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1．研究の背景と目的

わが国では1990年代半ば以降今日に至るまで、
多くの地方自治体において行政評価システムが導
入された。その結果、「休廃止事業の選択・予算
編成への活用」「住民や議会に対する説明責任」

「総合計画の進行管理」や「職員の意識の向上」
などに一定の成果を挙げたとする調査報告もある

（松尾2009、田渕2010）。
しかし一方で、行政評価の成果に否定的な見解

も一定割合存在しており、特に行政評価の目的と
して重視されていた意識改革に関連するものとし
て、住民の立場に立った企画や対応、仕事に対す

るモチベーション、部局間の垣根を越えたコミュ
ニケーションなどについて十分な成果があったと
実感できるには至っていないとの指摘がある（松
尾 2009）。たしかに、「評価制度を導入したが、
事業改善にはあまり結びついていない」「余計な
事務仕事が増えた」「職場内での議論がほとんど
なく、一部職員が評価シートを作成しているにす
ぎない」「評価シートが評価担当課からの照会文
書と化している」など、現場職員の評価制度に対
する「評価」は必ずしも芳しいものではない。

さらに田渕（2010）によれば、行政評価を導入
して約10年が経過し、評価制度を見直し中とする
自治体の担当者からは「行政評価に対する理解や
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意識が低いため、職員に“やらされ感”がある」
「作業の負担感が大きい」などの意見が寄せられ
ているという。そのため評価に伴う事務量を軽減
するため評価シートの枚数や評価対象の事業数を
削減するなど、一部では評価の簡略化傾向も散見
される。だがそれがますます評価のルーティン化や
マンネリ化に拍車をかけているように思われる1。

こうした閉塞的状況から脱却する方策の1つと
して、筆者は近年「創造型政策評価（Creative
Policy Evaluation :CPE）」を提案し、自治体職員向
けの研修やセミナーなどを通じて、その実践と普
及に努めている2。

CPEは平成21年度に初めて群馬県安中市で導入
され、東京都狛江市や岩手県においてもCPEの一
部を適用した総合計画策定や政策評価が試行的に
実施されている。

そこで本研究では、実際の行政に適用された
CPEの実施前後において職員へのアンケート調査
を行い、その調査結果を分析することによって、
その有効性を検証する。さらに評価過程における
職場議論が活発であるかどうかがどのような因子
によって決定されるかを計量的手法によって明ら
かにする。

2．CPEの概要

（1）CPEの特徴
CPE は「自治体職員（又は市民等）が自らの

創造性（creativity）を発揮して、地域的公共的な
課題を解決するための政策の開発と創造を行う実
践志向型の政策評価である」と定義される（佐藤
2008）。このCPEには3つのタイプの評価（Ⅰ．現
場主導型、Ⅱ．政策選択型、Ⅲ．市民協働型）が
存在する。これらのうち本稿ではタイプⅠを考察
対象とする。タイプⅠは評価プロセスにおいて職
場討議を導入し自治体職員が「やりがい」「達成
感」を実感できるような対話型評価である3。

翻って、自治体で最も多く採用されているのが
事務事業評価である。尤も一口に「事務事業評価」
と言っても多彩多様であるが、CPEとの違いは概
ね次のように整理される（表1）。第1は評価目的
である。事務事業評価ではコスト削減、職員の意

識改革、説明責任の向上、効率的な行財政運営、
市民参加の促進など多数の目的が並列されること
が多い。一方、CPEの目的は「問題の解決」と

「学習する組織への転換」である。前者は地域の
公共的諸問題を発見し、それらの解決手段である
事業の実施によって、どの程度解決されたか否か
を検証することである。後者は組織の問題解決能
力と、組織構成員である個々の職員の能力を開発
し、組織の風土改革や生産性向上を目指すことで
ある。

第2は意思疎通である。事務事業評価では、概
して評価プロセスにおける職場討議の方法論が確
立されておらず、評価シートの作成が目的化しが
ちである。CPEでは職場内に政策議論の場とプロ
セスを意図的に創出することによって小集団の討
議による評価を実践する（ワークショップ方式の
導入）。第3は主導部局である。事務事業評価では
企画、財政、行革等の官房系部局が評価担当部局
として主導的役割を担うが（集権型評価）、CPE
ではあくまで事業担当部局が主役であり、評価担
当部局は事業担当部局の評価活動を支援する機能
を担うにすぎない（分権型評価）。

第4は評価対象である。事務事業評価では通常
数百本から数千本の事業を評価対象とする“広く
浅い評価”であるのに対し（網羅型評価）、CPE
では政策的重要度の高い事業等に特化したメリハ
リのある評価を行う（選択型評価）。第5は評価頻
度である。事務事業評価では同一の事務事業を毎
年度評価するためマンネリ化しやすいが、CPE
では評価実施後は評価を踏まえて立案した事業計
画を着実に実行することに力点が置かれる。この
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（出所）佐藤（2008）を一部修正 
（注）ここでのCPEはタイプⅠ（現場主導の創造型政策評価）をさす。 
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ため評価自体は必ずしも毎年行わず、適宜評価を
行う（但し達成状況等を把握するためモニタリン
グは毎年度行う）。

第6は指標データである。事務事業評価では指
標やデータを参考程度に利用する場合も少なくな
いが、CPE では事業への資源投入から成果発現
に至る仮説を立て（ロジックモデルの作成）、問
題（目標と現状とのギャップ）がどの程度解決し
たかを確認する際に積極的に活用する（仮説検証
型評価）。

