因が多く当該自治体にとって意
味（アウトカム）は有しない。
4		 P・F ドラッカー『非営利組織の経営』155 頁（ダイヤモンド社、1990）
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けとなる。
第三に、行政評価のモニタリング手段を効果的に行っていくためには総合計画、組織全
体で施策や事務事業の目標とその体系化が必要である。安易な官民比較は避けたいが、私
企業には「利益」という普遍の目標があり、利益が存在の源泉である。利益獲得を達成す
ることによって、企業市民としてその周辺にある社会的責任（CSR）も果たすことができ
るのである。ドラッカーは、非営利組織には判断基準となるものがひとつでなく、たくさ
んあり、その組み合わせとバランスの設定がまちまち 5 であると指摘している。
山口（2008）は、調査の方法や前提条件が異なったり、自己評価の基準が異なったりす
れば、指標の差が必ずしも事業間や施設間での成果の差を適切に表現していることにはな
らず、住民調査や自己評価に基づくアウトカム指標の事業間もしくは施設間での単純比較
に基づく順位付けは情報利用者に大きな誤解を与える恐れがある（中略）代表的な客観性
の高い共通の指標が存在せず、評価指標には多様性や主観性があることから、指標の取捨
選択、目標値の設定、自己評価といった点でそれぞれ恣意性が介在する恐れがある 6 と指
摘をしている。財務会計に関しては全国統一した指標があり自治体間の比較や数値の検証
は可能である。しかし、非財務指標は存在しない。また極端に上下に振れた数値が発現し
た場合が個別要因なのか、当該自治体の失策によるものかが判別しにくいため、比較可能
かつ検証可能な非財務指標が必要で、今後アニュアル・レポート整備議論や評価ノウハウ
の蓄積が待たれるところである。
これらの課題に対し、一定の回答を出しているのが、行政評価では先駆的な取り組み
を行っている英国の包括的業績評価（Comprehensive Performance Assessment、以下
CPA）とそれを支えるベスト・ヴァリュー（Best Value、以下 BV）である。財）自治体
国際化協会が発行した『イングランドの包括的業績評価制度』を参考に制度を概観する。
CPA とは、行政サービスの業績とサービス改善能力を外部検査機関が検査し、共通の
基準（後述）によって様々な側面からイングランドの全地方自治体を総合的に評価する
制度である。2003 年改正地方自治法（the Local Government Act 2003）によって法的
にも確立した制度となった。この検査を主に担うのが監査委員会（Audit Commission）
で、各地方自治体を優秀（excellent）
・良好（good）・普通（fair）・弱体（weak）・劣悪
（poor）の 5 段階に区分し、その成績を一律公開する。
この CPA を支える BV とは中央政府が地方都市に行政サービスの提供方法を点検さ
せ、その経済性、効率性、有効性における改善義務を課すこと 7 である。目的は、イギリ
スの副首相府によると、地方自治体内で利用者のニーズに見合う経済的、効率的、有効的
なサービス提供を可能にする良好なマネジメント実践の文化を築くことであるとしてい
5		 P・F ドラッカー『非営利組織の経営』19 頁（ダイヤモンド社、1990）
6		 山口直也「地方公共団体における行政評価の機能とシステム・デザイン」会計検査研究 8 頁（2008）
7		 エアウォッシュ市での定義
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る。目標を低コストでというよりはむしろ高い水準での達成に焦点を当て、利用者、ス
タッフと管理者層が一体となって創造的な方法を促していくような純粋なチャレンジに力
点を置いている 8 と定義している。BV に期待が集まるのは、計画、目標設定の関係を成
果測定の観点から見ることができる 9 からである。レヴューであぶり出された弱点を改善
し、全てのサービスに継続的な改善を促す。
また、地方自治体の広報資料や市民パネルなどにおいて、指標によるデータを利用して
説明することで、業績が住民にとってより理解しやすいものになる。業績を目の当たりに
した住民は、好調もしくは不振である理由を問う。住民が事業をモニタリングする有効な
手段にもなるし、業績の推移によって管理職に判断を求めていくことも可能となる。さら
に、一部の業績指標は政府が補助金の額の配分を決定する際の判断材料にもなっている。
BV を支えているのが 2000 年度から導入された「ベスト・ヴァリュー・パフォーマン
ス・インディケーター（以下 BVPIs）
」で CPA でもこの指標を一部利用している。数
字のリスクにも配慮がされており、経済情勢や地域の事情で極端に不利になる状況があ
ると認められる場合は、業績指標を変更するかデータの補正が行われる。BVPIs は、施
策（Service area）をまず以下の 8 つ、企業としての健全性（Corporate Health）、教育
（Education）
、福祉（Social Services）
、住宅（Housing）、環境（Environment）、文化と
関連事業（Culture & Related Services）
、地域安全と健康（Community Safety & Wellbeing）
、消防（Fire）の分野に分類しそれぞれに指標を設定している。この指標群が日本
にも適用できるかどうかは十分な議論が必要であるが、英国（イングランド）では、各自
治体のサービス提供状況について共通の指標で比較可能性があり、モニタリング手段とし
ての役割を果たしている。日本でも行政評価の応用でこれらの試みは可能となる。
第四に、自治体職員はコスト意識がないとよく言われる。人件費は特に意識されること
なく、予算として目に付く直接事業費だけが注目されてきている。行政評価システムで
は、フルコストで事業を把握する場合が多く、手段選択時に時間や人数もコストであると
認識を持たすことが可能になる。
コストを追求するあまり有効性が高いにも関わらず、コスト・パフォーマンスや単位当
たりの費用が思わしくないため、予算化や事業化が進まない場合もある。可能な限り、他
に有効な手立てが考えられない場合は、以下のように考えたい。俗に「下手な鉄砲数打
ちゃ当たる」と言う言葉があるが、狙いが間違っていれば、いくら鉄砲を撃っても当たら
ない。狙いを定めることが、まず重要な仕事で、この狙う的が絞られてこそ、鉄砲を数打
てば下手でも当たるのである。この経緯を経営学的に言えば、狙いを定める行為は正しい
経営ビジョンに基づく「効果的」な戦略策定に該当する。そして、鉄砲を数打つ行為は、
効果的な戦略に基づく「効率的」な業務執行に該当する。成果豊かな経営活動は、効果的
8		 Office of the Deputy Prime Minister Best Value Performance Indicators: 2005/06
9		 Rowan Jones & Maurice Pendlebury PUBLIC SECTORACCOUNTING 5th（p. 34, 2000）
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な戦略策定と、その戦略に基づく効率的な業務執行から成っている 10 のである。つまり
有効性は効率性や経済性に勝るという考えである。また、経営学には経験曲線 11 という
考え方がある。この概念は製造業に主に関連し 1930 年代のアメリカで航空機の生産コス
トについて調査する過程で発見された。この累積生産量を経験と読み替えれば、サービス
業でも応用可能である。コストの追求だけでは大きな目的を見失ってしまうので、この有
効性見極める判断材料を行政評価システムの数字が与えてくれるのである。これは大きな
メリットである。

