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序章 2つの政策評価

第 l節官僚制と政策評価

公共事業をはじめとした歳出構造等を見直す

ツールの 1つとして，政策評価が用いられるケー

スが増えている。国，地方を通じた財政危機の状

況下，固と地方の関係だけでなく都市と地方との

財源配分をめぐる緊張関係が高まったことを背景

に，公共事業の配分見直し等が必然的な課題とな

り，限られた財源を有効に活用していくために，

中止・休止を含めた公共事業のあり方を抜本的に

見直すことが不可欠となっていることによる。

広域自治体，基礎自治体を問わず，政策評価の

取り組みは，全国各地の自治体に広がっている。

首長の強いリーダーシップのもとで政策評価が威

力を発揮している報告も多い。その反面，成果を

挙げていても首長や評価に精通した職員が去り，

システム自体が機能不全に陥る場合や，そもそも

具体的な成果自体を挙げることができない場合も

少なくない。先進自治体で成果を挙げた評価制度

を他の自治体がそのまま導入しでも，もたらす成

果や影響は千差万別である。そうした結果が生じ

てくる要因を分析するためには行政学の見地，つ

まり，行政システムと行政活動を担う公務員を中

心とする官僚行動のメカニズムについての認識と

分析・研究を行うことが不可欠になる。当然，こ

こでいう官僚行動のメカニズムには自治体職員の

行動様式も含まれる。

本稿は政策評価シートなどの分析手法を記述す

るものではない。政策評価の先進自治体の各手法

比較などに技術的側面から踏み込むことも課題と

はしていない。その詳細な分析に関しては，すで

に多くが世に発表されており，それらに委ねるこ

ととし，本稿では政策評価の本質と官僚行動様式

の関係について論じてみたい。具体的には，第 1

章では，北海道庁(以下「道庁J)の「時のアセス

メント」と「政策アセスメント」の課題について

取り上げる。第 2章においては，道庁の「特定政

策評価」の制度設計及び「特定政策評価」対象事

業の「道道静内中札内線(通称日高横断道) (道管

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

理区間)の将来の整備のあり方J (以下「日高横断

道整備J)の評価手法をケーススタディとして分析

する。第 3章では，第三者機関の制度設計につい

て考える。その上で終章では，自治体に政策評価

制度が定着するためにはどのような視点が重要な

のかを提唱するかたちで論じる。

第 2節政策評価の目的と本質

自治体の政策評価に対する実務的な悩みは，部

局と政策評価担当部局が取りまとめる作業に膨大

な時間，人件費，その他のコストが費やされるこ

とである。そのことが行政サービスの質にも影響

を与えることになる。その費やされる時間やコス

トの多寡は自治体の特性，固有の事情，個別政策

の背景などによって差がある。多くの自治体の取

組形態では，行政改革を担当する独立部署や政策

経営室，政策企画課など官房系の部署がほぼ独占

的に政策評価の制度設計を行い，研修やマニュア

ノレによって全庁的に普及させて，実施するものが

多い。よって実務担当者の最大の悩みは，政策評

価に否定的な部局の存在といえる。すなわち，政

策評価に対する組織全体としてのガパナンスが形

成されていない状況である。制度設計の過程にお

いて現場の各部署の担当者が参加し，政策評価制

度の意義を共有し，協働して構築するという事例

はさほど多くはなく，目的も統ーされていない

ケースが多い。

政策評価制度を導入する意義は，一般的には次

の4点が挙げられている。第 1に，継続的な政策

評価の実施によって職員の政策形成能力が向上す

ること，第 2に，住民に対する行政活動の透明性

の向上と説明責任を果たすこと，第 3に，重点的

に行うべき行政活動の範囲を明確にし，住民が求

める政策を必要最低限のコストで効率的に執行す

る体制を形成・強化し継続すること，第4には，

成果に着目したアウトカム重視の行政に転換する

こと，である(1)。しかし，現実的な政策評価制度導

入の意義は，どこまで政策評価制度の活用によっ

て行財政の体質を見直すか，すなわち政策評価の

成果の深度を各自治体がどこに設定するかによっ
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て大別することができる。

宮脇淳教授は Iコスト削減のための経済学的政

策評価」と予算編成システムや人事システムなど

も含めた「従来の官僚行動メカニズムを見直すた

めの行政学的政策評価」の 2つの政策評価が存在

すると論じている(九現在の自治体が進めている

政策評価は，明示，暗示を問わず上記のいずれの

目的を持って設定された場合においても，シート

など記述的，技術的手法の検討に偏っているのが

現状である。本来の政策評価の意義を行政学の研

究から整理すると以下のとおりとなる。

従来，行政学の使命は I政府活動は政治として

の意思決定であり，行政としての執行と分断し，

行政活動や行政組織はいかにあるべきかを探求す

ることであり，中立的で優れた官僚制を育成する

ことが課題」とされていたへこの英米を中心とし

て形成された政治と行政の分断論は， 1920年代の

恐慌に対する景気対策の実施とさらに続くケイン

ズ主義の台頭，福祉国家論の強まりなどにより変

化し I最終的な決定は議会が行い，実質的な意思

決定とそれに伴う執行は行政機関が担うという政

治と行政の融合形態」に変容してきた。こうした

変容は，社会で発生する課題を行政側が発見し，

行政側が解決を図るために政策を打ち出す政策形

成の流れが強まってきたことなどを背景としてい

る(4)。

その後，行政学の研究は，福祉国家体質の深ま

りを背景に I肥大化し，強力な権力を有するよう

になった官僚制の特質や，官僚制を権力と民主主

義との関係の分析，合理的な政策決定の方法の探

求」へと移る。その上で，次の 3つに流れを形成

する。第 1は，議会の統制が十分に機能しないこ

とを前提として行政権の優越化から能率的官僚制

を育成するなどの方法を模索するもの(行政責任

論)，第 2は，政策過程に様々な政治的影響力が及

び，政治的決定がなされる政策形成のメカニズム

を研究するもの(政治過程論)である。この場合，

行政と政治の領域を区別することは困難で，行政

権の内部過程も政治的アクター聞の相互作用が繰

り広げる政治過程であると踏まえる。第 3は，政
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府活動の範囲が拡大多様化し，いかによい政策を

作成するか，政策はいかにつくられ，いかに執行

されるかを考察するとする合理的な政策決定研究

である O 政策評価もこの第 3の研究の中に位置付

けられるものであってJ多様な要素からなる行政

過程を分析し，官僚制の行動様式を究明するもの」

であるとの認識が必要だと考えられる。

第3節政策形成過程の見直し

住民の官依存体質が深まり，行政主導の計画が

現状とミスマッチを起して硬直化し，過去の行政

計画に縛られてしまう状態となると，自らの行動

様式や意思決定の方式を変えることが自治体の大

きな命題として顕在化の段階を迎える。この取り

組みにおいて，重要な柱となるのが政策形成過程

の見直しである。政策評価の実施によって，既存

事業の見直し等を展開する一方で，将来において

評価の対象となる新規事業を生産し続けるとすれ

ば，それは本末転倒な構造となる。既存事業の見

直しと同時に，既存事業を生み出してきた従来の

政策形成メカニズ、ムそのものを見直さなければな

らない。たとえば，財政状況の善し悪しに関係な

く政策評価が制度的に継続し，政策形成の標準装

備となることで初めて評価が政策のライフ・ス

テージの中で生きた存在となる。また，事前によ

く練られ，議決という政治的支持を得て決定され

た政策であっても，執行で十分な成果を挙げるこ

とができないという状況が生じることも少なくな

い。そうした状況をもたらす原因としては，政策

の執行面における問題であると同時に，環境変化

の把握や環境変化が生じることのシグナルの把握

など，行政機関の環境変化に対する感応度の面で

システム上の欠陥があることが指摘できる。官僚

制にとっての合理性は，反面において一度形成さ

れると極めて強固な永続的性格を持つ。こうした

硬直的な病理的現象に根ざした行動システムを内

在させていることを行政組織，あるいは官僚行動

メカニズムにおいて「認識すること」が重要であ

る。解決すべき課題を認識し，その原因を取り除

き，職員の個人としての心理に組織目的や組織的



決定の価値基準を広く共有させる動機づけがなけ

れば，帝且織活動のメカニズムを有効性をもって見

直すことはできない。

政策形成の大半は，行政の内部過程で展開する。

行政機関においては，政策評価を通じて職員の従

来の行動様式を強く問い直すことに目的を置くべ

きであり，そのことが議会との関係を見直す大き

なトリガーともなる。

もちろん，こうした官僚行動メカニズムの見直

しに目的をおいた政策評価が持つ現実的問題も多

い。その難闘を克服する手段として，政策評価制

度を通じた行政と議会，そして住民との情報共有

と情報の質的改善が必要となる。自治体のトップ

は，官僚機構を十分理解し，その上で指揮し，官

僚機構と距離を置きながら政治力を発揮すること

が求められる。加えて，行政職員も政策評価の本

来意義を認識し，従来の官僚制の内部ルールに従

う行動様式を取り除いていくべきである。以上の

認識の下で次の章では，行政学的政策評価思考(5)