（2）評価ワークショップ
先述のように、CPEはいわゆる事務事業評価と

は異なる特徴を有するが、最大の違いは職場にお
ける「評価ワークショップ」（以下「評価WS」と
する）の存在である4。評価WSでは「ファシリテ
ーター」「事業説明者」「質問者」の3者が互いの
役割を果たしながら、地域の公共的諸問題の解決
に向けて職場討議による評価を行う。ここでは特
にファシリテーターの役割が重要である。CPEの
ファシリテーターには課長級ないし課長補佐級職
員1名があてられる。

ファシリテーターは、自身の部下や後輩を育成
するという姿勢で、質問力、傾聴力、プレゼンテ
ーション能力、論理的思考能力、評価指標設定技
術、データ分析能力、問題発見能力、企画立案能
力などの向上に努める。また自身も時間管理能力、
リーダーシップ、質問力を磨くようにする。一般
的にファシリテーターとはワークショップ参加者
の意見を引き出し、議論を円滑に進める立場にあ
る者をさすことが多いが、ここでは単なる司会者
や進行役ではなく、CPEの推進リーダーとして
WS参加者の学習や気づきを促進する重要な役割
を担っている。

この評価WSは図1に示した通り、7つのセッシ
ョンから構成される。具体的には、①政策実体の
確認、②問題の所在の把握、③評価指標の設定と
体系化、④政策効果の算定、⑤問題の構造化と再
定義、⑥事業計画の立案、⑦プレゼンテーション
と討議、というよう問題の発見から解決に至る一
連のプロセスを職場内で議論しながら段階的に評
価を行う。特に（a）評価事業のロジックモデル
を作成した上で、それを用いて直接成果、中間成
果、最終成果が何であるかを徹底的に議論する、

（b）それら成果を測定するのに適切な評価指標を
議論によって導出する、（c）こうした過程を職場
単位で実践する、という点に大きな特徴がある。

3．先行研究の概観と本研究の特徴

自治体評価（行政評価）に関する先行研究は多
岐に亘るため、本研究と同様に計量的な分析手法
を用いた実証研究を中心に概観する。

湯下・坂野（2002）は行政評価システム導入先
進県である三重県職員へのアンケート調査結果を
もとにロジスティック回帰分析により、コスト意
識、目的志向、顧客志向と関連する業務執行態度
に対して各意識要因の単独効果を明らかにしてい
る。古川・森川（2006）は、全都道府県を対象と
したインベント・ヒストリー分析等から、評価が
自治体から他の自治体へと波及し生成・実施され
ていく過程を明らかにしている。横山（2006）は、
全国市区のクロスセッション・データをもとに被
説明変数に行政サービス度を、説明変数に評価シ

行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証

図1　評価ワークショップの7つのステップ 
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ステムの導入・試行に関するダミー変数を投入し
回帰分析を行い、行政サービスの向上に寄与する
因子を析出している。また松尾（2009）は行政評
価情報の利用に影響を及ぼしていると考えられる
諸要因を研究仮説として導出し、これらを全国の
都道府県及び市・東京特別区を対象に行った実態
調査データを利用して検証している。

翻って、自治体評価の実務に目を転じれば、わ
が国の自治体評価は職員による自己評価をベース
に行われている。事業担当職員による一次評価を
起点として、さらに庁内での二次評価、三次評価
を実施するなどしている。このうち本研究では一
次評価プロセスに着目しており、既往研究の分析
対象としてはそれほど多くない。

そもそも評価システムの導入当初は白紙の段階
から評価シートを作り上げなければならなかっ
た。このとき評価シートの作成を通じて評価者が
個々の評価項目の記載内容を検討し、場合によっ
ては職場での議論が期待されていたものと推察さ
れる。だが導入後数年が経過すると評価シートに
記載すべき新規又は更新事項はかなり限定的とな
り、職場組織での議論による検討に迫られること
も少なくなる。また概して評価担当課は事業担当
課に対し、職場でよく議論して評価を行うように
依頼することはあっても、基本的にどのような手
順・方法で議論すればよいかについてはほとんど
示さず各職場の自主性に委ねることが多い。それ
ゆえ評価過程における職場議論はあまり活発では
ない5。本来は多様な活動であるべき評価活動が、
評価シートの作成に矮小化されている嫌いがある
ことは否定できない（田中 2009）。その結果、職
場議論の成果として評価シートがあるのではな
く、“よく見せるための文書づくり”に陥ってい
たり、一部特定の職員が評価シートの作成を行い、
他の行政文書と同様に稟議による決裁行為のみで
意思決定してしまうことも少なくない。それでは
たとえ同じ事業の担当者であっても評価活動に参
加しない職員は成果指標や目標数値に関心を持た
ず、職場組織でそれらが十分に共有化されないこ
とにもなりかねない。

かつて大森（1994）は、職場組織における政策
形成の潜在力を発揮していくためには、自由な発
議を奨励し政策形成課題の共有化を促進するため

の「職場討議」を制度化することが不可欠である
とした。そこで本研究では自治体職員の人材育成
や組織開発の観点から「評価」を捉え、これまで
の評価研究ではあまり取り上げられてこなかっ
た、評価過程における職場組織での討議に焦点を
当てることとした。

