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評価と予算の連動メカニズムの実証分析

—予算編成過程における行政評価情報の利用度の規定要因＿

佐藤徹

算要約

本研究のH的は，都市自治体を対象に予算編成過程における行政評価情報の利用度がどのよ

うな要因によって決定されるかについて，その規定要因を計量的な分析手法によって明らかに

することである。

本研究では，筆者が実施した全国自治体調査のデータを用いて赤池情報量規準 (AIC) によ

り分析を行った。その結果，予算編成過程において財政担当部門による行政評価情報の利用度

を決定する要因として主に次の 6点が明らかとなった。第 1に，予算編成に行政評価を先行さ

せるなど意思決定の手順を調整することである。第 2に，行政評価担当部門が行う各担当課ヘ

のヒアリングに財政担当部門が同席したり， ヒアリングとは別に定期的に協議することで情報

の共有化を図ることである。第 3に，評価システム導入後の経過年数が大きく関係することで

ある。第 4に，事務事業評価では評価と予算のシート統合化や事業単位の整合化だけでなく，

評価結果とf算措置との関係を予め）レール化したり，フルコストに近いコスト算定を行ったり

することである。第 5に，施策評価では事業間の優先順位づけを行うことである。第 6に施

策評価は事務事業評価と合わせて実施することである。これらの結果から，評価と予算の連動

のためには行政評価担当部門と財政担当部門の緊密な連携の必要性が示唆された。

キーワード：行政評価予算編成連動性赤池情報量規準 (AIC)