からスタートし，経済学的政策評価を進め，さら

に行政学的政策評価により進化を目指している具

体的事例として北海道庁(以下道庁)の政策評価

制度の変遷を取り上げ，論点整理を進めていく。

第 1章 「時のアセスメント」と「政策アセスメン

ト」の課題

道庁が 1997年に実施した「時のアセスメント」

は，長期間停滞している施策に「時」というモノ

サシを当て，施策の役割や効果等について改めて

点検・評価するものであった。「時代の変化を踏ま

えた施策の再評価」であり，対象となる施策(事

業)を選定し再評価作業を実施するものである。

こうした政策評価は，-時」という概念を道庁の施

策や事業などの必要性，有効性，効率性などを判

断する総合的な代理変数として位置づけ，その評

価結果を政策の企画立案や推進に反映させること

を目的としている。しかし，-時のアセスメント」

が政策の「企画・立案J ，-実施J ，-評価」というマ

ネジメント・サイクルを確立し，そのプロセスを

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

通じて政策決定や事業遂行に関する情報を広く道

民に提供してきたか否かについては疑問が残る点

である。より具体的には，政策評価の目的の①合

理的な政策選択と政策の質の向上，②簡素・効率

化の視点からの行財政資源の効率的配分，③行政

の透明性の確保と説明責任の遂行，の 3点、が達成

できているかの問いかけである。

全国の政策評価ブームの先鞭となった「時のア

セスメント」は，公共事業の中止・休止という画

期的な成果を挙げた反面で，政策評価の意味と内

容，その役割について様々な問題点も提示する結

果となっている。本章では，まず「時のアセスメ

ント」を分析し，-政策アセスメント」の課題を整

理し，それらの経験から政策評価の到達点と今後

の課題について論じてみたい。

第 l節 「時のアセスメント」の経験

| 道斤組織内の行動様式 内部既得権と行政

組織文化の問題

「時のアセスメント」は行政学的政策評価であ

る。そもそも道庁組織内の官僚制体質の行動様式

の自己反省を起点としている。 1995年4月に堀達

也知事が就任してから，公費乱用問題の発覚など

道庁の構造的問題点が露呈し，過去の不要な公共

事業への批判，財政窮迫化の中での事業縮小の必

要性など具体的問題が提示され，道民の道政に対

する信頼は急速に低下していった。そうした事象

に基づく「時のアセスメント」構想自体は，道庁

総合企画部政策室(以下「政策室J)の幹部職員が

形成したものである (6)。

従来の道庁組織内の行動様式が抱える大きな問

題点は次の 2点であったと考えられる。第 1点目

は，内部既得権化の問題である。総合計画や予算

査定を経て内部決定し，議会で議決された事業に

は，正当性があり，-適切に執行すれば効果が生じ

るはず」という暗黙の仮説が強固に形成されてい

たことである。部局が政策形成過程で，勝ち取っ

てきた政策自体に権威性が帯びることは当然であ

ろう。また，既に着手された事業には調査費や事

業費が投入され，途中で事業を見直し，撤退・中
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止・休止することは，それらの経費がすべて無駄

と判断され，その事業実施に関する意思決定を巡

る問題を顕在化させる一因となる。道庁がこうし

た事情を背景にし，現実の官僚行動システムの中

で事業見直しを選択することは極めて困難なこと

である。

第 2点目は，行政組織文化の問題である。行政

組織のシステムには閉鎖性があり，行政は継続性

を重視し，行政は間違わない」という無謬性にと

らわれてきた。これらが「官僚的」行政の無駄と

いう批判を呼んできた。長期間停滞している事業

を見直すことは，その事業を立案した当事者が見

通しの誤りを認め，否定することになる。また，

かつての上司や同僚の政策上の誤りを指摘，追及

することになり官僚型ヒエラルキーの中では，可

能な限り間違いなどを顕在化させる行動をとりや

すい。

2 '時のアセスメン卜」の介析

「時のアセスメント」の評価基準は，時」であ

るが，その具体的な要件は，次の 3点である。 (1)

施策が長期間停滞していると認められるもの。原

則 5年(ダムなどの長期的な事業に関しては 10

年)以上停滞している事業， (2)時の経過とともに

社会的状況や住民の要望が変化し，事業の価値や

効果が低下している事業， (3)施策の円滑な推進に

課題を抱えており，施策が長期間停滞するおそれ

(反対運動などで今後も進まないなど)があると認

められる事業である。この要件に基づき，当初の

対象事業とされたのは，苫小牧東部地区の第一工

業用水道事業，松倉ダム(函館市)など 9事業で

あるが代表的なものは 1999年に事業中止を決め

た士幌高原道路事業のである。

そこで，時のアセスメント」が道庁内部の官僚

行動に及ぽしたメリット面の影響をまず，考えて

みる。行政責任の及ばない「時」という評価基準

の再評価上での定義は，時代や環境の変化を象徴

するもの」といえる。これは政策立案過程で，時

間の経過が当初に予測した政策効果に疑問を及ぼ

すという論理に根差している o 政策意義が時間経
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過や環境変化によって変わることを利用すること