また研究の方法論上の特徴としては、第1に研
究と実践の架橋を目指すアクションリサーチによ
って、自治体の評価担当課職員と協働してCPEの
具体化とその実現に向けた制度設計を行ったり、
筆者が導入教育のプログラムを作成し指導講師と
して参画したりするなど実践知の形式知への変換
を試みようとしている点が挙げられる。第2は
CPEを実際の自治体行政過程に適用し、職員への
アンケート調査によってその効果を検証しようと
している点である。第3は実務の中で行われる職
員アンケートは一時点（事後）のデータによる推
定評価が大半であるが、本研究では職員の意識や
態度の変容を定量的に把握するため事前・事後の
調査によりCPEの効果を統計的に分析しようとし
ている点が挙げられる。

4．研究方法

（1）本研究のフィールド
本研究のフィールドは群馬県安中市である。同

市を研究対象として取り上げたのは、①日本で初
めて本格的にCPEを組織的に導入したこと、②筆
者が同市の行政改革審議会行政評価部会長として
行政評価システムの制度設計に参画する機会を得
たこと、③市の職員（実務家）と協働して改革を
行い、その過程で理論の実践と検証を行える協力
体制が得られたこと、などの理由による。

安中市は群馬県南西部にある人口約6万1千人、
面積約276平方キロの地方都市である。平成18年3
月、旧安中市と旧松井田町が新設合併し、現在の
人口と市域になった。同市では平成18年6月に、
地方自治法第138 条の4 第3項の規定に基づく行政
改革審議会を設置した。同審議会は、合併後の行
政改革大綱の策定など行財政の幅広い課題につい
て調査・審議・答申を行う附属機関である。委員
は学識経験を有する者（第1号委員）、公共的団体
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を代表する者（第2号委員）、その他市長が必要と
認める者（第3号委員）の各5名、計15名で構成さ
れている。

平成18年12月4日、同市は行政評価のあり方を
含む6項目（①安中市行政改革大綱（集中改革プ
ランを含む）の策定、②行政評価のあり方、③補
助金のあり方、④市有財産の有効活用、⑤公の施
設に係る指定管理者制度の運用、⑥使用料、手数
料のあり方）を行政改革審議会に諮問した。これ
らのうち当初審議会の検討事項は行政改革大綱

（集中改革プランを含む）の策定に主眼が置かれ
た。およそ1年半かけて審議がなされ、平成20年3
月に策定された『安中市行政改革大綱（平成20年
度～平成26年度）』において、「限られた資源の中
で市民サービスの質的向上や行政事務の効率化・
高度化を図るため、行政評価を効果的・積極的に
活用するとともに、行政運営へのチェック機能の
充実を進めていくこと」が明記された。こうして
同市において行政評価制度の導入に向けた検討が
進められることになった。そして具体的な検討は、
行政改革審議会のもとに設置された行政評価部会
において行われた6。同部会では「そもそも行政
評価は手段であって目的ではない。それゆえ行政
評価の制度設計ではその目的設定が極めて重要と
なる。目的が多数羅列されると、結局何を目指す
かが不明瞭となり、目的自体を見失いがちである」
とし、「先行自治体の多くが陥った轍を踏まない」

「安中市ならではの行政評価を目指すこと」が部
会で確認された。特に行政評価が事業担当部局に
とっての“余計な仕事”と捉えられることがない
よう、職員の能力向上と意識改革に重点を置いた
評価制度を設計するものとされ、CPEの導入が了
承された。

以上をふまえ、平成21年2月4日、行政改革審議
会は岡田義弘市長に対して、「行政評価は、今後
市民サービスの提供を進めていく上で、市民にと
っての成果に着目した真に効果のあるものとする
こと、また市政の運営を進めていく上で、組織及
び行政運営の改革、人材の育成を図り、効率的な
ものとすることを基本として取り組むことが必要
である」と答申した。これを受けて、平成21年5
月、岡田市長は「行政評価の導入に伴う研修の実
施について」と題する訓示文書の中で、平成21年

度から行政評価の導入を行うことを宣言した。

（2）CPEの導入実践
①導入教育の実施
「今なぜCPE なのか」「他の自治体の事務事業

評価と比べてCPEはどこが違うのか」「CPE によ
ってどのような組織文化への変革を目指そうとし
ているのか」。こうしたCPE のコンセプトを組織
全体で共有化することは導入初期には不可欠であ
る。

そこで、全職員がCPEの意義等を理解し一体と
なって推進することができるよう、市長から部課
長を通じ各部署の職員に研修への参加が命じられ
た（表2）。

②評価事業の選定
CPE では、いわゆる事務事業評価のように評

価対象を網羅的に広く設定するのではなく、範囲
を絞り込み評価を行う。また導入教育受講者がフ
ァシリテーターとなって、自身の課が所管してい
る事業群の中から、当該年度にどの事業の評価に
取り組むべきかを課内論議する。ただし安中市で
はCPE導入初年度であることに配慮し、職員への
意識啓発も兼ねて1係1事業を基本としてCPE の
評価事業を100事業に絞り込むことにした7。

またCPEでは政策的に重要な事業（総合計画の
重点施策に位置付けられた事業、実施計画の主要
事業等）、長期間実施してきた継続事業で何らか
の問題が生じていそうな事業、課や係の基幹事業、
事業費の大きな事業などに絞り込み評価を行う
が、この点についても導入初年度である点に鑑み、
各担当課が「改善・改革の余地が高く、所管課・
係としても改善・改革したいと考えている事業」
を1つ以上最大3つまで選定し、その情報をもとに
企画課と協議しCPEの評価事業を決定した。