1. 研究の背景と H的

本研究の目的は，都市自治体を対象に予算編成

過程における行政評価情報の利用度がどのような

要因によって決定されるかについて，その規定要

因を計量的な分析手法によって明らかにすること

であるIlo 

さて，そもそも予算編成と他の行政の韮幹シ

ステムの関係すなわち「予算と計画」ないし

「予算と評価Jをどのように連動させるかといっ

た課題は，国と地方にかかわらずこれまで試行

錯誤の歴史がある。たとえば1960年代に米国国

防省予算への通用に始まったPPBS(Planning 

Programming Budgeting System)では計画策

定，予算編成執行管理業績評価を一貰した体

系的な行政管理方式として連邦政府各省庁や地方

自治体で適用が試みられた。これに呼応するかの

ように当時わが国及び自治体ではPPBS導入へ

の関心が急速に高まった（秋山 1971: 27)。もっ

とも1970年代初頭にPPBSは種々の理由から「挫

折」を味わうことになり，行政実務への定着は見

られなかったという教訓がある。

近年では1990年代半ば以降，財政危機の深刻化

を背景にわが国では自治体レベルで行政評価シス

テムの導入が急速に進展した。それまでは自治体

では主に総合計画の管坪評価や予算との連動に多

くの関心が注がれていたが1,1, 「計画」と「予算」

の間に「評価」が制度的に介入することによって，

計画・評価・予算の 3つを構成要素に位骰付けた

マネジメントシステムの構築が新たな課題として

浮かび上がってきだ3)。なかでも評価をいかに予

算へ連動させるべきか未だ行政実務上の課題であ

り，確固とした理論や方法が存在するわけではな

しゞ4)0
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ところで，そもそも予算と評価とを容易に連動

させることは可能かどうかという議論があるのも

事実である。この点につき，多数の府省や自治体

で政策評価・独立行政法人評価等の制度設計とそ

の運用に携わってきた山谷 (2006: 39) は個人

的見解として［難しい」と述べている。確かにそ

う簡単なことではない。行政評価は特定の基準に

従って科学的に執行されるのに対し予算編成は政

治的介入がある（山本 2001: 124)。現実の政策

形成では多種多様な利害関係者が輻轄しているこ

とから，評価結果を直接的に予算編成に結び付け

ることは困難である。

しかしその一方で， 「行政評価は予算過程との

関連付けによって，その成果が大きく間われる。

予算編成に際して行政評価の活用を行わなけれ

ば，行政評価を行う意義が半減する」との指摘も

ある（新川 2000: 159)。予算編成から切り離さ

れた行政評価では現場での緊弧感が薄れてしまう

こともあり，行政評価の活用策の一つとして予符

編成へのフィードバックや反映を標榜している自

治体も少なくない。総務省の調査 (2010)では，

評価結果の活用方法として 1r算要求や査定」を

挙げる団体が最も多く，その規模にかかわらず 9

割以上にのぼっている。さらにその内訳をみる

と，団体規模によるが I参考資料としている」が

6割弱から 8割程度，「直接反映している」が 3

割から 4割強となっている。

では，評価が予算に「直接反映」されるにして

も， 「参考資料Jとされるにしても，その前提と

なる評価情報はどのような場合に利用されるので

あろうか。また予算編成過程において財政担当部

門が行政評価情報を利用している団体とそうでな

い団体とでは， どのような違いがあるのだろう

か。

以上の問題関心から，本研究では全国の都市自

治休を対象としたアンケート調査で得られたデー

タを分析することにより， これらの間いへの解を

探ってみたい,s。以下では，まず先行研究の概説

と本研究の位置づけについて述べる。つぎに先行

研究の知見等を踏まえ，仮説の設定を行う。さら

に仮説の検証を行うため，調査データを用いて統

計的手法による実証分析を試みる。最後に分析結

果を踏まえ，本研究の結論と今後の課題について

述べる。
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2. 先行研究

わが国自治体における行政評価の現況や動向に

関する全国規模のアンケート調査結果は民間シン

クタンク等から多数報告されている。だが本研究

のテーマである行政評価と予算編成の連動や行政

評価情報の利用度を正面から取り上げた実証的研

究はさほど多くない。以下ではその主な研究を

挙げることにする。

宮本 (2004: 138-154) は複数の都道府県を

対象にしたインタビュー調査を踏まえながら，行

政評価システムにおける予算編成へのフィード

バックのあり方について考察している。その結論

としては多くの自治体では政策・施策・事務事

業とプレイクダウンされた評価体系における各数

値が予算編成に資するものとなっているものの，

行政評価システムにおける I事業」と予算編成の

「事業」の不至致や，「事業」の上位にある『政

策J「施策Jの評価を予算編成にフィードバック

させることの困難さが，評価から予算へのフィー

ドバックを阻害する要因であると指摘している。

他方，松尾 (2009: 289-303) 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

先行研究や事例調査（松尾 2006:121-135)から

研究仮説として導出し， これらを全国の都追府県

及び市・東京特別区（計853団体）を対象に行っ

た実態調査データを利用して検証しようとしてい

る。具体的には，行政評価情報の利用度を被説明

変数とし，経営環境の複雑性，測定・評価の合坪

性確保の困難性，導入サポート， リーダーシップ

を説明変数に，またインターラクティブネット

ワーク，責任共有分権化（融通度，組織・人事，

予算）を媒介変数にして， これらの影響関係を因

--f分析によって析出している。予算と評価の関連

では，分権的な予算編成を実施している肖治休で

は，行政評価情報の利用ができている可能性が高

いことを示唆している。また山村 (2009: 28-39) 

も行政評価を導入運用している都道府県・政令指

定都巾・中核市を対象にアンケート調査を行って

いる。財政担当部署を対象とするアンケート調査



をもとに，予算編成を担う財政担当部署が予算査

定時に評価結果を重視しているか否かで 2群に分

け，事務事業評価や施策評価の導入目的と，行政

評価担当部署職員が評価の効果として捉えている

実効性，必要性，改善可能性等をクロス分析し，

それらに違いがあるかを考察している。

しかしながら依然として， これらの研究には未

解明な点がある。第 1に，予算編成過程において

行政評価情報が財政担当部門に利用されるかどう

かはどのような要因によって説明されるのか明

らかでない。第 2に，山村 (2009: 28-39) など

の一部の研究を除き，ほとんどが事務事業評価と

施策評価を寸舌りにして調査分析を行っている。

事務事業評価と予算編成の連動については宮本

(2004: 138-154) をはじめ一定の知見があるが，

導入年数が比較的浅い施策評価に関しては予算ヘ

のフィードバックが困難であるとされていること

から，施策評価の情報が予算編成過程で利用され

るための要因を分析し明らかにすることは学術的

にも実務的にも意義がある。第 3に，予算編成過

程における行政評価情報が利用されるためには，

次章で示すように財政担当部門と行政評価担当部

門の組織間連携が不可欠である。こうした観点に

着目した実証的研究がほとんど見当たらない。第

4に， 自治体行政の基幹システムである総合計画

（計画期間，実施計画の策定方式等），予算編成

（枠配分予算制度の有無及びその対象経費等），行

政評価（評価サイクル，コスト算定範囲，評価手

法等）は団体によって多彩多様なシステム構造を

形成しているが， この点はほとんど考慮されてい

ない。

そこで本研究ではこれらの点を踏まえ，データ

に基づいた精密な分析を行うことによって，本研

究の課題を明らかにしていきたい。

3. 仮説の設定

投稿論文

2003)。しかし，企画部門と財政部門はしばしば

「水と油」の関係に例えられるように必ずしも

緊密な連携が図られているわけではない。「評価」

は各所管部局への内部統制機能を有するため， こ

れと予算編成を関連づけることは，行政内部の政

治的力学関係に変化をもたらし，予算編成権を有

する財政部門との間でコンフリクトが発生するお

それもある。こうした状況ドでは，評価は企画部

門で検討がなされ， したがって計画との関連で実

施され， 予算編成過程とは独立になっている例も

多い（古川 2003)。そうだとすれば，財政担当部

門において行政評価情報が予算編成過程で利用さ

れているためには，行政評価担当部門と財政担当

部門の連携・調整がより一層不可欠であろう。

そこで本研究では，行政評価担当部門と財政担

当部門の連携に関する要素として，「システム」

I意思決定フロー」「情報共有」「組織機構」の 4

点に着目し，予算編成過程における財政担当部門

の行政評価情報の利用に関する仮説を設定する。

3. 1. システム連携仮説

3.1.1. 事務事業評価に関する仮説

第 1は文書様式（シート）の統一化である。事

務事業評価調書と予算要求書は内容的に重複する

部分も少なくない。評価と予算の情報を同一の調

書で把握できれば，財政担当部門は予算編成に際

して事務事業評価情報を利用しやすくなるはずで

ある（仮説 1)。

第 2は事業単位の整合である。事務事業評価と

予算編成の連動に関しては，従来から評価の管理

単位の「事業」と予算編成単位の I事業」との

不一致が問題であることが指摘されている（宮

本 2004: 138)。したがって，事業単位を予算か

評価のどちらか一方に統一するか，あるいは統一

しないまでも 1対nの対応関係に整理することに

よって，事務事業評価を予算編成に反映させやす

くなると考えられる（仮説 2)。

第 3は事務事業評価結果による予算編成上の

ルール化である。事務事業評価で「廃止」の結果

となった事業については原則として予算措置を行

真に効果的な行政経営システムを構策するため わないといった内部統制がある団体ほど，財政担

には，企画・人事・財政といった行政各部門が腹 当部門は予算編成に際して事務事業評価情報を利

を割って協議し，これら従来システムを統合する 用するであろう（仮説 3)。

形で行政評価システムを導入する必要がある（辻 第4は事業別予算の導入である。性質別予算で
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はその予算がどのような目的に使用されるかを具