によって，従来の因果関係や既得権構造を官僚行

動メカニズムの外側に押し出すことに成功したの

である(8)。

掘知事は，企業的感覚で言えば，時間感覚，コ

スト感覚，金利感覚などを道庁に取り入れるため

に『時のアセスメント』を導入し，この精神を全

庁的に拡大したい。政策評価の方式を道庁職員の

仕事の一般的な方法として導入したい。仕組みだ

けではなく，職員の意識を基本的な考え方として

定着させ，政策をスタートさせるときの一般的な

基準に高めたい」としている (9)。また，w時のアセ

スメント』の取り組みにより，職員の意識が大き

く変わることを期待している。政策やモラルとし

て注ぎ込まれ，予算化されていくことを効率化と

ともに進める」と述べている。つまり，道庁組織

内において，自己改革の 1つの具体的な手法とし

て「時のアセスメント」は既存官僚行動のメカニ

ズムに対して示すことができたのである。

一方で「時のアセスメント」のデメリットも指

摘されている。第 1のデメリットは，時」という

モノサシによって，対象事業にすることはできて

も，それら個別事業の政策的優先順位をつけるこ

とは不可能であるという指摘である。なぜなら，

中止や休止などを絞り込む過程で新規事業の形成

同様，政治力等の利害関係が介在することが予測

されるからである。このことは見直しの理由付け

として時間軸を利用し，士幌高原道路のような象

徴的な事業の見直しを達成できたとしても評価プ

ログラム自体の形骸化が進む危険性が予測される

ことである。

第 2は，時のアセスメント」は事後評価にとど

まってしまうという危険性の指摘である。公共事

業をスタートさせる検討時点での，手法自体が改

善されなければ，走らせては止める公共事業が増

える」だけであり，首長の選挙公約や政治道具に

利用されるだけになる。事後評価手法の経験は，

政策開始時点での意思決定システムや事前評価の

装置設計への反映が不可欠である。これを改善で

きなければ，行政の責任回避のために財源問題だ



けを理由にして事業を中止・休止することが前提

となり，政策の必要性についての議論と説明責任

の回避につながる。さらに，根本的な問題として

政策の判断者が，依然として事業当事者の道庁で

あることが指摘できる。事業の評価基準が不明確

な点も存在する。たとえば，士幌高原道路を例に

すると，対象政策の姐土に上げられるときには

「時」というふるいにかけるが，実際の判断理由は

環境面や通行による時間短縮効果などについて評

価しているのであり，これらは時間軸でなくても，

事前の段階で測定可能ではなかったかということ

である (10)。

第 2節 「政策アセスメン卜」への展開

| 参謀の意味一一技術官僚と官房系統

官僚制は，構造の単一性と考え方の画一性が交

差する。つまり，官僚や行政機関の役割は外部か

ら見た場合，同質であるように映る。外部が官僚

制組織について述べる際は，強力な一枚岩的な表

現が多い。しかし，行政内部でも外部同様に多く

の立場をかかえた組織的問題が存在し，行動様式

は必ずしも画一的なものとはいえない。このこと

は， 3つのパターンに分類できる。第 1に行政ピ

ラミッドの頂点である首長と行政職員，第 2に行

政職員の中でも専門的技術を有する職員と一般の

行政事務職員，第 3に官僚制階層とは別に個人的

思考に差異のある行政職員である。たとえば，行

政職員の中には自らの行政組織に強い危機感を抱

くアウトサイダー的な職員が存在し，行政機関に

向けられる住民批判，あるいは政治的圧力に対し

て鋭敏な感受性に基づき行動する。従って，組織

的な環境が整うと行動様式を変える上ではプラス

に転じる。首長が改革政策を求める段階で，こう

した課題に「気づき」のある行政職員から助言を

受けることはよくあることである。

行政機関の技能的専門職員は，高度な技術を備

え行政で生かせる機会があるが，この忠誠が自身

の部局に向けられる傾向が強く(自己実現の組織

化)，行政組織全体に向けられる傾向が少ない。自

己の関心領域から行政職員になったという動機が

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

あり，部局に対する特有のイデオロギーがあるこ

とに依拠する。政策に関しても新機軸を打ち出す

のは技能的専門職員が多く，その行動も重要であ

ることから行政機関内では官房系統の部局や職員

との間で緊張を引き起こす。このことは，行政組

織内の技能的専門職員が技術力によって将来の政

策の効果を示し，官房系統の部局や職員は，政策

を実行するために最大効果を達成しようと資源調

達に努める。あるいは調達する上でのプライオリ

ティがあり，行政内部手続に執着するため時に部

局間で激しく衝突するケースが多い。このプライ

オリティの結果が政策として出現するため，専門

的技能を持つ部局や職員も個別政策に関しては大

きな影響力があったとしても，その目的実現に関

して計画姐上に乗せることや財源配分に対しての

影響力は小さなものにとどまる。そのため行政機

関には，両者を調整する新たな官房系統の組織が

必要となる。

新たな官房系統組織の設置は，行政機関におい

て新鮮なアプローチを確保するため，最も早い効

果を期待できる方法ではある。新設機関は，行政

上の慣行や経験を持ち合わせていないため，官僚

制の病理への問題に対しては一定の効果があると

いえる(11)。道庁の政策室設置はそうした意義が

あったと考えられ(1刊予算方針・予算編成を主導

し，各部局の政策の検討を受けた予算要求に対し

て決定権限を持つ組織として位置づけられてい

る。こうしたプロセスは，予算編成が最終決定に

至る前に，中間発表として審議内容を公表する仕

組みであり，従来の長期間で不透明な予算編成過

程からの脱却と同時に，継続政策でも時代の変化

を見据え I事業をやめる政策思考」を導入し職員

の意識改革に挑戦するものとなっている。

さらに，道庁の「時のアセスメント」では，次

の視点での制度再設計が課題となった。(1)対象事

業とすることのル)ル化， (2)対象事業についての

議論過程を道民に明確に説明する仕組み， (3)計画

段階から第三者機関が評価・検討できる仕組みを

つくる，である。評価基準の法制化，関連情報の

公開，道民参加，費用対効果の分析手法の確立な
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ど具体的な詰めが求められたのである。「時のアセ

スメント」は，長期間停滞した公共事業について

のサンセット方式による評価である。そのため実

効性に関しては当初より，道庁内部から限界が指

摘されていたのも事実である。

道庁の次なる政策評価制度である「政策アセス

メント J(日)は，行政学的政策評価である「時のア

セスメント」の動機を基礎とし，その成功体験を

生かしながらアプリケーションたる経済学的政策

評価を進めるものであるといえる。それは予算削

減額を明確な数値目標として設定して評価を行う

点にも示されている。政策効果の検討，政策の質

など，ある程度の点検を行った上で，削減目標に

結びつけるという流れを形成した点ではメリット

はあった。また，内部指摘を受げて 2次評価の導

入，予算編成方針の作成，長期計画の推進管理に

反映する仕組みも導入された。評価の主体，手法

については，部局評価(前年度の 1次評価)，全庁

評価(前年度の 2次評価)に加え，特定課題評価

の3つが規定されている。また，政策評価に外部

の意見を反映させるため，第三者機関の意見を聞

くものへと進化させている。しかし，一方で，数

値目標に評価結果を合わせるといった手段と目的

の逆転現象などの問題点も指摘されるところと

なっている。

2 r政策アセスメント」への内部反論

導入時の「政策アセスメント」に対する道庁内

の反応に注目する必要がある。新機軸であるため

各部局にはとまどいや疑問も見られ(11 こうした

点を整理することは，行政組織の体質の分析，そ

して他の自治体が導入する場合も参考となるもの

である。各部局からの意見等は概ね次のとおりで

ある。(1)政策評価の基本的な意義や目的が，庁内

全体に浸透していなしユ， (2)評価基準となる目標値

が，長期計画との連闘を重視し過ぎて，一般道民

の生活指標と結びついていなし、 (3)短期間で膨大

な評価作業を求められたため，評価の意味が理解

できない，の各点である。特に I次評価について

検討時間が足りない， (4)評価調書の様式(事業の
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立案・形成過程や執行，目標の達成度などについ

ての自由記入の項目)に，十分なスペースがなく，

通り一遍のことしか書けない， (5)目標値の達成に

ついては 3ランクの選択で相対評価することな

かなかできない，継続・縮小・振替などの方向付

けについて，内容が暖昧，基準が不明確である，

(6)夏季の 1次評価の時期に金額までの見積もりが

できない，(7)事業の優先度による相対評価の妥当

性と予算削減との連結があり，全体の 30%にCラ

ンクをつけることを強要されることは理解できな

い， (8)事務的経費も政策的経費もすべて共通に 3

つのランクに分けることには理解できない， (9)予

算削減との連結について，数を合わせることが至

上命題となり，本来の政策評価ができない，など

である。また，政策評価の様式と予算要求資料と

の共通化を図って，政策検討・予算要求・政策評

価が共通の様式でできるようにすべきとの提案も

なされている。

3 帰納的発想、への転換

こうした内部批判を受けて政策評価を経費削減

と一旦切り離し，事業・施策を点検することに重

点を置いたのは，道庁が組織内部に政策評価を定

着させる上で効果的だったといえる。深刻な財政

危機に対して，経費削減の切り札として政策評価

を続けることは適切ではなしむしろ政策評価を

通して職員の発想や政策思考の行動様式そのもの

を転換し，自己評価できる組織とすることが，究

極的な行財政の合理化につながると考えられるた

めである。

「時のアセスメント」は，道庁の政策意思決定権

を高位に配置させたことにより，官僚制の政策決

定過程の以下の 3つの特徴を内外に示す結果と

なった。第 1は，行政機関内における権限の構造

化，第 2は政治と専門的技術(つまり公共事業)