③評価チームの編成
職場討議を行う評価チームは評価事業の担当係

を中心にして1チーム5名程度で編成するものとし
た。

ファシリテーターは養成研修を受講した者があ
たり、また事業説明者には評価事業の内容を最も
熟知している担当者1名（担当係長又は主査）が

行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証
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あてられた。その他のメンバーはすべて質問者と
して参画するものとした。その際できるかぎり当
該事業を直接担当していない職員（別の課の職員
でもよい）を数名加えるものとした。担当者とは
違った視点での評価が期待でき、組織内の情報共
有も図られるからである。

④議論の場の設定とフォローアップ
ファシリテーター養成研修では実際の10事業を

評価対象としたが、残りの90事業については受講
者が研修終了後に各職場においてファシリテータ
ーとなり、評価WSを実践することが企図されて
いた。しかし各職場で評価WSが即座に実行でき
るかといえば、そう簡単ではない。すべての受講
者が一様にファシリテーターとしてのスキルを習
得しているとは限らず、また研修の受講対象とな
らなかった職員も存在していることが想定された
からである。

そこで、CPEの7つのセッションのうち、セッ
ションⅢ（評価指標の設定と体系化）を中心に、
ロジックモデルの作成方法や指標設定のスキルの

習得を目的とした集合型評価ワークショップ研修
が実施された。同研修は残りの90事業のうち30事
業を題材として、当該事業を担当する部署の係長
や係員を対象に行われた8。その後、企画課は事
業担当課に対して、議論の場を設定してもらうよ
う積極的に働きかけるとともに、ファシリテータ
ーの補佐役としてワークショップにできる限り参
加したり、ヘルプデスクを設けた。このようにし
て30事業に関してはセッションⅣ以降を、また残
り60事業についても同様に各職場で評価WSが行
われた9。

（3）調査方法
安中市の全職員480名（病院医事課を除く）に

対して、無記名の自記式質問紙による調査を行っ
た10。CPE（職場討議による評価）を実施する前

（平成21年10月）と実施した後（同年12月）の2回
にわたって同一項目による調査を行った。この事
前・事後の調査項目はCPEの実施によって、（A）
職場活性化状況、（B）行政評価への関心や必要
性、（C）評価技術の習得度、（D）業務に取り組
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表2　CPEを実践するための導入教育 

平成21年6月2日、3日、 
11日、12日 
市長、部長をはじめとする各
階層職員（計416名） 
職階別に経営者研修（市長、
部長級職員）、管理職研修（課
長級職員）、一般職研修（係
長級以下職員）の3つで構成。
導入研修では主に行政経営の
基本概念、行政評価の導入背
景とその必要性など基礎的知
識の修得を目的として行われ
た。他団体で導入されている
事務事業評価とは違い、CPE
は職場議論の活性化、職員の
モチベーションや政策能力の
向上に力点があることが説明
された。 

導入研修 

平成21年7月7日、8日 
 
課長職・係長職に加えた各係
1名程度（計220名） 
職場議論を活性化する際に欠
かせないファシリテーターの
役割や評価ワークショップな
ど CPE の全体像が提示され
た。また直接成果指標、中間
成果指標、最終成果指標など
の各種指標の設定方法等につ
いての理解を深めるため、
「ハザードマップ作成配布事
業」と「駅前自転車駐輪場整
備事業」の2事業を取り上げ、
簡易なワークショップが実施
された。 

実務研修 

平成21年8月11日、12日、 
17日、18日 
係長職から選抜された職員
（計64名） 
1回の研修は連続2日間として
計4日間実施された。研修の
内容は、講義と演習（評価ワ
ークショップ形式）で、筆者
が講師は務めた。1回（2日間）
の研修では全体の講義後（0.5
日）に、5チーム（1チーム当
たり5～6名）に分かれ、1チ
ームにつき市で実際に行われ
ている事業を1つずつ取り上
げ、評価ワークショップが行
われた（1.5日）。ファシリテ
ーターは企画課が予め指名し
た。 

ファシリテーター 
養成研修 

開 催 日 程 
 
対　象　者 
 
 
 
 
 
 
 
内　　　容 

（出所）筆者作成 

（注）評価WSで取り上げた計10事業は、（イ）事業がソフト系、ハード系がどちらか一方に著しく偏らないこと、（ロ）事業名からある程度内容がイ 
　　メージできること、（ハ）内部管理ではなく、市民を対象とした事業であること、（ニ）事業が特定の部署に偏らないようにすることを考慮し、 
　　筆者が選定した。 
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む姿勢、などに変化が見られるのではないかとい
う仮説のもと、表3に示す14項目を設定した11。各
項目は全て「大いにそう思う」「ややそう思う」

「どちらでもない」「あまりそう思わない」「全く
そう思わない」の5件法による質問方式とした。

さらに、事後アンケートでは「職場での討議に
よる評価」の実施状況やそれ自体の評価を尋ねた。
ここでの調査項目は表4に示す10項目である。同
様に5件法による質問手法を採用した。

なお、属性及び基礎情報として職階、所属名、
年齢、公務員としての職務経験年数、入庁時の団
体、研修の受講暦、評価ワークショップでの役割
を取り上げた。

（4）分析方法
①CPEの効果分析

CPEの効果を把握するために、職員に対するア
ンケート調査によって、（A）職場活性化状況、

（B）行政評価への関心や必要性、（C）評価技術
の習得度、（D）業務に取り組む姿勢などの諸点

について、CPEの実施前後で測定し、その回答に
差があるかどうかについて統計的に検定（t検定）
を行った。

②評価プロセスにおける職場議論活性化の規定要
因の分析
評価プロセスにおいて職場議論が活発に行われ

るかいなかはどのような因子によって決定される
のだろうか。これを明らかにするため、AIC統計
量（Akaike's Information Criterion；赤池情報量規
準）によって計量分析を行った。AIC統計量は次
式により計算される12。