体的に把握することは難しい。事業別予算はこう

した従来の予算編成方式の欠点を改め，事業目的

に対応する予算体系である。事業別予算方式の導

入により行政評価と予算の一体化が図られ（新川

2000 : 160), 予算編成にあたり財政担当部門は

事務事業評価情報をより利用しやすくなると考え

られる（仮説 4)。

第 5は評価におけるコスト算定の対象範囲であ

る。 予算編成では定数査定・人事異動・給与決定

と切り離して行うことが自治体の憤行となってお

り，通常は予算編成に用いられる情報には間接経

費を含んでいない。それゆえに事務事業評価の情

報がフルコスト算定に近い団体ほど，財政担当部

門は予算編成において事務事業評価情報を利用し

ているはずである（仮説 5)。

3. 1. 2. 施策評価に関する仮説

事務事業評価は個々の事務事業の改善や廃止に

効果的な手法であるが，行政責源の最適配分や事

業の再編には適していない。そのため施策評価を

導入する自治体も少なくない。施策評価につい

て，筆者はかつて 3つの理論類型を提ホした（佐

藤 2001: 54)。第 1はベンチマーキングである。

施策レベルで評価指標と目標値を設定することに

より， 目標達成度の推移を継続的にモニタリング

したり，全国の平均値や他地域の数値を比較する

ことで状況が悪化していたり相対的に弱い分野を

発見し，資源配分の見直しを行うものである。第

2は有効性分析である。施策の実現に対して個々

の事務事業がどれだけ貢献• 寄与しているかとい

う有効性の観点から分析評価を行うものである。

第 3は優先順位づけである。施策を多様な評価基

準により総合評価し，施策を構成する事務事業間

にウエイトを付けたり，優先/II且位づけを行う多韮

準分析である。このほか，現実の施策評価では施

策を実現するための手段である事務事業群が妥当

であるか否かの評価（妥当性評価）が行われてい

る。

これらのうち，現状では自治体の施策評価では

ベンチマーキングが主流である。しかし，資源配

分の観点からは施策評価において優先順位づけを

行っている団休のほうが財政担当部門は施策評

の優先順位が明らかにされることで，事務事業評

価のように個々の事務事業への予算措置をどの程

度行うかといったミクロレベルでの予算反映では

なく，マクロな視点でどのような事業に予算を重

点的に配分すべきかを判断する際の諸情報を財政

担当部門に提供できるからである（佐藤 2009:

38)。

3. 2. 意思決定フロー連携仮説

評価と予算の連動に際しては［スケジュール」

の調整が間題となる。実務的には年間を通じた意

思決定過程において， どのように行政評価を配置

し予算編成に接続させるかが課題である。評価と

予箇の意思決定の流れについて，理論的には「先

に評価結果が提示され， これに即して予算編成

が進められる」（評価先導型予算編成）， I評価と

予算編成は連動しながら同時並行に進められる」

（評価並行型予算編成）， 「先に予算内示が提示さ

れ， これに即して評価が進められる」（評価追随

型 f算編成）， 「評価は予算編成とあまり連動して

いない」（評価非連動刑予算編成）の 4つに大別

できる。これらのうち評価追随型と評価非連動型

の予算編成では評価情報がほとんど活用されない

が，評価先導型予算編成が評価並行型予算編成よ

りも評価情報が利用されるものと考えられる（仮

説 7)。

3. 3. 情報共有連携仮説

行政評価結果を取りまとめた膨大な量の書類や

データを財政担当部門に単に送り渡すだけでは，

評価情報は適切に利用されないおそれがある。し

かし財政担当部門と行政評価担当部門が評価に関

する諸盾報を互いに共有化していれば，予算編成

過程において財政担当部門は評価情報を活川しよ

うとするだろう（仮説 8)。現実的な工夫として

は， 「各担当部門に対する予算ヒアリングに行政

評価担当部門が同席する」「各担当部門に対する

行政評価ヒアリングに財政担当部門が同席する」

「各担当部門に対する予算ヒアリングと行政評価

の事業ヒアリングを一元化する」「ヒアリングと

は別に定期的に協議する」などが考えられる。

価情報を利用しているのではないかと考えられ 3.4. 組織的連携仮説

る（仮説 6)。なぜならば施策を構成する事業間 行政評価担当部門と財政担当部門が組織機構上
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どのような関係を形成しているかによって，予算

編成過程における財政担当部門の行政評価情報利

用度に差異がある。これは評価と財政の担当組織

の形態に着目した仮説である。行政評価担当部門

と財政担当部門の関係としては，企画財政課のよ

うに「行政評価担当部門と財政担消部門は同じ課

が担当しているJケース，企画財政部のように「行

政評価担当部門と財政担当部門は同じ部局である

が異なる課が担当している」ケース，また「行政

評価担当部門と財政担当部門は異なる部局が担当

している」ケースなどが想定される。行政評価担

当部門と財政担当部門が同じ部局に属するか，あ

るいは同一の課が担当している場合では相互の意

思疎通が図られ，予算編成過程における行政評価

情報利用度が増すものと考えられる（仮説 9)。

4. 実証分析

4. 1. 分析の対象と手法

4. 1. 1. 分析データ

行政評価清報の利用度に影響を与える要因が何

かを分析するためには自治体の行政経営システ

ム及びその運用状況の実態に関する詳細な情報を

幅広く収集する必要がある。

そこで， 自治休の総合計画・行政評仙・予算編

成の各担当部門（各担当課長）に対するアンケー

ト調査を実施した。同調査は平成21年 (2009年）

3月下旬から 4月下旬にかけて，全国の806団体

（市783団体，東京特別区23団体）を対象に行った。

調査祟については 3種類 (A票は総合計画担門課

長宛， B栗は行政評価担当課長宛， C票は財政担

当課長宛）を作成し，郵送により配布しだ61。ま

た回収については基本的には同封の返伯封筒によ

るものとしたが，ウェブサイトからも調査票をダ

ウンロードできるようにし電子メールによる回答

が選択できるようにした。さらに平成21年 (2009

年） 4月に追加的に回答依頼を行った。なお，各

アンケートの回収状況（回収率，回収数）はA票

が71.0%(572団体）， B票が69.9% (563団体），

C票が70.5% (566団体）であり，いずれも約 7

割の回収率であった。
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調査票の記入に際しては回答の曖昧さを防ぐた