Ⅲ

行政評価への反論

都道府県で唯一行政評価を導入していないのが鳥取県で、その理由を明らかにしておく
必要がある。鳥取県議会平成 13 年 2 月定例会一般質問で当時の片山善博知事は、伊藤た
もつ議員の質問 12 にこう答弁している。「行政評価というものが非常に脚光を浴びて多く
のところで礼賛をされているのですが（中略）、既に我が国の地方自治制度の中には行政
評価のシステムと言うのはきちっとビルト・インされているわけです。それは事前評価と
事後評価がありまして、事前評価は予算査定という行政内部の評価です。（中略）本来の
機能するはずの仕組みを活性化させる、本来の機能を取り戻させる、これがやはり本来あ
るべき姿だろうと私は思うのです。
」 片山元知事は、評価作業自体は否定していない。評
価と言う工程が、我々自治体の仕事の手順に含まれ今までと続いてきており、各セクショ
ンが事業の総点検をする義務と責任を求めている。これが実現していれば、行政評価シス
テムは不要である。片山の場合は、行政評価を導入しない理由と言うより、事業の評価を
従来機能で担保する理由は何かと考える方が正しい。
上山（1998）は、
「行政評価システムは自己評価である。これに関して、現在の日本の
自治体は、そもそも住民から信頼されているのだろうか。信頼のないところで、行政部門
内部での自己点検運動を「行政評価」といいきってしまうのは、リスク 13 がある。
」と指
摘している。また、総務庁（当時）の研究会 14 で上山は以下（要約）のように述べてい
る。「顧客志向は、企業の場合は、株主と買い手の二つの顧客を満足させないと経営が成
り立たない。行政に例えると、納税者と実際のサービスの利用者の両方のニーズの満足、
10		 土屋守章・岡本久吉『コーポレート・ガバナンス論』110 頁（有斐閣、2003）
11		 経験曲線とは、累積生産量が 2 倍となると単位当たりコストが 20 〜 30%低減するもの。（岸川善光、
経営学演習、134 頁）
12		 http://www.hal.ne.jp/tamotsu/sitsumon/gikai13-2/q12-1.htm
13		 上山信一『行政評価の時代』141 頁（NTT 出版、1998）
14		 総務庁 政策評価の手法等に関する研究会（第 8 回）議事概要（2000）http://www.soumu.go.jp/
hyouka/gizi-08.htm
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二つは矛盾する存在である。
」市民志向は、矛盾が多々ある。産業振興は、消費者保護と
環境保全の観点から、企業と消費者、市民との利益が対立する。また公共施設の利用は、
利用者と非利用者で施設の維持管理費用の負担という面で非利用者の納税負担が大きい。
公平性という面では、今日、行政が非効率を指摘される背景には、公平性があまりに強調
しすぎた考え方が自治体の内部に浸透していて、これを隠れ蓑にして効率性を度外視し
た意思決定が公然となされている状況があるのではなかろうか 15 という指摘もある。市
民志向と言いながらも利害関係者の入込が市民間のバランスを欠いてしまっているのであ
る。上山の指摘も評価作業は否定しておらず、運用をしていく上で、時間とノウハウの蓄
積が必要であると訴えている。