との政策決定段階の強い影響力，第 3は，政策過

程の非公開性，である。このように「政策アセス

メント」は部局の自己評価と統轄力によって，財

政縮減を果たし資源のプライオリティ化に一定の

成果を生み出したのである。



しかし，官僚行動システムの変革を政策評価導

入の目的とする場合，政治と行政の融合体質が強

い日本においては，情報共有を通じ，議会体質改

革にまで取り組む必要性が生じる。議会調整や官

僚の独善性に警鐘を鳴らし，行政機関が本来の行

政運営を逸脱するだけでなく，政治面に大きな影

響力を持つようになることは官僚政治支配へと結

びっく。ここで問題点として指摘できるのは， (1) 

情報公開の不備 (2)住民参加の場の欠落であり，

行政自ら政策を見直すという制度の再設計であ

る。

前述のとおり I時のアセスメント」は道庁内部

の行動様式を自ら見直す制度である。道民意見を

聴く，あるいは聞かれた論議などは義務付けられ

ず，審議の非公開は道議会との水面下の調整や行

政内部の対立など意思形成過程が不明確であり，

政治判断に委ねる構造は道民にとっては，ブラッ

クボックス状態といえる。千歳川放水路問題では，

その検討委員会が，賛成派と反対派が検討委員会

拡大会議で議論の機会を設け，会議を公開し，そ

の都度「何が焦点となっているか」や「見直しの

方向性」を道民に示し，高い評価を得ている(問。

山口二郎教授は I政策評価制度は，問題解決の

試みを何重にも繰り返す帰納的発想となるべきで

ある。政策評価システムは帰納的行政に不可欠の

武器となり，情報公開や行政手続きと並んで 21世

紀の道政の標準装備となることを念願してい

るJ(16) と述べている。政策評価制度は，行政活動

が大きく，法律・規則に則って正解を実行してい

た官僚制の演縛的発想に対するパラダイム・シフ

トを果たしうる。政策評価制度が，行政機関の行

動様式をも変革させるためには，経済学的政策評

価思考の一方だけでも，行政学的政策評価の一方

だけでも効果は望めず，双方が必要なのである。

次の章では新たな帰納的行政の試みとしての

「特定政策評価」の制度設計と評価手法について論

じ，民間人で構成された政策評価委員会(基本評

価等専門委員会)の果たす役割を分析し，行政学

的政策評価思考における第三者機関ステージへと

アプローチとする。

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

第 2章 「特定政策評価」の制度設計

前章のとおり，道庁は政策の質の向上，財源等

の効果的配分，行政の透明性の確保など一定の成

果を挙げてきたと評価できる。この定着化をねら

い，道庁は政策評価(政策アセスメント)を道政

運営の基本システムとして確立するために北海道

政策評価条例(平成 14年北海道条例第 1号。以下

「道政策評価条例J) を制定した。これにはいくつ

かの特徴があるが，その 1つに「特定政策評価」

の手法があげられる。まず道政策評価条例の条例

化根拠，特色を述べる。その上で I日高横断道整

備」を「特定政策評価」対象の第 1号(17) として位

置付けをした理由，目的などを探る。

第 l節道政策評価条例の意義

| 道政策評価条例化の根拠と特色

政策評価が，財政難に起因する歳出削減のため

の一時的手法ではなく，マネジメント・サイクル

を確立する恒常的仕組み，住民へのアカウンタビ

リティを確保する基本的仕組みと定義する以上，

それを条例という法形式で定めることの意義が認

められる。また，評価手法がなお発展途上にある

ことや，政策評価の実施のあり方も政策の性質等

に応じて多様であることを鑑みると，過度に硬直

的，画一的仕組みを条例化することには問題があ

り，柔軟性をもった内容が求められる(1九また，

このメカニズムの下に適切に評価が機能する前提

として，住民からの意見聴取手続きの前に，行政

機関の所有する情報が住民と共有される必要があ

る。よって条例制定は住民の意見・情報が行政機

関側にインプットされることを保障し，宣言する

性格を持つことになる。

このため道庁が政策評価の定着を図ることを目

的に，道政策評価条例を議会提案した意義は大き

い。条例制定が全国初(北海道庁，宮城県，秋田

県が 2002年 4月1日に制定・施行)であることは

道庁内外にインパクトを与えている。加えて，す

なわち政策評価制度を道政運営の基本システムと

して位置づけ，予算や重点政策の決定，組織機構
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改正，総合計画の推進管理など様々な方面に機能

させ，その充実及び定着を目的とするものである

点でもインパクトを強くしている。

条例提案の意味は，恒久的な道政運営の基本制

度として位置付け，時代の変化や道民の期待に的

確に対応できる行政を実現していこうとする意思

表明であり，具体的には次の 4点が挙げられる。

(1)要綱・要領といった内部規定ではなし道民の

総意として条例に実施根拠を規定することによ

り，政策評価制度を恒久的な制度として位置付け

る。 (2)政策評価の内容，実施主体，政策評価結果

の反映など政策評価に関連する基本的事項，特に

知事以外の執行機関について政策評価の実施主体

として明確化する。 (3)政策評価制度の運営に当

たって，政策評価の客観的かっ厳格な実施を明記

することにより，職員の意識改革を進め，政策評

価制度の一層の浸透を図る。 (4)政策評価に関連す

る情報の公表を条例で義務付けることにより，情

報公開条例と相まって，道民への説明責任を制度

的に明確化し，政策評価への道民参加を推進する

ものである。

2 道政策評価条例の特質

次に，道政策評価条例の特色を述べる。

特色の第 1は「前文」を設けたことである。特

に，道庁の政策評価制度は，士幌高原道路の見直

し等を行い，国の政策評価制度の先駆けともなっ

た「時のアセスメント」を原点としていることか

ら，条例化への経緯，政策評価の基本理念及び条

例制定の意義を前文で明確にしている。条例化に

よって，時のアセスメント」から「政策アセスメ

ント」への拡充を目指し，道政運営の基本制度と

して，企画・立案J '実施J '評価」の政策マネジ

メント・サイクルを確立することを詣っている。

なお，宮城県条例では，前文は無いものの，条例

の意義として 'PLAN-DO-SEEJのマネジメント

の構築を掲げているものである。

第 2は，道庁の執行機関の全てを政策評価の実

施機関としたことである。条例第 2条で，知事，

公営企業責任者，教育委員会，公安委員会など全
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ての執行機関を評価の実施機関として積極的に位

置付けている。特に道庁警本部を実施機関として

いる点が注目できる。宮城県条例は，教育委員会

や公安委員会等も実施機関として位置付けている

が，限定列挙方式にとどまっている。また，知事

以外の実施機関の政策評価については，知事が行

う評価に準じて行うこととされ，条例によって直

接規定する形とはなっておらず道政策評価条例と

は異なる。

第 3は 2段階評価制度の導入である。評価の

実施機関が 1次評価を行い，その結果を受けて知

事が 2次評価を実施する 2段階評価方式を設定す

るとともに， 2段階評価の実効性を担保するため，

知事が実施機関に意見を述べる等の権限を認めた

(条例第5条一第 10条)。宮城県条例では，知事の

2次評価制度は設けられていない。なお，北海道

条例では 2次評価の実効性を確保するために，知

事は必要な範囲内で全ての評価実施機関に対して

資料の提出及び説明を求めることができるとして

いる。

第 4は，政策評価に関して中間評価を原則とし

ながら，政策の特性に応じて事前評価や事後評価

を併せて実施するとしていることである。

第 5は，道民参加の推進規定を設けたことであ

る。政策評価の制度・運営等に関して，道民の意

見を積極的に採り入れ，同時に表明された道民意

見に対し，政策評価の充実に役立て，政策の反映

状況を説明する責任を規定している。

第 6は，議会への報告規定を設けたことである。

政策評価の結果に関する報告は議会に提出しなけ

ればならない。

第 7は，附則において，施行後3年を経た段階

で政策評価の実施状況や結果に基づいて見直し等

の措置を講ずる旨の規定が設けられている。

第 8は，実施機関が行う政策評価について自己

評価を原則としていることである。

第 9は，知事の付属機関として北海道政策評価

委員会を設けたことである。政策評価の客観的で

厳格な評価と制度の充実を図るための仕組みとし

て，知事の附属機関として北海道政策評価委員会



を設けた。これは「時のアセスメント」の経験を

反映させている。

第 10は，特定政策評価に関する規定を設けてい

ることが挙げられる。施策及び事業評価を基本に

据えながら，基本評価(施策評価及び事業評価)