AIC＝（－2）Log（最大尤度）＋2（自由パラ
メータ数）

5．分析結果と考察

（1）分析対象者の基本属性
事前調査では435名から回答があり（回答率

90.6%）、事後調査では439名から回答があった
（回答率91.5%）。これらのうち事前・事後の質問
紙の両方に回答し欠損値のない者174名を有効回
答とし、分析を行った。

分析対象者の属性を表5に示す。回答者の職階

行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証

（出所）筆者作成 

（注）各項目の尺度はすべて「大いにそう思う」と「全くそう思わな 
　　い」を両端とする5段階評価とした。 

職場（課レベル）では、組織の目的やビジョンが明確 
に示されている Q1

職場（課レベル）では、組織の目的やビジョンの実現に向 
け、メンバー（所属職員）が力を合わせて貢献している Q2

職場（課レベル）では、情報が共有化され，円滑なコ 
ミュニケーションが図られている Q3

事業の目的や成果が職場（係レベル）で共有化されて 
いる Q4

事業の問題点や改善策が職場（係レベル）で共有化さ 
れている Q5

行政評価に関心がある Q6

行政評価の意義や必要性を認識している Q7

住民の目線に立って、事業の目的や成果を考えている Q8

成果に見合った事業費（コスト）となっているかどう 
かを考えている Q9

行政評価の目的を理解している Q10

行政評価に必要な論理的思考方法を習得している Q11

行政評価における職場議論の方法を習得している Q12

評価指標の導き方を習得している Q13

行政経営（人、金、物の効率的活用）を担っていると 
いう意識で仕事にあたっている Q14

表3　CPE実施前後の共通質問項目 

（出所）筆者作成 

（注）各項目の尺度はすべて「大いにそう思う」と「全くそう思わな 
　　い」を両端とする5段階評価とした。 

職場での評価はおおむね手引き（『創造型政策評価（CPE）ワ 
ークショップの進め方』や『安中市行政評価：創造型政策評 
価（CPE）職場マニュアル』）の内容に沿って行われた 

QA1

職場では活発に議論しながら評価が行われた QA2

ファシリテーターは議論の場を適切にマネジメントした QA3

行政評価に対する上司の関心は高いほうである QA4

企画課や支援業者（コンサル）のサポート体制が整っ 
ていた QA5

事業の見直しに有意義であった QA6

今後も継続実践することは，組織風土の改善改革に役 
立つ QA7

今後も継続実践することは，職員の政策能力の向上に 
つながる QA8

事業に関する様々な問題と情報を，職場で共有できる 
ことを実感した QA9

評価ではシート（調書）づくり以上に，議論の場とプ 
ロセスが重要であることがわかった QA10

表4　評価WS参加者への質問項目 
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は、係長（主幹、課長補佐を含む）が39.7%と最
も多く、次いで主査（係長代理を含む）30.5%で
あった。その他、主事（技師、主事補、技師補を
含む）17.2%、主任9.8%、課長（参事を含む）
2.9%であった。

年齢構成を見ると、50～54歳が最も多く約2割
を占め、これに45～49歳を含めると4割以上を占
めた。20代は9.1%と1割に満たなかった。また公
務員としての経験年数は、25～29年が最も多く、
全体の21.8%であった。

入庁時の団体は、合併前の旧安中市が53.4%、
旧松井田町が28.2%であり、合併後の新安中市に
採用された者は5.2%であった。その他（事務組
合等）の採用は13.2%であった。評価ワークショ
ップでの役割としては、事業説明者17.8%、ファ
シリテーター25.3%、質問者56.9%であった。

（2）CPEの効果
表6にCPEの実施前後における14の質問項目の

平均スコアと標準偏差、及び事前事後のt検定
（両側検定）の結果を示す。

この分析結果からは、「行政評価の目的を理解
している」（Q10）、「行政評価に必要な論理的思
考方法を習得している」（Q11）、「行政評価にお
ける職場議論の方法を習得している」（Q12）、

「評価指標の導き方を習得している」（Q13）の4
項目について平均スコアの上昇がみられ、CPEの
実施前後で統計的に有意な差が確認された

（p<0.05）。このうち、特に「論理的思考方法」
（Q11）、「職場議論手法」（Q12）、「評価指標導出」
（Q13）の3項目についてはいずれもCPEが最も中
心的な教育効果として掲げているものである。

そして、「行政評価に関心がある」（Q6）、「行
政評価の意義や必要性を理解している」（Q7）、

「住民の目線に立って、事業の目的や成果を考え
ている」（Q8）、「成果に見合った事業費（コスト）
となっているかどうかを考えている」（Q9）、「行
政経営（人、金、物の効率的活用）を担っている
という意識で仕事にあたっている」（Q14）とい
った行政評価又は行政経営に関する項目に関して
は、統計的に有意な差は見られなかった。

さらに組織や職場の意思疎通に関する項目
（Q1、Q2、Q3）についてもCPEの実施前後で有意
な差を確認することができなかった。これらはも
ともと高い平均値を示しており、これ自体が組織
風土や組織文化に係わる問題であることに鑑みれ
ば、一度のCPEの実施で大きく改善されるという
よりもむしろ今後CPEを継続実施していく中でそ
うした効果が得られるのではないかと考えられる。