Ⅳ

行政評価システム運用上の課題

ここでは、行政評価システムの「活用」についてその定義をし、その定義に基づく課題
を挙げる。はじめに筆者は行政評価システムの「活用」とは、導入目的が達成もしくは
遂行されていることであるとし、システムを導入している 100 市の導入目的を調べ表Ⅳ．1
とⅣ．
2 に整理した。
まず注目すべきは、全ての自治体が NPM 理論の中心である市民志向（28%）、成果主
義（63%）、説明責任（59%）
、権限委譲のいずれかもしくは複数を目的に取り入れている
ことである。また、総務省は地方自治体の財政分析をする際に、団体比較をするため類似
団体 16 別市町村財政指数表という表を用いている。その定義は人口と産業構造の 2 次元
で行なっており、筆者もこれを用いて 100 市をさらに類似団体別分け分析を試みた。なお
特例市、中核市、政令市については母数が少ないためひとまとめに「大都市」としている。

表Ⅳ．1
人口Ⅰ
人口Ⅱ
人口Ⅲ
人口Ⅳ
大都市
合 計

類似団体人口別行政評価システム導入の目的
市民志向
17%
24%
14%
46%
47%
28%

成果志向
56%
61%
57%
69%
76%
63%

説明責任
67%
63%
57%
54%
47%
59%

該当団体数
18
38
14
13
17
100

15		 石原俊彦『地方自治体の事業評価と発生主義会計』3 頁（中央経済社、1999）
16		 全国の市区町村を市の形態（政令、中核、特例とその他）、人口と産業別に分類し、財政状態をお互
いに比較できるようにしている。
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表Ⅳ．2
産業構造 0
産業構造 1
産業構造 2
産業構造 3
大都市
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産業構造別行政評価システム導入の目的