を補完する分野別評価(公共事業，関与団体，研

究，支庁事業，公共施設等)のほか，知事が行う

政策評価を実施し，実施機関の判断によって特定

の政策に対して評価を実施することができる制度

を設けている。これも「時のアセスメント」の経

験を反映させた結果である。

第 2節 「特定政策評価」対象の分析と課題

「特定政策評価」対象の設定

前節の道政策評価条例の特徴の第 10I特定政策

評価」の方式は，道政策評価条例第 11条に基づき

実施されるものである。「特定政策評価の基本的な

考え方}19) (以下「基本的考え方J)及び「特定政

策評価実施方針}20) (以下「実施方針J) に対して

は特定政策評価委員会が重要な機能を果たす。実

施方針は基本的に条例第 11条を補うものであり，

「特定政策評価」の組上に上げられた対象政策の評

価の進め方について個別に定めるものである。

よって，この「実施方針」は「日高横断道整備」

の政策評価に限定して設定したものとなってい

る。

「基本的考え方」の中で、は，具体的条例よりも踏

み込んだ内容を示している。知事が行う特定政策

評価の評価方式として I総合評価J と「時のアセ

スメント」の 2つが福われている。

「時のアセスメント」方式は，基本評価及び分野

別評価の対象となる政策以外の政策で， (1)政策が

長期間停滞していると認められるもの， (2)時の経

過の中で，政策を取り巻く社会状況や住民要望の

変化などにより，政策の価値や効果が変化してい

ると認められるもの， (3)政策の円滑な推進に課題

を抱えており，政策が長期間停滞するおそれがあ

ると認められる事業，とされた。

これに対し I総合評価」方式は，特定のテーマ

について，その効果を具体的に明らかにし，行政

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

対応、が求められる問題点や原因などを分析すると

ともに，その評価結果を道庁の総合的な政策に適

切に反映し，もって道民ニーズや社会経済情勢に

的確に対応する効果的かつ効率的な行政の推進に

資することを目的とするものである。対象政策は，

基本評価及び分野別評価の対象となる政策以外の

政策で，各部局に共通する横断的な政策であり，

その統一性を確保し，又は総合的な推進を図る見

地から評価する必要があると認められるもの並び

にこれに準ずるものとして，他の行政機関等と密

接な関連を有する政策であり，評価する必要があ

ると認められるものとされている。

2 I日高横断道整備」の概要

ここで見直しの対象(21) となった「日高横断道整

備」の概要について説明する。この道路計画は，

日高管内静内町と十勝管内中札内村を結ぶ全長

101.2キロメートルの主要道道建設工事である。

日本最後の原始境といわれる日高山脈を貫く道路

で 1984年に着工し，このうちの 25.3キロメート

ル区聞を開発局が開発道路として建設し，残りの

区間を道が建設する工事である。着工から 18年が

経過したが，大半が林道などの砂利道のままで片

側 1車線の舗装道路として完成したのは全体の 4

割程度であり， 70キロメートルが通行可能であ

る。総工費は約 1200億円かかるとされ，総事業費

640億円のうち，これまでに建設のために投入さ

れた事業費は道が 290億円，国は 210億円である。

道の担当建設区間の完成には，今後 40年で少なく

とも 580億円かかるとされている。

急峻な地形を要因として難工事が想定される日

高山脈の尾根部の 25区間は， 1981年に国直轄の

「開発道路」に指定された。地盤がもろく難工事に

直面し，道庁への移管区聞はこれまでで 4キロ

メートルにとどまっている。この開発道路とは，

道路法の特例措置で，国が北海道開発のために必

要と認め，事前に知事の意見を聞いて指定した道

路であり，国が道路建設を代行する開発手法であ

る。指定の理由は，地域の基幹道路として，森林

などの資源開発や農業生産物の流通など関連産業
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の発展に寄与するというものである。開発道路を

指定する手法自体は戦後の国土復興の制度の中で

位置付けられたものである。

過去に遡ると， 1980年に道道として認定，その

翌年の 1981年に日高山脈襟裳固定公園に指定を

きっかけに建設ルートの一部が特別区域に含ま

れ，開発か自然保護かをめぐる論議に発展した。

北海道環境影響評価条例(環境アセス条例)は，

この時代に全国に先駆けて制定したものであり，

その後， 1982年に知事の諮問機関である環境影響

評価審議会から建設承認の答申を受け翌年着工し

た。十勝と日高を結ぶ日高山脈越え道路は，日勝

峠を通る国道 274号線(樹海ロード・1993年)と，

国道 236号(天馬街道・ 1997年)が相次いで開通

した。なお，工事中の開発道路は道内 18区間で計

334キロメートルに及び r日高横断道」を含めて

12区間は計画の採択から 20年過ぎても完成の目

途が立っていない。

「時のアセスメント」から 4年経過した 2002年，

北海道と国が同時に道路事業の再評価の取り組み

を本格化することになり，その姐上に上がったの

が「日高横断道整備」の再評価である。「日高横断

道整備」は，士幌高原道路を「時のアセスメント」

で中止にした経験を早くに生かすべきだったとの

指摘もある (2九しかし，士幌高原道路は 1973年か

ら停止していた事業を中止表明したものであっ

て，日高横断道のような現在進行中の事業を見直

すものとは性格が異なっており，単純に比較する

ことには無理があろう。

また，国庫補助金問題が大きく絡む点が異なる。

掘知事が本事業に関して，推進姿勢から路線転換

を明確に表明したのは， 2002年 6月27日の道議

会の答弁でのことである。その結果，道政策評価

条例制定後初めての「日高横断道整備」が特定政

策評価事業に指定されることになった。これを受

けて北海道開発局が r必要があれば来年度に予定

していた開発道路の再評価を前倒しして実施する

考え」を示した。
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3 r日高横断道整備」の事業見直しの経緯