このほか、「事業の目的や成果が職場（係レベ
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表5　分析対象者の基本属性 

職　階 

年　齢 

経験年 
数 

入庁時 
の団体 

WSでの 
役割 

（出所）筆者作成 

課長 
2.9 
5 

25歳未満 
3.4 
6 

5年未満 
8 

14 
旧安中市 

53.4 
93 

事業説明者 
17.8 
31

係長 
39.7 
69 

25～29歳 
5.7 
10 

5～9年 
10.3 
18 

旧松井田町 
28.2 
49 

ファシリテーター 
25.3 
44

主査 
30.5 
53 

30～34歳 
13.2 
23 

10～14年 
9.8 
17 

新安中市 
5.2 
9 

質問者 
56.9 
99

主任 
9.8 
17 

35～39歳 
12.6 
22 

15～19年 
13.2 
23 

その他 
13.2 
23

主事 
17.2 
30 

40～44歳 
10.3 
18 

20～24年 
16.7 
29

 
 
 

45～49歳 
20.7 
36 

25～29年 
21.8 
38

 
 
 

50～54歳 
21.3 
37 

30～34年 
11.5 
20

 
 
 

55歳以上 
12.6 
22 

35年以上 
8.6 
15

n=174 
 上段%，下段人数 

（注）課長には参事が、係長には主幹･課長補佐が、主査には係長代理が、主事には技師･主事補･技師補がそれぞれ含まれる。 
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ル）で共有化されている」（Q4）と「事業の問題
点や改善策が職場（係レベル）で共有化されてい
る」（Q5）についても有意な差が見られなかった。
これらについてはなぜ有意差が見られなかったか
は不明であるが、職場内で職員が所管事業の中か
ら評価対象事業を選定する過程で議論を行うた
め、Q4やQ5といった効果が得られた可能性が考
えられる。

（3）評価プロセスにおける職場議論活性化の規
定要因

つぎに、評価過程において職場議論が活発であ
るかどうかがどのような因子によって決定される
か、その規定要因の分析結果を示すことにする。

表7は、職場議論活発度（QA2）を目的変数と
し、職員の属性（職階、年齢、WSでの役割）及
び前述のQ1～Q14 及びQA1～QA10 の各項目を説
明変数としたときの、説明変数の有効性の大きい
順に上位20位までリスト化したものである。ここ
ではAICの値が小さいものから順に整列させてい
る。第1位から第9位まではAIC値がマイナスであ
るため、説明変数と目的変数の関係は独立ではな
い、すなわち統計的に有意であると解釈できる。
これらのうち以下では上位3位までみてみよう。

まず説明力の最も大きな変数（第1位）は、「フ

ァシリテーターによる議論の場のマネジメントの
適切度」（QA3）であった。これはAICが－62.78
と最も小さい。つまり、職場で活発に議論しなが
ら評価が行われたかどうかは、ファシリテーター
が議論の場を適切にマネジメントしたかどうかに
よって最も大きな影響を受けると解釈できる。

表8は「職場議論活発度」（QA2）と「ファシリ
テーターのマネジメントの適切度」（QA3）との
間のクロス表であるが、これからも明らかなよう
に、「ファシリテーターのマネジメントの適切度
が高い」と評価した職員はその96.6%が「職場で
は活発に議論しながら評価が行われた」としてい
る。他方、「ファシリテーターが議論の場を適切
にマネジメントした」とは思わなかった職員はそ
の86.6%が「職場では活発に議論しながら評価が
行われた」と思っていないということがわかる。

そして説明力が2番目に大きかった変数は「職
場議論評価ルール」（QA1）であった。つまり、
CPEの進め方をまとめた手引き書（マニュアル）
に沿って職場での評価WSが行われたかどうかが、
評価過程における職場議論の活発度にかなりの影
響を与えていることがうかがえる。

さらに説明力の大きい項目の第3位は「行政評
価上司関心」（QA4）であった。評価に際して職
場での議論が活発に行われるかどうかは、職場の

行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証

表6　効果の検定 

（出所）筆者作成 

n=174

** p＜0.05

事前 
平均 
3.70 
3.79 
3.71 
3.84 
3.76 
3.35 
3.60 
4.02 
3.70 
3.60 
2.66 
2.55 
2.46 
3.80

組織ビジョン明示 
組織メンバー協力 
コミュニケーション 
事業目的共有化 
事業問題共有化 
行政評価関心 
行政評価必要性 
住民目線立脚 
費用対効果 
行政評価目的理解 
論理的思考方法 
職場議論手法 
評価指標導出 
行政経営意識 

Q1. 
Q2. 
Q3. 
Q4. 
Q5. 
Q6. 
Q7. 
Q8. 
Q9. 
Q10. 
Q11. 
Q12. 
Q13. 
Q14.