市民志向
21%
26%
15%
28%
47%

成果志向
57%
55%
77%
60%
76%

説明責任
79%
65%
62%
48%
47%

該当団体数
14
31
13
25
17

1、Ⅳ．
2 ともに各自治体がウェブサイトに掲載しているものから筆者作成
表Ⅳ．

市民志向、成果志向、説明責任の 3 項目について傾向を見ると、人口と産業構造どちら
についても、表で下欄に行くほど、つまり都市化が進むほど、市民志向と成果志向につい
て目的に明確な記述があり、説明責任に関しては弱くなっている。この数字だけでは推測
できないが、市民志向と成果志向については、都市部では比較的市民との距離感があり、
行政に関心が低いので、具体的に市民に向いた業績を示すことで成果をアピールしていき
たいためではないかと筆者は考える。説明責任については、地方部は全般として行政への
関心は高いが、事業に参画していない人について実施の理解度が低いために、比率が高く
なるのではないだろうか。いずれも詳細な調査が必要である。活用についてはさらに後段
で述べる。
次に運用上の課題では、予算要求作業と行政評価シートへの記入作業が一体化されない
ことや、新たな仕事が付加されていると職員が認識することに起因する負担感、またスコ
アリング・シンドローム（評価症候群）に陥り、評価と言うだけで現場職員の反発を招い
ているケース、個別調書の記入の負担、評価制度の混乱と評価の自己目的化、経営品質
賞、ISO 認証取得の推進、目標管理制度、職員提案制度とやみくもな新しい制度の導入、
評価制度間の整理が進まないことや、調書の重複もあり活用できない 17 という課題が挙
げられる。
行政評価の負担感とやらされ感については、次のようなまとめ 18 がある。やらされ感
については、①事業担当職員の行政評価を行なう目的への理解不足、②同目的へ納得をし
ていないこと、③共通の評価シートを用いることへの疑問と評価の画一性、④評価結果と
見直しの裁量の不一致、⑤活用方法の不明確さ、⑥習熟不足

を挙げている。負担感につ

いては、①本来業務以外の仕事である、②類似調書の作成、③評価シートの記入が難解、
④記入項目が多い、⑤評価対象の事務事業数が多い、⑥データの収集が面倒、⑦評価を行
なう時の議論の場所がないとある。
行政評価の課題としてよく挙げられるノウハウは、評価シートの記入テクニック、評価
指標の設定・計測手法のように、職員の意識改革とともに、一朝一夕に獲得できるもので
17		 名取雅彦「行政評価の IT ソリューション」野村総研（2003）
18		 佐藤徹「創造型政策評価（CPE）の時代」地域政策研究第 10 巻第 3 号 36 頁以下（2008）
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はなく、段階的に蓄積を進める必要がある。第二に挙げられるのが、詳細な評価シートな
ど評価作業に多くの時間がかかり、スケジュール上も評価作業が予算や計画のための事務
と輻輳 19 していることで、公的セクターは数値による事務事業の評価ができるのかとい
う根強い拒否反応がある 20 と指摘されるように、行政評価シートの記入が職員への負担
を与えていることと数値化による「評価」が誤解と抵抗になっている。
行政評価は人事評価や既存業務の予算カットのために導入しているという誤解もある。
効果のない事業に予算投入はしないが、効果がある事業には財政当局も予算をつけざるを
得ない。目前の市民のために仕事をする現場職員と中長期的に持続可能な財政運営に責任
を持とうとする財政部門では視点は異なる。この負担感を減らすためには、財政部門がそ
の負担感以上のメリットを生み出すことにある。いくら自己評価、改革改善といった評価
作業をやったところで得られる果実がなく、目の前の仕事が変わらないと意識改革は終
わってしまう。
行政評価システムに有効なインセンティブを働かすことに関して人事面で次のような問
題提起もある。東（2001）は、
「政策評価の導入を契機に、行政運営の手法をインプット
統制・プロセス管理から成果重視に転換するためには、各府省に予算だけではなく人事に
関する裁量を与えるとともに、政策の企画立案及び実施を担当する職員に業績目標を達成
させるためのインセンティブを与えることが重要である。（中略）現行の政策評価制度で
は、 人事に関する権限の委譲とインセンティブの付与については考慮にいれられていな
い 21。
」と主張している。評価義務に値する権限が与えられないことが。作業を空洞化さ
せ、改善に取り組めないもどかしさを生んでいる。この権限についても後段で述べる。
全体的な問題としては、組織の設置目的、目標、予算、事業の不一致がある。これは予
算配分が、国庫補助金、県の補助金に合わせた予算科目に、組織は近隣市町の組織の模倣
や時の重要政策により形成、事務事業は行政評価導入時に総合計画に基づいて構造化とそ
れぞれがバラバラに行われるといったことに原因がある。特に組織目的については、自治
体の事務分掌で「○○に関すること」という表記がなされているが、これはその事務に関
する担当を定めているだけで、何を目指しているかと言う記述ではない。これに対し豊橋
市の事務分掌 22 は、総合計画にもとづいて役割を「豊橋市の政策推進における部等の役
割を定める条例」で定めており、組織と総合計画が一致している。同市の上下水道局の例
を挙げると、