め， 平成20年度 (2008年度）の実態について記

述してもらうように明記した。またアンケート調

査の設問設計にあたっては，総合計画と予算編

成，行政評価と予算編成及び総合計画と予算編

成の各連動状況が把握できるように工夫した。そ

して，分析にあたってはアンケート調査で得られ

たデータをもとに，必要に応じて欠損値処理量

的データからカテゴリカルデータヘの変換，デー

タのリコードなどを行い， 388団体からなるデー

タセットを作成した。

本研究では予算編成過程における行政評価情報

の利用がどのような要因によって決定されるかを

明らかにすることがねらいであるので，予算編成

過程における I施策評価情報の利用度」及び「事

務事業評価情報の利用度」を被説明変数（目的変

数）とした。ただし， これらはいずれも財政担当

部門へのアンケート調杏票 (C票）によって把握

するように留意した。自治体行政評価に関する全

国規模の既往アンケート調杏はそのほとんどが企

両部門か評価担当部門に対する回答依頼を行って

いるが，それでは評価制度の構築及び連用を主た

る業務とする回答者の「評価情報が予算編成にお

いて利用されているであろう」といった希望的観

測バイアスが含まれ，必ずしも適切なデータが得

られないからである,]',o

つぎに説明変数についてであるが，予算編成過

程における「施策評価情報の利用度」及び「事務

事業評価の利用度」は多数の変数によって規定さ

れていることが考えられる。そこで前述の仮説に

関連した項目を中心に，総合計画，行政評価， 予

算編成の各システムの構築状況をも説明変数に加

え， これらがどのように予算編成過程における事

務事業評価情報の利用度や施策評価情報の利用度

を規定しているかについて分析することにした。

説明変数の一覧を取りまとめたのが表 1である。

4. 1. 2. 分析手法

予算編成過程における施策評価情報や事務事

業評価情報の利用がどのような因子によって説

明されるかを明らかにするために， AIC統計量

(Akaike's Information Criterion ; 赤池情報量

規準）を用いて分析を行っだs,。AIC統計量は次

式により計算される。

AIC = (-2) Log (最大尤度） + 2 (自由パ
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ラメータ数）

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

(CA Tegorical Data Analysis Program) 

(Katsura and Sakamoto 1980) を利用できる点

にある。 CATDAPは調杏データをコンピュータ

のディスクファイルから入力して目的変数と全

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 1995:66-67)。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: 

66)。

4. 2. 分析結果

それでは前述の方法で全サンプル388団体を対

象に分析を行った結果をみてみよう。

まず事務事業評価情報の利用度を規定する要因

を示したのが表 2である。これは64の説明変数

（表 1) のうち，事務事業評価情報の利用度 rn
的変数）の説明力の大きい順に上位20位まで示し

たリストである。 AICの値が小さいほど目的変数

に対する説明変数の情報量が大きいと見なされ，

当該変数が説明要因としての意味がある。いずれ

の説明変数も AICがマイナスの値をとっている

ため，説明変数と目的変数の間の関係が独立では

ない（統計的に有意である）と解釈できる。

さて，説明力が最も大きい変数（第 1位）は「事

務事業評価と予算編成のフロー」であった。 AIC

が一696.927と非常に小さい。「事務事業評価と予

算編成のフロー」が事務事業評価情報の利用度を

最も大きく規定している。［事務事業評価情報の

利用度」と「事務事業評価と予算編成のフロー」

とのクロス表（表 3) から明らかなように，予

算編成過程における事務事業評価情報の利用度の

高い団体はその91.4%が［先に評価結果が提示さ

れ， これに即して予算編成が進められている」こ

とがわかる。「先に予算内示が提示され， これに

即して評価が進められる」団体や「評価は予算
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編成とあまり連動していない」団体では，予算編