標準偏差 
0.98 
1.00 
0.97 
0.92 
0.93 
0.96 
0.93 
0.68 
0.80 
0.82 
0.84 
0.81 
0.86 
0.87

事後 
平均 
3.78 
3.82 
3.59 
3.86 
3.74 
3.34 
3.66 
4.03 
3.77 
3.82 
2.93 
2.90 
2.77 
3.75

 標準偏差 
0.92 
0.89 
0.96 
0.86 
0.84 
0.92 
0.87 
0.68 
0.80 
0.70 
0.83 
0.81 
0.85 
0.79

t値 
-1.15 
-0.34 
 1.75 
-0.28 
 0.29 
 0.17 
-0.98 
-0.24 
-1.20 
-3.59 
-5.17 
-5.81 
-5.35 
 0.73

t検定  
自由度 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
173

p値 
0.251 
0.731 
0.082 
0.777 
0.775 
0.862 
0.330 
0.814 
0.230 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.467

 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
** 
** 
**
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表7　評価プロセスにおける職場議論の活性化の規定要因 

表8　評価プロセスにおける職場議論の活性化とファシリテーターの役割 

（出所）筆者作成 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

ファシリテーター（QA3） 

職場議論評価ルール（QA1） 

行政評価上司関心（QA4） 

事業目的共有化（Q4） 

事業問題共有化（Q5） 

事業見直し意義（QA6） 

住民目線立脚（Q8） 

職場共有化実感（QA9） 

職階（F1） 

組織ビジョン明示（Q1） 

行政評価関心（Q6） 

原課サポート体制（QA5） 

評価指標導出（Q13） 

組織風土改善改革（QA7） 

組織メンバー協力（Q2） 

役割（F3） 

費用対効果（Q9） 

議論の場とプロセス（QA10） 

行政経営意識（Q14） 

コミュニケーション（Q3） 

順位 説明変数 

-62.78 

-48.50 

-37.61 

-19.14 

-14.69 

-8.28 

-7.50 

-6.68 

-1.72 

0.93 

1.76 

3.13 

5.13 

6.26 

6.41 

7.12 

8.48 

8.63 

8.89 

10.33

AIC統計量 

 

14.29 

10.89 

18.47 

4.45 

6.41 

0.79 

0.82 

4.96 

2.64 

0.84 

1.36 

2.00 

1.13 

0.15 

0.72 

1.35 

0.16 

0.26 

1.44

AIC値の差 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.15 

0.11 

0.04 

0.61 

0.24 

0.07 

0.35 

0.19

P値 

105.33 

89.64 

76.68 

52.30 

51.97 

35.19 

31.63 

34.37 

26.41 

25.21 

24.04 

26.33 

13.25 

18.13 

21.53 

4.53 

11.50 

19.98 

9.97 

16.04

χ2 統計値 

大いにそう思う 
 
ややそう思う 
 
どちらでもない 
 
あまりそう思わない 
 
全くそう思わない 

16 
53.3 
10 

13.3 
3 

6.3 
0 

0.0 
0 

0.0

13 
43.3 
54 
0.7 
16 

33.3 
3 

20.0 
1 

16.7

1 
3.3 
9 

0.1 
24 

50.0 
4 

26.7 
3 

50.0

0 
0.0 
2 

0.0 
5 

10.4 
8 

53.3 
2 

33.3

0 
0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0

30 
100.0 

75 
1.0 
48 

100.0 
15 

100.0 
6 

100.0
29 

16.7
87 

50.0
41 

23.6
17 
9.8

0 
0.0

174 
100.0

大
い
に
そ
う
思
う 

や
や
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

合
　
　
　
計 

合　　　計 

職場では活発に議論しな 
がら評価が行われた 

ファシリテーターは 
議論の場を適切に 
マネジメントした 

（出所）筆者作成 
（注） 上段が人数、下段が%
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上司が行政評価にどの程度関心を持っているかに
も大きく依存することが示唆された。

6．結論と今後の課題

行政学では、かねてより自治体職員の人材育成
や組織開発の視点から職場組織での討議の必要性
が指摘されていた（大森 1994）。そこで本研究で
は職員の人材育成や組織活性化の観点から行政評
価を捉え、既往の評価研究ではあまり取り上げら
れることがなかった、評価過程における職場討議
に着目し、その方法論を体系化したCPEを現実の
行政過程に導入し効果の検証を試みた。

その結果、CPEを実践することによって、職員
は評価の目的を理解したり、評価に必要な論理的
思考方法や評価指標の導出方法が習得できるよう
になり、職場で議論しながら評価できるようにな
る可能性が示唆された。このような評価技術の習
得度に関する効果については確認されたが、職場
組織の活性化、評価への関心度、業務に取り組む
姿勢の変化などの効果については確認できなかっ
た。これらはどちらかというとCPEの単年度の実
施によって得られる効果というよりは一定期間長
期にわたりCPEを継続実施していくことによって
得られる効果であると考えられる。

また、本研究では評価過程における職場議論が
活発であるかどうかがどのような因子によって決
定されるかについて分析した。その結果、職場で
活発に議論しながら評価が行われるかどうかは、
ファシリテーターが議論の場を適切にマネジメン
トしたかどうかに最も大きく依存していることが
明らかとなった。この点については、単に行政評
価の理念や手法の習得を目的とした講義型研修で
はなく、ファシリテーターの養成を目的としたグ
ループワークによる演習形式の職員研修を恒常的
に行う必要があるだろう。

なお、本研究ではCPEの有効性を職員に対する
アンケート調査によって把握しようとした。CPE
の実施による職員の意識変化や学習効果がこの評
価制度や評価手法の有効性を高める可能性がある
と考えたからである。しかし、アンケート調査に
は評価指標やロジックモデル等に関する知識を問

う設問が含まれなかったため、回答者の主観的評
価となっている。この点は職場議論の活性化に関
するアンケートについても同様であり、今後はよ
り客観性を高めるための研究上の工夫が求められ
る。また、本研究ではCPEを我が国で初めて本格
的に導入した安中市の職員アンケート調査に基づ
く実証研究であったが、今後ともCPEを継続的に
実施することによって、それが職員の心理や行動、
さらには組織風土にどのような影響を及ぼすのか
についても経過観察していくことが残された今後
の課題である。
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注記