次に，事業見直しに至る経緯を整理する。掘知

事は 2002年6月27日の道議会一般質問に次のよ

うに答弁している。「日高と十勝の両圏域を結ぶこ

とにより，物流，観光などの交流・連携を促進す

るという『日高横断道整備』の意義は現在も変わ

らないものと考えている。今後，完成までに多額

な事業費と長い期聞を要することが想定され，こ

うしたことを念頭に置き，これからの進め方につ

いて検討するとともに，国や地元自治体などと相

談し進める(叫」という内容である。

外部環境的にいえば，国や自民党の反発を招く

ことや，公共事業費カットに発展しかねないとい

う懸念も道庁内にはあり，マスコミ的にいうと知

事自身の改革路線の切り札的存在とも報じられた

が，この時点で知事は中止とは鮮明に判断してお

らず，あくまでも「進め方を検討する」と述べて

いる。 2000年 7月6日の記者会見段階では r事業

者が複数になることに関して，現行の評価制度上，

特殊な取り扱いとならざるを得ないケースと考え

ているが，事業全体の効率的な執行などを確保す

るという観点から，固と道の両者間の連携を深め

る方策について，現在，道庁として検討を進めて

いる」と述べている。 2002年 7月12日，掘知事が

国土交通省で佐藤静雄副大臣(当時)と会談し，

事業中止を含めて見直す考えを伝え，道と国が合

同で事業の再評価を進めることを合意した。この

際の副大臣の注文は r政策評価段階で地元の意見

を十分に聞いてほしい」という内容であったとさ

れる (24)。

この際，掘知事は道の建設を担当する道区間で

落石が多発しているとして，完成までにさらに

580億円の事業費と 40年以上の工期が必要であ

ると説明している。掘知事は佐藤副大臣に政策評

価制度を活用して検討する意向を伝え，副大臣も

地元理解を前提にして，道庁の政策評価結果をみ

た上で国として検討したいとした。国は道庁の評

価結果を受け，対応を最終判断する方針であり，

道路局側も「知事判断で事業をやめるなら評価し

なければいけない」とした(25)。



副大臣の合意を受けて道庁は，知事諮問機関で

ある「政策評価委員会」を開会し，具体的な検討

に取りかかる方針を協議・決定した。道庁と国が

足並みをそろえて「事業の見直しの合意」を前提

に取り組むのは極めて異例といえる。開発道路部

分については，北海道開発局が号|き続き事業再評

価を実施し，道知事の判断を尊重し結論を出すと

されていることから道庁側の政策評価結果が極め

て重要な鍵を握るものであるとされた。

4 再評価へのシフ卜転換

「日高横断道整備」をめぐっては住民の中でも反

対派と賛成派に別れる (2九開発局も道道の管理者

はあくまでも知事であるとして主体的判断を避げ

ている。道庁は 1998年度の公共事業評価で，道路

改善などを行っている道施工区間について事業継

続の結論を出しているが，畑道自然保護協会はこ

のとき，-個別の事業をばらばらに評価しているこ

とを指摘し， 1本の道路として認識をしていない」

と批判している。これに対し，道庁は 2000年4月

11日に公共事業評価の再実施を否定している。そ

の理由は，-未開発区聞を開発局が施工する『開発

道路』であり，政策評価の対象にならない」とす

るものであった。このとき，開発局も「道道管理

はあくまでも知事である」と主体的な判断を避け，

道路改善などを行っている道施工区間について，

「事業継続」の結論を出している。道路建設の必要

性を改めて強調した上で，現行の政策評価制度の

もとでは正当な判断を下し，第三者機関の事業評

価による「継続が妥当」との結論で，建設の必要

性はあるとしている (2九再評価への方向転換は，

国庫補助負担金の制度・運用のあり方が見直され

たことが大きい。

第 3節 「特定政策評価」からみる道庁の行動様式

r特定政策評価」と総合評価方式

道庁が「日高横断道整備」について「今後の整

備の進め方J (以下「日高横断道整備の進め方J)

に基づき「特定政策評価」の対象政策とし，さら

に「時のアセスメント」方式を取らず「総合評価

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

方式」を選択した理由は，-実施方針」で以下の 3

点としている。(1)北海道を巡る社会経済情勢が大

きく変化し，道庁も厳しい財政運営を強いられ，

公共投資も縮減の動きの中，社会資本の整備を進

めるに当たっては，施策の選択と集中により，重

点化，効率化を一層進めることが必要となってい

る。 (2)今回，-日高横断道整備」の道管理区間につ

いて見直した結果，今後必要な事業費が 580億円，

事業期間が 35~40 年間程度と見込まれることと

なったため。 (3)，-日高横断道整備」の意義は変わ

らないが，道庁として道管理区間の今後の整備の

進め方について，政策評価を用いて検討するもの

であり，これらの理由に対する問題点として以下

の点を挙げることができる。

ここで，あくまでも「実施方針」は「日高横断

道整備」について限定していたはずである。(1)の

理由については，道政を取り巻く情勢の変化を捉

えての考えを示したと読み取ることができる。そ

の上で公共事業に関する一般的なことを述べてお

り，必ずしも「日高横断道整備」を姐上に上げた

理由を掲げてはいないことが指摘できる。 (2)の理

由については，今後の事業見込額を発表した意味

は大きなものがある。「時のアセスメント」以来，

「政策アセスメント」を経てきたはずであり，なぜ

再評価対象となったかは不明である。「実施方針」

の(2)で示された「今回」とは 2002年の担当課で自

己評価をさすものであると考えられるが，それ以

前の評価結果とどのくらい差があり，また道庁の

考え方として，この政策が以前と考え方がどのよ

うに変化し，対象事業としたのかという説明がな

い。つまり，-日高横断道整備」が「特定政策評価」

の対象政策となるまでの内部の政策結果の推移が

不明である。 (3)の理由について，-整備の意義は時

聞が経過しても変わらない」と述べている。第 10

回政策評価委員会の際に示されたときにも議論と

なるが，-整備の意義を評価する」こと自体，すな

わち必要性，有効性などについて再評価すること

が重要となる。

「実施方針J(4)の第 3項の目的には， ，-(略)事業

推進上の問題点やその原因を分析，検証し，今後
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の整備の進め方に関する有用な情報を提供すると

ともに，その評価結果を道庁の総合的な政策に適

切に反映し(略)jとある。しかし i特定政策評

価」の導入目的を述べているのにとどまり i日高

横断道整備」を特定した理由は不明確である。あ

くまでもここで述べられている目的は，評価手法

を含めてその評価結果や精神が道政全般に及ぶこ

とを期待することを指しているからである。よっ

て，どの政策が上げられでも政策名が置き変えら

れるだけであって，なぜ個別に特定されたのかの

理由が道民に対し十分な説明がないと指摘でき

る。

「実施方針」の第 5の(3)の事業の優先性は，比較

対象となる他の政策も同様な手順で評価しなけれ

ば，結論づけることはできない。また i実施方針」

では，評価軸が必要性・妥当性・優先性の 3点に

ついて掲げられているが i基本的考え方j4では，

必要性・効率性・有効性・優先性・代替性・影響

性の 6点が掲げられており，評価視点が絞られて

いる。その理由の明確化も必要となる。

さらに i実施方針」の第6の評価の時点では，

条例第 4条 3の「中間評価を原則とする」や「基

本的考え方j 4の(6)で「特定政策の特性に応じ，

事前評価，中間評価又は事後評価を実施するもの

とする。」としているにも拘わらず，あえて「今後

の整備の進め方を検証する事前評価とする」とし

ている。しかし i日高横断道整備」についての来

年度予算措置を議論するという意味からいえば事

前評価という位置づけになるものの，すでに着工

している事業，すなわち政策継続の状況を踏まえ

れば，むしろ中間評価という方がふさわしいと考

えられる。さらに，用語解釈として「検証」とあ

るが，この意味は「検査をして証明する」ことで

あり，政策の完了後や中途などの時点で実証する

ことはできても，将来の政策の必要性等を客観性

に立証することは事実上不可能である。

これらの指摘を総合すると i日高横断道整備」

の政策評価はまずは i止める」ことが第一の目的

であることが推察できる。その理由については後

述するが，第三者機関である政策評価委員会を設
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置し議論を経て，仮に「中止・休止」という評価