成過程において財政担当部門が事務事業評価情報

を全く利用していないことは当然の結果と言える

が， I先に評価結果が提示され， これに即して予

算編成が進められる」ほうが， 「評価と予算編成

が連動しながら同時並行的に進められる」場合よ

りも，財政部門における事務事業評価情報の利用

度が高い。これは仮説 7を裏付ける結果である。

AIC値第 2位から第 4位は， 「事務事業評価結

果による予算編成上のルール化」に関する変数群

であった。第 2位が「事務事業評価で「廃止」の

結果となった事業は原則として予算措饂は行わな

い」，第 3位が「事務事業評価で I縮小」の結果

となった事業は原則として予算を減額措懺してい

る」，第 4位が「事務事業評価で［拡充Jの結果

となった事業は原則として予算を増額措置してい

る」であった。このようなルールがあれば，財政

担当部門は各相当課の予算要求が事務事業評価結

果に基づいているかどうかを点検する際に事務事

業評価情報を利用するのではないかと考えられ

る。これらの結果は仮説 3と一致している。

AIC値第 5位，第 8位，第 9位， 13位はいずれ

も情報共有連携仮説（仮説 8) に関する変数群で

あった。これらのうち事務事業評価情報の利用度

を最も大きく規定していた変数は［評価ヒアリン

グに財政部門同席」（第 5位）であった。提出さ

れた事務事業評価シートをもとに行政評価担当部

門が各担当課へのヒアリングを行うことは珍しく

ないが， このヒアリングに財政部門が同席する団

体では，やはり財政部門が予算編成過程で事務事

業評価情報を利用していることがうかがえる。

AIC値第 7位，第11位，第12位，第16位，第19

位は評価におけるコスト算定の対象範囲に関する

変数群となっている。 I間接事業費」， I退職給与

引当」， 「人件費Jが上位にきており，事務事業評

価においてフルコストに近いコスト算定を行うこ

とが財政担当部門による事務事業評価情報の利用

につながっているといえよう（仮説 6)。

その他，上記の要因よりも影響力は小さいが，

「シート統合」（第17位）や「事業単位の整合」（第

18位）も事務事業評価情報の利用に関連している

ことがわかる。これらは先行研究で指摘されてい

たことだが，あらためて本分析によっても確認さ

れた（仮説 1, 仮説 2)。しかし事業別予算の導



投稿論文

表 1 説明変数一覧

変

実施計画の策定方式

数 カテゴリー

実施計画と予算編成のフロー

実施計画と予算編成の事業単竹

l毎年ローリング方式

2その他の策定方式

3非該当

l先に実施計画に計卜する事業が提示され， これに即して予算編成が進められる

2予算編成と実施計画の改定は連動しながら同時並行的に進められる

3予算編成と実施計画の改定は同時並行的に進められるが，連動していない

4予算編成終了後に実施計画の改定が行われる

5その他

6非該当

1両者を致させており，対応関係は明確である

2両者は一致しているもの一致していないものが混在化しているが対応関係は明確である

3両者は一致しているもの一致していないものが混在化しており対応関係は明確でない

4両者は致していないが，対応関係は明確である

5非該当

実施計画と予算編成

実施計画ヒアリングに財政同席

予算ヒアリングに総計同席

ヒアリングの一jじ化

定期的協議

シート統合化

その他

総計と評価の組織関係

総計と財政の組織関係

評価と財政の組織関係

事務事業評価の導人年数

事務事業評価のサイクル

施策評価の導人年数

施策評価のサイクル

事務事業評価のコスト算定

直接事業費

間接事業費

人件費

滅価償却費

退職給与引当

その他

施策評価

ベンチマーキング

打効性分析

優先順位づけ

妥当性評価

その他

事務事業評価の結果と実施計l剌への計上

l反応あり 2反応なし 3非該当

l反応あり 2反応なし 3非該当

l反応あり 2反応なし 3非該当

l反応あり 2反応なし 3非該当

l反応あり 2反応なし 3非該当

l反応あり 2反応なし 3非該当

1総合計画担当部門とh政評価担当部門は同じ課が担当している

2総合計両担当部門と行政評価担当部門は同じ部局であるが異なる課が担当している

3総合計画担当部門と行政評価担当部門は異なる部局か担当している

4非該当

1総合計両相当部門と財政担当部門は同じ課が担''jしている

2総合計画担当部門と財政担当部門は同じ部局てあるが，異なる課が担当している

3総合計両担当部門と財政担当部門は異なる部局が担当している

4非該当

1行政評価担当部門と財政担当部門は同じ課が担当している

2行政評価担当部門と財政担当部門は同じ部局であるが，異なる課が担当している

3行政評価担当部門と財政担当部門は異なる部局が担当している

4非該当

1 3年未満 (1~2年）

l l年

1 3年未満 (1~ 2年）

1 1年

l反応あり

l反応あり

l反応あり

1反応あり

l反応あり

l反応あり

2

2

2

2

2

2

 

2
-
2
-
2
-
2
 

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

その他

その他

その他

その他

l反応あり 2 反応なし

l反応あり 2 反応なし

l反応あり 2 反応なし

1反応あり 2 反応なし

1反応あり 2 反応なし

1あてはまっている

2どちらかといえば，あてはまっている

3どちらかといえば，あてはまっていない

4ほとんどあてはまっていない

5非該当

3
-
3
-
3
-
3
 

井該当

井該当

非該当

非該当

3

3

3

3

3

3

 

非該当

非該当

非該当

葬該当

非該当

非該当

3

3

3

3

3

 

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当
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変数

行政評価と実施計画の整合を図るためのエ夫

実施計画ヒアリングに評価同席

評価ヒアリングに総計同席

ヒアリングー元化

定期的協議

シート統合化

その他

事務事業評価と予算編成の事業単位

カテゴリー

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

1反応あり 2 反応なし 3 非該当

l向者を一致させており，対応関係は明確である

2向者は 致しているもの一致していないものが混在化しているが対応関係は明確である

3両者は致しているもの一致していないものが混在化しており対応関係は明確でない

4向者は一致していないが，対応関係は明確である

5」片亥"l

行政評価と予算編成の整合を図るための上夫

予算ヒアリングに評価同席

評価ヒアリングに財政同席

ヒアリングー元化

定期的協議

シート統合

その他

枠配分予算の方法

部別配分

課別配分

政策別配分

施策別配分

その他

枠配分予算の対象経費

扶助費・公債費等

人件費

義務的経費以外

投資的経費

政策調整枠等

その他

事業別予算制度の有無

予算編成と実施計画のフロー

l反応あり

l反応あり

l反応あり

l反応あり

l反応あり

l反応あり

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

3

3

3

3

3

3

 

2

2

2

2

2

2

 

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

l反応あり

l反応あり

l反応あり

l反応あり

l反応あり

2

2

2

2

2

 

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

反応なし

3

3

3

3

3

 