19		 小野達也「地方自治体の行政評価システムの課題と成功条件」研究レポート No. 117 富士通総合研究
所 30 頁（2001）
20		 高寄昇三「行政評価システム『導入の課題』」会計検査研究 No. 21 53 頁（2003）
21		 東信男「我が国の政策評価制度の課題と展望」会計検査研究 122 頁（2001）
22		 同様の例に、岐阜県「岐阜県部設置条例」、岡山県岡山市「岡山市の組織及びその任務に関する条
例」がある。
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（11）上下水道局
ア

将来の水需要量を的確に把握するとともに、災害に強い水道づくりの推進など

により、安全・安心で安定した給水を確保する。
イ

下水道の整備により、快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図ると

ともに、浸水対策を推進する。
とある。条例名にあるように、総合計画を強く意識しているため、組織のミッションが明
確である。言うまでもなく、組織のミッションが明確であれば職員の推進力に変化が現れ
るであろう。従前にあるような「○○に関すること」では、縦割り意識や仕事の振り合い
の温床となり、さらには、記述されていることに対し、促進するのか、抑制するのか不明
である。職員のミッションは、総合計画の達成であり、個々の組織や職員は、そのブレー
クダウンされた一部分を担っているのである。
次に最大の問題となる予算編成への活用である。平成 17 年 11 月に UFJ 総合研究所が
調査 23 したところによれば、行政評価を導入している自治体のうち、行政評価結果を予
算へ反映させることについては、
「どちらかといえばうまくいっている」22.0%、「どちら
かといえばうまくいっていない」47.9%で、うまくいっていないとする自治体が上回って
いるという結果が出ている。さらに、予算に反映させる基準が明確でないということがあ
り、その理由ついて、反映させる基準が明確でなく、そのまま反映させることができない
（64.2%）
、予算編成との単位・体系に不整合があり、両者の一体的運用が困難（31.9%）
、
行政評価と予算の所管部署が異なり、両者の一体的な運用が困難（31.7%）、行政評価結果
を予算に反映させるまでにタイムラグが生じる（29.8%）とあり、活用方法に課題が残っ
ている。
評価結果の活用が予算編成、組織の形成や人員の配分、総合計画との整合といったとこ
ろへつながっていない。那覇市経営企画部経営企画室がまとめた平成 18 年度事務事業評
価実施概要、千歳市行政評価システム報告書（平成 16 年）でも予算編成や事務事業のス
クラップ・アンド・ビルドといった具体的な活用方法ができないことや活用方法の明確化
を課題として挙げ、それを求める職員の意見を紹介している。事務事業と予算はつながっ
ているが、総合計画と組織とはつながりが弱い。

23		 UFJ 総合研究所「分権型の自治体の行財政運営の改革に関するアンケート調査結果レポート」62 頁
以下（2005）
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行政評価システムによる効率的なマネジメントの確立