1 山谷（2008）は自治体評価の10年を振り返り、4つ

の類型を示している。それらのうち、評価が重要な

ツールであると認識しているが担当者の基本的な態

度としては「導入すればよい」と考えていた自治体

を第3の類型としており、こうした自治体では評価

が形骸化しマンネリ感に沈むことになると指摘して

いる。

2 CPEのタイプⅠは高崎経済大学附属地域政策研究セ

ンターにおいて、自治体職員を対象として平成13

年度より6年間毎年開催された「自治体政策評価演

習」の実践的経験と成果によるところが大きい（北

海道から沖縄まで全国各地から約178団体、計244名

の自治体職員が参加）。同演習は斎藤達三氏（高崎

経済大学名誉教授）と筆者を指導講師として実施さ

れたが、平成19年度から「職場議論活性化のための

創造型政策評価・実践演習」としてリニューアルさ

れ、平成21年度まで筆者が指導講師をつとめた。

3 Hackman & Oldham（1976）は仕事の内容的特性が

動機付けに大きな影響を与えるという職務特性モデ

ルを提唱している。評価自体を職務と捉えた場合、

CPEにはHackman & Oldham（1976）がいう5つの職

行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証
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務特性（技能多様性、仕事の完結性、仕事の有意義

性、自律性、フィードバック）が具備されており、

評価に対する動機付けや満足感だけでなく、生産性

の向上が期待できる（佐藤 2008）。

4 わが国においてワークショップは1990年代半ばから

都市計画における住民参加の場で適用され、その後

計画や条例づくりなど幅広く行われている（伊藤・

原田 2011）。CPEではワークショップを職員参加の

評価過程に適用したものである。評価ワークショッ

プの詳細については佐藤（2008）の第4章「政策評

価ワークショップ」を参照されたい。

5 筆者が全国の市・特別区（806団体）を対象に実施

した『自治体における行政評価と行政経営に関する

実態調査』（平成21年3月-4月調査、回収率69.9%）

によれば、「全庁的に職場で活発に議論しながら行

政評価が行われていますか」との設問に対して「は

い」と回答した団体はわずか14.4%に過ぎなかった。

6 行政評価部会のメンバーは筆者以外に、中小企業診

断士、公認会計士、群馬県西部県民局長、元安中市

財政課長で構成されている。

7 CPE導入初年度である平成21年度には予算事業、合

併時のすり合わせ事業、実施計画の主要事業のデー

タ等を参考に、事務事業棚卸シートを使い1834事業

が棚卸しされた。これをベースにCPEの対象事業が

絞り込まれた。なお平成22年度についてはCPE評価

対象事業をさらに絞込み60事業に選定している。

8 平成21年10月5日、7日、8日の3日間（9：00 ～ 11：

30、13：15 ～ 15：45の計6コマ）実施された。

9 その後CPE の評価情報は事業マネジメントシート

として係長以下がとりまとめ、課長・部長決裁によ

る1次評価が行われた。さらに庁内組織である行政

改革推進会議が2次評価を行い、予算編成に活用す

るものとされた。

10 質問紙は筆者が作成したが、質問紙の配布回収は安

中市企画課の協力を得た。また回答結果は統計的に

処理するため、個人情報は公表されないことを紙面

に明記し、倫理的配慮を行った。

11（A）、（B）、（C）、（D）に関する質問としてそれぞ

れQ1･2･3･4･5、Q6･7、Q11･12･13、Q8･9･14が該当

する。なお（A）に関する質問項目を検討するにあ

たっては、高橋（1989）の「組織が活性化された状

態」の定義、すなわち「組織のメンバーが、①組織

と共有している目的・価値を、②能動的に実現して

いこうとする状態」を参考にした。

12 AIC統計量を用いる最大のメリットは、極めて広範

なデータの中から、質的な目的変数に対して最も多

くの情報を持つ説明変数を自動的に探索するための

プログラムであるCATDAP（CATegorical Data

Analysis Program）（Katsura and Sakamoto1980）を利

用できる点にある。CATDAPは目的変数と全説明変

数との間のあらゆるクロス表を作ってAICの値を計

算し、有効度の大きい順に説明変数をリスト化した

り、説明変数の最適な組合せを検出することができ

る（小野 1995）。またこのプログラムは、目的変数

が質的な変数であること以外に、適用上の制限条件

はなく、説明変数の数、種類、サンプルサイズの如

何によらず適用できることも、AICを用いた理由で

ある（坂元 2010）。
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行政評価過程における職場討議の導入とその効果検証

A Empirical Study of the Effects of Discussions 
in the Workplace on the Evaluation Process

Toru Sato
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Abstract

Policy evaluation was introduced in Japanese local governments starting in the mid-1990s. Although
evaluation appears to be an established practice to certain extent now, staff in charge of evaluation continue to feel
evaluation is a forced obligation and burdensome. To address these issues the author proposes Creative Policy
Evaluation (CPE). In this investigation, CPE was introduced into administrative practice and its effects were
verified through staff questionnaire. As a result of the introduction of CPE, a statistically significant difference in
the comprehension of the purpose of evaluation, achievement of the logical thinking, derivation of the performance
indicators, and discussions in the workplace in an evaluation process were seen. By analyzing the activeness of the
discussion in an evaluation process by related factors it becomes clear that actiiveness in discussion is dependent
on appropriate management of the discussion by the facilitator.
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