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

実施計画に計上された事業は予算化している

総計査定と財政査定

予算要求のための実施計画計上

実施計画の財政裏付け

1反応あり 2 反応なし 3 非該当

1反応あり 2 反応なし 3 非該当

1反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし 3 非該当

l反応あり 2 反応なし ：｝ 非該当

l採用している 2 採用していない

l先に実施計両に計上する事染が提示されこれに即して予算編成が進められる

2予算編成と実施計画の改定は連動しながら同時並行的に進められる

3予算編成と実施5t両の改定は同時並行的に進められるが，連動していない

4予算紬成終（後に，実施；；11間の改定が行われる

5井該当

lあてはまっている

2どちらかといえば，あてはまっている

3どちらかといえば，あてはまっていない

4ほとんどあてはまっていない

5非該当

lあてはまっている

2どちらかといえばあてはまっている

3どちらかといえば，あてはまっていない

4ほとんどあてはまっていない

5非該当

1あてはまっている

2どちらかといえばあてはまっている

3どちらかといえばあてはまっていない

4ほとんどあてはまっていない

5非該当

1あてはまっている

2どちらかといえば，あてはまっている

3どちらかといえばあてはまっていない

4ほとんとあてはまっていない

5非該当
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変数 カテゴリー

事務事業評価と f算編成のフロー l先に評価結果が提ホされこれに即して予算編成が進められる

2評価と予豆編成は連動しながら同時併行的に進められる

3先に予算内示が提示され， これに即して評価が進められる

4評価は予算編成とあまり連動していない

5非該当

施策評価と予算編成のフロー l先に評価結果が提示され， これに即して予算編成が進められる

2評価と予鉢編成は連動しながら同時併行的に進められる

3先に予算内ポが提示され， これに即して評価が進められる

4評価は予算編成とあまり連軌していない

5非該当

事務事業評価結果と予算編成の関係

「廃止」の結果となった事業は原則として 1反応あり 2 反応なし 3 非該当

予算措置は行わない

『縮小」の結果となった事業は原則として ］反応あり 2 反応なし 3 非該当

予算を減額措置している

［拡允」の帖果となった事業，原則として 1反応あり 2 反応なし 3 非該当

f算を増額措岡している

両者に特別な関係は認められない

予臣での事務事業評価情報の利用度

予算での施策評価情報の利用度

］反応あり 2 反応なし 3 非該当

l十分に利川している

2どちらかと言えば，利用している

3どちらかと言えば，利用していない

4ほとんど利用していない

5非該当

1 i分に利用している

2どちらかと言えば，利用している

3どちらかと詞えば，利用していない

4ほとんど利用していない

5非該当

表 2 予算編成過程における事務事業評価情報の利用度を規定する要因

順位 説明変数 カテゴリー数 AIC統計量

市務事業評価と予算編成のフロー 5 -696.93 

2 事務事業評価と予算編成：廃止 3 -495.07 

3 事務事業評価と予算編成：縮小 3 ~488.55 

4 事務事党評価と予算編成：拡充 3 -459.34 

5 行政評価と予算編成：評価ヒアに財政部門同席 3 -447.69 

6 事務事業評価の導入年数 3 -442.24 

7 事務市業評価のコスト算定：間接事業費 3 -437.39 

8 行政評価と予算編成：その他 3 -435.23 ， 行政評価と予算編成：定期的協議 3 -434.91 

10 事務串業評価のサイクル 3 -433.49 

11 市務市菓評価のコスト算定：退職給与引当 3 -433.38 

12 事務事業評価のコスト算定：人件喪 3 A32.86 

13 行政評価と予算編成：予算ヒアに評価部門同席 3 -432.77 

14 行政評価と予算編成：ヒアー元化 3 -432.52 

15 事務事党評価と 1,算編成：その他 3 A32.24 

16 事務事党評価のコスト算定：直接事業費 3 -431.34 

17 行政評価と予算編成：シート統合 3 -430.42 

18 事務事路評価と予算編成の事業単位 5 -429.34 

19 事務事槃評価のコスト算定：滅価佑却費 3 -428.77 

20 事務事業評価のコスト算定：その他 3 -427.86 
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AIC値の差

201.85 

6.53 
29.20 

11.65 

5.45 
4.85 
2.17 

0.31 
1.42 

0.11 
0.51 

0.10 
0.25 

0.27 

0.90 
0.92 
1.09 
0.57 
0.91 
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表 3 「事務事業評価情報利用度」と「事務事業評価と予算編成のフロー」

上段人数 下段％

予算編成過程における

事務事業評価情報の利用度

事務事業評価と

予算編成のフロー

先に評価結果が提示され， これに即して

予算編成が進められる

評価と予算編成は連動しながら同時併行

的に進められる

先に予算内示が提示され， これに即して

評価が進められる

評価は予算編成とあまり連動していない

合 計
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21 7 
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1
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ー

130~ 

0
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ほ
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ど
禾
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な
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ー

合

計

116 

100.0 

33 

100.0 

2 

100.0 

72 

100 

226 
100.0 

（注）「非該当」については割愛したため，合計値はサンプル数と一致しない。

入（仮説 4) や組織的連携仮説（仮説 9) は統計 つぎに，予算編成過程における施策評価情報の

的に有意ではなかった。他方，財政担当部門が事 利用度を規定する要因についてみてみよう。施策

務事業評価情報を利用するようになるには，「事 評価情報の利用度の説明力の大きい順に上位20

務事業評価の導入年数J(第 6位）が関係してい 位までをリスト化したものが表 4である。これら

ることがわかる。 はすべてAIC値がマイナスであるため，いずれ

表 4 予算編成過程における施策評価情報の利用度を規定する要因

順位 説明変数 カテゴリー数 AIC統計量 AIC値の差

1 施策評価と予算編成のフロー 5 -475.69 
2 施策評価：妥当性評価 3 -387.17 88.52 

3 施策評価：優先顛位づけ 3 -385.81 1.35 
4 施策評価の導入年数 3 -384.58 1.23 

5 施策評価のサイクル 3 -384.57 0.02 

6 施策評価：有効性分析 3 -384.45 0.11 

7 施策評価：その他 3 -381.90 2.55 

8 施策評価：ベンチマーキング 3 -381.41 0.50 ， 予算での事務事業評価情報の利用度 5 -175.33 206.08 
10 行政評価と予算編成：定期的協議 3 -105.31 70.02 
11 事務事業評価と予算編成のフロー 5 -101.06 4.25 
12 行政評価と予算編成：シート統合 3 -97.57 3.50 
13 行政評価と予算編成：評価ヒアに財政部門同席 3 -96.78 0.79 
14 行政評価と予算編成：その他 3 -95.22 1.56 
15 行政評価と予算編成：予算ヒアに評価部門同席 3 -94.59 0.63 
16 行政評価と予算編成：ヒアー元化 3 -93.05 1.55 
17 事務事業評価の導入年数 3 -86.96 6.09 
18 事務事業評価と予算編成：廃止 3 -85.91 1.05 
19 事務事業評価のコスト算定：間接事業費 3 -84.28 1.63 
20 事務事業評価と予算編成：拡允 3 -80.93 3.35 
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も統計的に有意である。