結果に達すれば補助金返還問題はクリアされるこ

とによる。 2000年秋にも開発局と連携して政策評

価を検討し，見直しの道を模索したが，省庁再編

を控え開発局が難色を示し頓挫しているとの説も

ある(問。また，本問題の扱い方に失敗すると国や

自民党の反発を招き，道内公共事業カットに発展

しかねないという懸念も根強かったとする意見も

ある(29)。

2 i実施方針」の課題

「特定政策評価Jの「基本的考え方」の 5の評価

の実施方法等を受けて i実施方針」では評価の実

施方法について次のように定められている。「基本

的考え方」の 5の(1)で i対象政策を所管する部局

長が，評価を行い，必要に応じては政策室長と連

携・協力して評価を行うことができる」となって

いるが i実施方針」の第 4の1(1)では「建設部長

及び政策室長は，連携して評価を行うものである」

となっている。この場合，部局長は建設部長であ

る。また i基本的考え方j 5の(2)で i部局長が，

評価の結果を副知事に報告するものとする」と

なっているものが i実施方針」の第4の1(2)では

「建設部長及び政策室長は，評価の結果を副知事に

報告するもの」となっており，ここでは政策室長

が加えられている。その他，同(3)i副知事は，特

定政策評価検討チームにおいて，総合的に評価を

行うものとする j，同(4)i副知事は，評価の結果を

政策会議に報告するものとする j，同(5)i知事は政

策会議の検討を経て，最終評価結果を取りまとめ

るものとする」ものとするとしている。

内部的には i特定政策評価」の対象事業とされ

なければ，評価条例中第 6条及び 7条に基づき，

政策室と建設部が自ら「実施機関が行う政策評価」

を終え，評価調書を作成しなければならない。そ

の上で知事に通知されているはずである。

条例中第 8条で「道政の統一性を確保し，又は

総合的な推進を図る観点から必要があると認める

ものについて政策評価を行うものとする」とある。

これは「知事が行う政策評価」ではなく，評価条



例第 11条にあるように，特定政策評価の実施につ

いては，-実施機関は，必要があると認めるときは，

前 2章(実施機関評価，知事評価を指す)に定め

る政策評価のほか，特定の政策に関して行う政策

評価を実施する」とし，あえて「特定政策評価」

と位置づけている。

また，-実施方針」の第 4の(3)のとおり，総合企

画部政策室担当の副知事は特定政策評価検討チー

ムに属し，総合的評価を行い， (4)のとおり評価結

果を政策会議に報告し， (5)に基づき，知事は政策

検討会議の検討を経て，最終評価結果を取りまと

める。つまり，知事が政治判断として行うのでは

ないことを強調している。

3 r特定政策評価」と政策評価委員会

「特定政策評価」の大きな特徴として，政策評価

委員会(基本評価等専門委員会)での審議があげ

られる。「実施方針」の第 4の2では「評価の客観

的かつ厳格な実施を確保するため，評価の過程に

おいて，政策評価委員会(基本評価等専門委員会)

から「意見を聴取するもの」とされている。これ

を踏まえて，評価調書は道庁が作成するものとし，

評価結果は，政策に適切に反映させるものとして

いる。しかし，特定政策評価については，基本評

価専門委員会が行うとは規則でも，-基本的考え

方」でも定められでもいない。あくまでも「実施

方針」で定められるものであり，対象政策ごとに

異なる専門委員会が担当することも可能である。

「日高横断道整備」の「特定政策評価」について

は基本評価専門委員会で審議している。分野別評

価の中の公共事業再評価ではないことから，公共

事業評価専門委員会の議論として位置づけられて

いない。公共事業再評価の対象政策は評価対象が

実施する公共事業(国庫補助事業)の施工地区の

うち，国(公共事業関係省庁)が定めた再評価の

要件に該当するもの(事業採択後長期間を経過し

た時点で、未着工又は継続中の事業，再評価実施後

一定期間が経過している事業など)を指す(30)から

であり，-日高横断道整備」については，この評価

対象には該当しない理由による。道庁政策室から

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

所管委員会を基本評価等専門委員会で行う旨の事

務局案を提示し合意を得たが(3九道庁は次の 3点

を理由としている。第 1点は，効率的な運営を行

うため，他の評価委員会と同じシステムとして専

門委員会の所管とする。第 2点は，公共事業評価

専門委員会及び研究評価専門委員会について専門

的な分野に関わる委員会であり，基本評価専門委

員会が幅広い分野を取り扱うものであって性格を

異にしている。第 3点は，基本評価等専門委員会

の前身時に特定政策評価委員会に関する審議をし

ていることが理由であるとされている。

公共事業評価専門委員会は，公共事業の採択を

受け，地区別に採択された公共事業を評価するが，

「日高横断道整備」は大規模政策であり，他の公共

事業とは「対象を異にするJ ，-政策を異にする」も

のとして規約改正のうえ，-日高横断道整備」を「特

定政策評価」の対象政策に位置付けた。

第4節 「特定政策評価」の目的の深層部

| スタッフ機能設置の深層部

従来，日本の行政システムは，参謀型スタッフ

機関が弱体であるというマイナス面が指摘されて

きた。道庁政策室は知事のスタップであると考え

られるが，スタッフにも 2つのスタイルがあり，

Iつは，ラインに対して助言を行う機能(参謀ス

タップ)， 2つ日は何らかのサービスを行う機能

(補助的スタッフ)である。後者は組織の人事，予

算という組織全体にとって共通の仕事を分担する

ことによってラインの仕事を補助するものであ

るO 前者の参謀スタップは，シンクタンク的役割

を果たすとともに， トップに対して積極的に新規

事業や新戦略を企画提言していく役割を果たす。

道庁は双方の点を強化するために政策室を設置し

たものと解釈すべきである。

道庁の「特定政策評価」は，組織の目的と目的

実現のための行為について，外部に向け発信する

ことを第 1段階に目指した活動であろう。つまり，

革新的な行政活動が組織のルーティン活動として

定着すればよいのであり，そのことは革新的な行

動様式が官僚の行動様式とパートナーシップを形
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成し始めたことを意味するものである。一定の意

思決定活動がルーティン的に定着することをハー

ノfード・サイモンは rプログラム化された決定」

と言い，これに対してルーティンによらない決定

を「プログラム化されていない決定」と呼んでい

る(32)。

道庁組織における意思決定活動をプログラム化

することが評価条例を制定する大きな目的であ

り，定着を図って象徴的な存在とするために「特

定政策評価」を設定したと考えられる。すなわち，

Jレーティンを可能な限り効率的にこなし，革新や

危機への対応のための「手段として保存し続ける

こと」である。政策評価条例制定によって行政の

合理性を保ち，完全な政策評価システム化を目指

すことによって，行政の意思決定における行動様

式確立を目指しているものである。

2 官僚制の外部力利用の深層部

また，行政機関が行政内の組織以外の機関を設

置しそれと契約し，政策争点に関する研究や提言

を依頼する方法によって，政策展開の革新を促進

することもでき r官僚制の惰d性」の問題を克服す

る手法でもある。これは官僚が住民や世論の大き

な関心事となっている政策問題に対して，精力的

かつ創造性をもって対処できないというケースへ

の対処である。過去や現在進行中の政策が現在の

条件に合わなくなった時に，行政機関がその判断

を変えることを避けると官僚的惰性は顕在化す

る。新しい考え方に対する官僚制の抵抗は，大規

模組織の動きの遅さから生ずるケースがある。巨

大な組織で変化が起こりうるためには，あらかじ

め複雑な合意形成を図らなければならず，容易に

政策転換が実現しないまま社会からみると逆機能

的な政策に行政機関が既得権を形成し，固執する

に至る。こうした実態を打開するには，第三者機

関が有効である。つまり，官僚制の外部力を利用

し克服するものである。

今回の道庁の「特定政策評価」に関しては，総

合評価方式を選択したが，担当部局と政策室の評

価がどうであるかなど，政策評価委員会を通して
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評価の変化を明確に示すべきである。仮に建設部