行政評価システム以外にも法令を始めとする様々なガバナンス、内部統制や規律があ
る。これらと協調することで行政評価システムは効率的に運用されると考えられるので、
英国の取り組みを例示したい。
英国地方政府の一般会計の財源は、経常的なものは主に 4 つの資源からなり、政府の
交付金（government grants）
、非居住用資産レイト（NNDR, the national non-domestic
rate）
、カウンシル税（the council tax）
、手数料と使用料（fees and charges）である。
調達先は政府、市民と利用者ではあるが、いずれも当年歳出に分配されている。また、資
本会計の財源については、起債許可額（capital approvals used）、補助金と負担金（grants
& contributions）
、資産売却収入（capital receipts）、歳入の繰入（revenue）、大規模修
繕の積立金繰入（major repairs reserves）
、その他 24 となっている。経常的歳出は当年の
経常的収入から、資本会計は、資本的収入と一部経常会計からの収入と長期的な財源が中
心となっており、経常的会計と資本的会計の相互乗り入れができない構造になっている。
つまり、経常会計の費用不足を固定資産の売却のような資本的財源によって手当する、い
わゆる赤字公債の発行に歯止めをかけている。
資本的経費の地方債の発行は、借入金を財源とする資本的支出やその他債務が、先数年
のコストとして償却するので正当化される。学校、住宅などの資本的支出であるこれらの
施設の供給コストは、建設時の納税者よりその資産を利用する人々による方が見合う 25 減
価償却費の考え方で、これは日本でも減価償却という言い方はしないが、同じ考えである。
日本でも同様に地方財政法第 5 条において、経常経費調達のための発行は認められてい
ない。しかし、特例法により、臨時財政対策債や減税補てん債が発行されている。これ
らは、赤字地方債であるが、特例法に基づき、「特例債」と称し赤字地方債と区別してい
る。国会の議決は経ているとは言うものの財政学的にはワグナーの公債原則 26 から逸脱
した好ましくない状態が続いていることになる。また借入金による調達だけでなく、資産
の売却収入もその使途は限定されることなく、一般財源として消費されている可能性は否
めない。このように、日本では資産の売却や予算の財源調達においての特例法という屋上
屋を重ねることで財源の統制が効かなくなっている。
先の UFJ 総研の調査 27 で「行政評価が予算編成にうまくいっている」と回答が得られ
24		 Anna Capaldi CIPFA COUNCILLOR’S GUIDE TO LOCAL GOVERNMENT FINANCE 2008
FULLY REVISED EDITON 144 頁
25		 同 265 頁
26		 財政需要を「経常的財政需要」と「臨時的財政需要」に分類し、後者の充足に公債発行を認めた。
（神野直彦『財政学』229 頁）
27		 UFJ 総合研究所「分権型の自治体の行財政運営の改革に関するアンケート調査結果レポート」74 頁
以下（2005）
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たところについては、
「うまくいっていない」団体に比べて、予算配分重点化の方針決定
における業績評価結果の活用や、枠配分の決定における行政評価結果の活用を行っている
割合が高い。また、
「うまくいっていない」とする団体では、行政評価と予算の所管部署
が異なり、一体的な運用が困難なことや、評価を予算に反映させる基準が明確でない等の
問題点が多く挙げられている。この点に関して稲沢（2008）は、
「裁量権がなければ結果
に責任が持てない」という行動原理に立った予算編成方式が、「枠配分予算」であると指
摘し、財源配分を任された原課が、成果を上げるために最適と考える事務事業の構成を構
築し、不要不急の事務事業は廃止し、その代わりに優先度・重要度・緊急度の高い事務事
業を拡充、新規立案するというプロセスに移り、このプロセスに行政評価システムを利用
する 28 ことを促している。原課で自らが決定した優先順位によって事務事業への予算配
分を行うことで、権限と責任の一致が可能となる。

Ⅵ

行政評価システムを内部統制の機軸ツールに（むすび）

総務省の地方公共団体の内部統制のあり方に関する研究会の報告では、行政評価システ
ムを情報と伝達に関連する重要な手法と位置づけている。行政機関において内部統制をど
う業務に組み込むかを考えると、INTOSAI29 では次のように定義している。
「内部統制と
は、自治体を取り巻く環境やイベントのひとつではなく、組織の活動に浸透する一連の
活動である。これらの活動は継続的基礎があり、組織の業務のいたるところで存在してい
る。組織を統制していく上で浸透していき、引き継がれていくマネジメント手法なのであ
る。ゆえに内部統制は、組織の活動に付加し、負担を必要とするような見解は間違いであ
る。内部統制システムが最も有効性が高まるのは、組織の活動と関連付けられ、組織のイ
ンフラにビルト・インされたときや組織の本質の不可欠な部分をなすときである。内部統
制はビルト・オンよりビルト・インされるべきである。内部統制をビルト・インすること
によって、計画、実行、モニタリングといった基本的なマネジメントのプロセスに不可欠
な部分を形成する 30 のである。
」としている。日常業務にビルト・インされれば、内部統
制と行政評価は業務への付加でなく、成果確認と次のステップで、職員の負担感は解消さ
れるのである。
ドラッカーは非営利組織について、
「チェック・アンド・バランスの仕組みを持たない
権力は、その保持者にとっても、周囲の人にとっても、不安なもの 31 である。何かがう
28		 稲沢克祐『行政評価の導入と活用』56 頁以下（イマジン出版、2008）
29		 INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions 最高監査機関国際組織で、
わが国では会計検査院が加盟している。
30		 INTOSAI『Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector』6 頁
31		 土屋守章・岡本久吉『コーポレート・ガバナンス論』14 頁（有斐閣、2003）
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まくいかないとき、誰の責任か ? ではなく、誰が撤回するか、誰がいかに立て直すか 32
である。」自治体に今必要なのは、首長が代ろうが、議会構成が変わろうが、行政評価シ
ステムを軸とし改革改善に向けて変化できる自律性の構築である。行政評価システムは、
まさに事業のチェック・アンド・バランス、撤回と立て直しを促す最適のツールではない
だろうか。
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