第 1位は「施策評価と予算編成のフロー」で

あった。これは事務事業評価の場合と同様の結果

であり，最も重要な因子である。年間を通じた意

思決定過程において財政担当部門が施策評価情報

を利用するためには，施策評価を年度前半に配溢

した上で秋頃から始まる予算編成に接続させるな

ど，意思決定の手順を調整することが極めて重要

であることが示唆された（仮説 7)。

第 2位から第4位と第 6位から第 8位はいずれ

も施策評価のシステム構成に関する要因である。

第 4位に「施策評価の導入年数Jが見られるが，

前述の事務事業評価の分析結果でも「導入年数」

は第 6位と説明力は高い。これは異なるシステム

を連動させるには相当の時間が必要なためである

と推察される。また注目すべき点としては，資源

配分の観点からは施策評価において『ベンチマー

キング」よりも「優先順位づけ」を導入している

団体のほうが，財政担当部門が施策評価情報を利

用している可能性が高い（仮説 6)。表 5は「施

策評価情報の利用度」と「優先順位づけ］とのク

ロス表であるが，施策を構成する事業間の優先順

位づけを導入している団体では58.2%が予算編成

過程で施策評価情報が利用されているが，施策評

価で優先順位づけを導入していない団体の55.3%

が財政担当部門は施策評価情報を利用していない

ことが読み取れる。なお「優先順位づけ」よりも

「妥当性評価」のほうが施策評価情報の利用度を

投稿論文

説明する因子として有効度が高かったがAIC値

の差が1.35と僅差であるため，それほど大きな違

いがあるというわけではない。

さらにAIC値第10位，第13位，第14位，第15

位に情報共有連携仮説（仮説 8) に関する変数群

があがっている。事務事業評価の場合は， 「各担

当部門に対する行政評価ヒアリングに財政担当部

門が同席している」が最も説明力が大きかったの

に対し，施策評価ではヒアリングとは別に「定期

的に協議している」ことが重要な要因となってい

る。

これ以外の要因として，第 5位に施策評価のサ

イクルが挙げられる。事務事業評価と同様，施策

評価についても毎年度実施するほうが情報鮮度が

高いため，予算編成過程で評価情報が利用され

やすいものと考えられる。その他興味深い点とし

て， 「予算での事務事業評価情報の利用度」（第 9

位）， 「事務事業評価と予算編成のフロー」（第11

位）， 「事務事業評価の導入年数J(第17位）など

事務事業評価に関連した要因が入っていることで

ある。施策評価情報はそれ単独で利用されるより

も，事務事業評価情報と合わせて利用されること

が多いからではないかと考えられる。なお，事

務事業評価でもそうであったが，組織的連携仮

説（仮説 9) に関する要因は統計的に有意ではな

かった。

表 5 「施策評価情報利用度」と「施策評価における優先順位づけの導入有無」

上段人数下段％

予算編成過程における 十 利ど 利ど ほ

施策評価情報の利用度
分 用ち 用ち と
に しら しら ん
利 てか てか ど 合
用 いと いと 禾I]
し る言 な言 用
て え いえ し
し) ば ば て 計

施策を構成する事業間の
＼ 

る し)

な
優先順位づけの導入有無 し)

導入している
7 18 4 14 43 

16.3 41.9 9.3 32.6 100.0 

導入していない
8 17 5 26 56 

14.3 30.4 8.9 46.4 100.0 

合 計
15 36 ， 40 99 

15.2 36.4 9.1 40.4 100.0 

（注） 「非該当」については割愛したため，合計値はサンプル数と一致しない。
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5. 結論

本研究では，評仙と予算の連動メカニズムを構

造的に把握するため，予算編成過程における財政

担当部門の行政評価情報の利用度がどのような要

因によって決定されるかについて着目し，その規

定要因の探索を試みてきた。

以上の分析結果を総合すると，本研究で得られ

た知見は次の 6点である。第 1に，予算編成過程

における財政担当部門の行政評価情報の利用度に

最も影響を与える要因は，予算編成に行政評価を

先行させ両者を接続するように意思決定の流れを

調整したかどうかである。第 2に，組織機構のト

で評価担当部門と財政担当部門を同じ部局にする

ことは，評価情報の利用度に影響しない。むしろ

行政評価担当部門が行う各担当課へのヒアリング

に財政担当部門が同席したり， ヒアリングとは別

に定期的に協議することのほうが情報の共有化が

図られ， 予算編成過程において評価情報が利用さ

れやすいものと考えられる。第 3に，評価情報が

予算編成過程で利用されるためには，評価システ

ム導入後の経過年数が大きく関係する。新たに評

価システムを導入する場合にはそれが円滑に機

能するかどうかを見極め，必要に応じて改良を加

えなければならない。しかも予算編成と連動させ

るにぱ慎重な検討と試行錯誤が必要であり，それ

らに要する期間が必要であると考えられる。以卜＾

は事務事業評価と施策評価の共通点である。第 4

に，事務事業評価では評価と予算のシート統合化

や事業単位の整合化だけでなく，評価結果と予算

措置との関係を予めルール化したり，フルコス

トに近いコスト算定を行ったりすることが評価情

報の利用度を高めることになる。第 5に，施策評

価では事業間の優先順位づけを行ったほうが，評

価情報が資源配分の意思決定に利用される。第 6

に，施策評価は事務事業評価と合わせて実施する

ほうが予算編成過程での評価情報の利用度が高ま

る可能性が高い。以上のように事務事業評価と

施策評価に共通する要因もあるがそれぞれ異なる

要因も確認された。いずれにしても評価と予算の

82 

連動にはやはり行政評価担当部門と財政担当部門

の緊密な連携が肝心であろう。

なお今回は行わなかったが，今後はアンケート

結果から評価システムに関して自治体を類型化

し，どのような評価類型が予算編成過程における

評価情報の利用度が高いかを明らかにする必要が

あるだろう。またアンケート結果とリンクさせ，

具体的事例のより詳細な検討が必要と考えられ

る。さらに本研究では特に行政の内部要因（計画・

評価・予算のシステム構造，情報共有性，意思決

定フロー，組織形態等）に着目し分析を行ってき

たが，公共政策の決定過程は価値判断に依存する

政治的過程 (politicalprocess) に大きく依存し

ている。そこでこうした政治的過程すなわち行

政評価情報の利用から予算への反映に至るプロセ

スに焦点を当てながら，多様な主体の影響力構造

を把握することが今後の研究課題である。
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［注］

(1 I 「行政評価」「政策評価Jという用語は学術的

にも実務的にも論者によってその意味するとこ

ろが異なる場合もある。学術的には， 「評価Jは

プログラム評価 (ProgramEvaluation) と業

績測定 (PerformanceMeasurement) の 2つ，

あるいはこれらに政策分析 (PolicyAnalysis) 

を加えた 3つに大別されることが多い（山谷

2006, 古川・北人路 2004)。ーカ，わが国の自

治体行政実務では，政策・施策・事務事業といっ

た政策の階層性に着日し，各レベルを対象とし

た評価をそれぞれ「政策評価J「施策評価J「事

務事業評価」と呼ぶことが一般的となっている。

本稿では，わが国の自治体における評価を総称

して「行政評価」と呼ぶこととする。

(2) たとえば斎藤 (1992) は総合計画の運用管理

体系の整備が必要だとし， これと予算編成を一

休化することにより実現する事業別予算システ



ムの形成が当面の共通目標としている。

(3) 小西 (2005: 51-62) によれば，行政評価導入

の先導的役割を果たした三重県では北川知事就

任直後から改革を始め， planとしての総合計画，

doとしての予算， seeとしての行政評価という

行政経営システムの全体像が次第に整理されて

いったという。

(4) この｝はに関連して， 田渕 (2010: 44) は「評

価結果の活用に関しては， これまで予算編成シ

ステム等の行政システムを改善せずに評価結果

を活用しようとした結果，活用方策として予算

への反映を掲げながらも，予算編成の参考資料

にとどまることも少なくなかった」という。同

様に，松尾 (2009: 277)は全国アンケート調査

の結果を踏まえ， ［予算への反映については結果

的に成果が上がったと認識した自治体が多い一

方で，その過程は容易ではなかった，あるいは

依然として課題があると認識している自治体が

多かったことがうかがえる」としている。

(5) 都市自治体では韮本構想の法制化以来，基本

構想に基づく基本計画と実施計画の策定といっ

た総合計画の体系化が進んでいること，また町

村レベルでは行政評価の導人率が依然として低

い傾向にあることなどから，本研究では都市自

治体（巾・東京特別区）を調査分析の対象とす

ることにした。

(6) A祟（総合計圃担当課長宛）， B祟（行政評

価担当課長宛）， C粟（財政担当課長宛）の調査

名はそれぞれ「自治体の総合計画と行政経営に

関する実態調査J「自治体の行政評価と行政経営

に関する実態調査J「自治体の予算編成と行政経

営に関する実態調査Jである。アンケートの構

成は， A東が I総合計画の概要， II総合計画と

行政評価の関係， m総合計画と予算編成の関係

w組織形態， V総合計画担当部門の権限・役割

を， B票が I行政評価の概要， II行政評価と総

合計画の関係，皿行政評価と予算編成の関係，

w行政評価における職場議論， v行政評価担当

部門の権限・ 役割。 C票が予算編成の概要， II 

予算編成と総合計画の関係， m予算編成と行政

評価の関係， W財政担当部門の権限・役割であ

る。

(7) 財政部門が実態として評価情報をあまり利用

していなくても「評価情報を予算で利用してい

る」と対外的に回答することも想定されるが，

そうしたバイアスは簡単に取り除けるものでは

ない。このため本研究では，財政部門の同答結

果と利用実態がさほど大きくかけ離れているも

のではないという仮定を骰いて分析を行ってい

る。なお評価情報の利用度は「十分に利用して

いるJIどちらかと言えば利用している」「どち

投稿論文

らかと言えば利用していない」「ほとんど利用し

ていない」の 4件法により把握した。

(8) AIC以外にも様々な規準が提案されている。

AICは平均対数尤度の期待値であり，導出過程

において漸近正規性の仮定を置いている。最近

では漸近正規性の仮定を置かないで，精密に計

算する方法も知られている。例えば，多変量TE

規分布の枠内で精密に分析するc-AIC(又はh
限修正されたAIC), シミュレーションによって

バイアスを直接計測しようとするEIC, 解析的

にバイアスを求めるTICなどである。 AICはこれ

らと比較すると，バイアスの評価にやや不正確

な部分があるものの．適用範囲が広く，簡便で

あるという点で優れていると考えられる。一方，

AICはベイズ坪論的な解析に基づく BICとの間で

優劣に関する論争が見られたが， これは基本的

な考え方の違いであり，本研究ではより大量の

データに対して．より複雑なモデルを対応させ

るとういう考えのもとAICを採用した。
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