評価と政策室評価が一致しないなら，その争点を

めぐって政策評価委員会の議論を展開すれば外部

から評価のプロセスが明確となってくる。このよ

うに「行政機関が第三者機関に評価原案を提示す

るタイミング」と「評価原案の主体は誰か」とい

うことが問題になる場合があるが，このことは行

政が第三者機関を設計する当初段階で確認する必

要があろう。

3 評価調書案の内容にみる行動様式

道庁の評価調書案は，実施機関の長たる知事が

最終判断をするために部局評価案を政策評価委員

会に提示し，知事は提示された部局評価案と委員

会意見書をもとに，最終的に判断すると説明して

いる。評価条例上では「特定政策評価」は 2段階

評価の対象とはならないものであり，これは通達

で「第5章第 11条例第 1項の(2)の解釈として r特

定政策評価」の結果は，条例第4章の知事が行う

政策評価の対象とはならないものである。}問。提

示は部局評価案(政策室と建設部の評価)であり，

その内容は最終的な知事評価内容と異なる可能性

がある。委員会審議の中では知事の 2次評価を行

うような誤解を与えている。つまり，部局の事務

レベlレの評価案ではなく，実施機関である知事評

価案を示すことが正当であると主張するものであ

る。これに対し，道庁は部局評価案と委員会意見

書をもとに，知事が最終的に判断すると回答して

いる。

この評価フローから指摘できることは，実施機

関が行う政策評価の実施(条例第 6，7条)を経

て r知事は， (略)実施機関が政策評価を行った

政策のうち，道政の統一性を確保し，又は総合的

な推進を図る観点から必要があると認めるものに

ついて政策評価を行うものとする。J (条例第 8条

1)により，特定政策評価は知事による 2次評価

を行う 2段階評価制度と何ら位置付けに差がない

こととなる。知事部局の「特定政策評価」の場合

はストレートに知事が評価を行うと解されるもの

である。



第 10田政策評価委員会で示された評価書案は，

「実施方針」の第 4のとおり，建設部局と政策室部

局の合同の評価案であると解される。最終評価で

はないことから，副知事への報告，道庁内の特定

政策評価検討チームの総合的評価を行う以前のも

のであるが，評価案が政策評価委員会に提示され

るということは，この政策の重要度からも，事務

的な決裁の点からも知事，副知事決裁を受けてい

ない状況で提示したとは考えにくく，事実上の知

事案であると考えられる。政策評価委員会からの

意見聴取は，評価の過程において行われるもので

ある (i実施方針」の第4の(2)の規定により，提示

されたものである)。

「特定政策評価」に関して，知事による 2次評価

方式となっていることは，政治領域との融合が道

庁内に存在していることを強く意味している。レ

イム夕、ツクの知事(34)の決断はふさわしくはなく，

次期知事に政治的決断を委ねるという政治的配慮

はありえても，政策室長自らが発した通達に背く

わけにはいかない。以上のことから，第三者機関

への評価案の提示に関して，道庁組織の行動様式

としての政治との関連性，内部調整などの行動様

式が客観的にうかがえるものとなっている。

次に，評価調書案の内容を例にみる。 54頁に及

ぶ調書案の構成は1.経済社会情勢の変化 2

日高・十勝の道路ネットワークの状況など 3.

「日高横断道整備」の概要， 4.今後の整備区間(道

管理区間(未改良区間)における今後の事業費及

び事業期間 5.今後の整備区間(道管理区間)

の評価 6.道政策評価委員会基本評価等専門委

員会の審議内容等 7.評価結果，である。以下

では，主に 7.評価結果の内容に検証の対象を絞

る。

ここで必要性について， i (略)将来におけるこ

れらの効果を把握することは難しいものの，両地

域を結ぶ道路としての必要性は認められる。」とし

ている。また，妥当性についても， i (略)幹線道

路としての機能を発揮するために必要なものと考

えられ，これらのことから，事業の妥当性を認め

られる」としている。以上の 2点の記述は，必要

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

性と妥当性を認めることを意味しており，特定政

策評価においても以前の判断と変わらなかったこ

とを意味している。

次に優先性では， i (略)これらのことから，日

高・十勝両地域の発展を考えた政策の『選択と集

中』の観点からは，事業効果を早期に発現でき，

両地域にメリットが大きいと考えられる高速交通

ネットワークの整備を重点化すべきであるりと

い「道庁の財政状況や公共事業を取り巻く情勢，

さらには一般道の自動車専用道路など，本路線を

取り巻く環境が，着工当時とは大きく変化してき

ており，言わば『時の変イ七」の中で，本路線の優

先性は相対的に低下しているものと認められる」

とした。

以上を通じ，道庁の実施機関(政策室と建設部)

の判断として i総合的に判断し，日高横断道(道

管理区間)の未改良区聞においては，当分，新規

の改築工事は行わないこととする。」とまとめられ

た。国の開発道路区間等への影響に関しては i日

高横断道J (道管理区間)の今後の進め方にも影響

を与えることが見込まれる。このため，道庁とし

ては，道管理区間の補助事業実施中の区間につい

て公共事業再評価を実施する必要があると考え，

これまで「日高横断道」は国，道庁が連携協力の

もと，整備を進めてきたことから，国の開発道路

区間についても，その進め方について再評価を含

めた検討を国に要請する」とし，補助金返還問題

解消を意識している。

必要性・妥当性はあるものの i未改良区間にお

いて当分，新規の改築工事は行わない」と建設凍

結の方針を明確とした評価調書案に対して，政策

評価委員会(基本評価等専門委員会)では，委員

から「計画性，妥当性があると断定するのは問題J，

「当分の表現を示したことは疑問である。現時点で

必要性，妥当性があるとの意見は出ていない」と

いう指摘があった。これに対し，道庁は「計画当

時に比べ，必要性の『量』に変化があるかもしれ

ないが，静内 中札内を結ぶ必要性そのものは

あるJi通年通行を条件とする 2車線，幅員 5.5~;;; 

の道路規格による整備計画は妥当という意味J と
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説明しており，委員には「必要性の程度が変わっ

たのに，現在も必要性はあると言い切る」ことへ

の疑問を委員聞に生じさせた。

この「当分」の表現をめぐっては，道庁は「こ

のような状況になれば(財政等環境が好転したら)

再開するという意味で使っているのではない」と

強調している。これに対し，委員からは「社会情

勢は激変しないとの前提にもかかわらず~当分』

の明記は理解できない」との強い不満があった。

それを含めて知事の判断は「道庁の調書案と同委

員会の意見書をもとに最終判断するはずである。」

との指摘もある。

以上の流れの中で事業を『止める』という判断

が政策評価で行われた。この判断は， 1972年に士

幌高原道路の当初工事を「凍結・休止」したもの

と等しい意味を持つものである。よって士幌高原

道路については再開の可能性を残していたのであ

る。このことが「時のアセスメント」では中止判

断につながっている。

他の事業との関連性については，天馬街道が開

通し，両支庁管内を結ぶ交通の利便性は「日高横

断道の着工前よりも向上した」と判断し，今は両

圏聞の交通需要より，道央との交通需要が大きい

として，限りある財源を有効活用するには住民

ニーズが高く，早期に事業効果の出る高速道路の

整備を優先すべきとした。国が工事を担当する開

発道路区間の建設についても，道が管理する区聞

が凍結となれば「影響が出ることが見込まれる」

とし I再評価を含めた検討を固に要請する」とし

ている。以上の指摘に関して定性的な判断が多く

定量的判断は十分になされていない。事業の優先

性は，事業費の観点，事業期間の観点，短縮効果

の観点，周辺道路の交通量の観点，道路利用者の

ニーズ，日高・十勝の道路ネットワークの観点を

判断基準としている。交通量の推計は， 2020年予

測(35)を用いているが，予測計算は定かではない。

また，政策評価委員会は独自の意見書をまとめ

ているが，その内容は道庁の評価調書案が「必要

性J，I妥当性」を認めたのに対し I必要性につい

て環境の変化により，着工当時と比べ低下してい
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る」と明記し，必要性や妥当性についてやや厳し

い評価を下している。

4 法制官僚と技術官僚の関係

これまで道庁の「特定政策評価」制度そのもの

と対象選定などに関する流れをみてきたが，道庁

が事前に制度設計をしてきたにもかかわらず，途

中で再設定するなど，プロセスを通して不透明な

部分が存在することは否定できない。以上のこと

を踏まえて I特定政策評価」の道庁の考え方の枠

組みを以下で整理する。

道庁が第三者評価機関を設定することによっ

て，国の補助金返還問題を解消することは「特定

政策評価」における目的の大きな部分であること

は確かである。しかし，それならば第三者評価機

関の設置に「時のアセスメント」の経験を加え，

「日高横断道整備」を中止・休止することでも可能

であり，そこに行政学的政策評価を導入するとい

う意味は，その決定にいたるまでの道庁内部の各

部局における政策形成のインクリメンタリズムの

体質が改善されない苦悩があるためと考えられ

る。自己評価たる「政策アセスメント」でコスト

削減に努めても限界があり，比較的小規模事業を

見直し中止・休止したところで大規模事業には媒

介要因が多く存在するため抜本的な見直しは困難

である。

第 1章第2節でも触れたが，各部局には技術官

僚(36)が存在する。この場合技術官僚というのは技

師や技官だけを指すのではなしいわゆる技術畑

の官僚，つまりは政策や事業案の作成と実施にか

かわっている行政職員とし，あるいは専門化して

いる領域の職員，または事務系職員でも長く配属

されることにより専門的な技術を身につけた職員

も含む。入庁当初から特定専門分野における専門

知識と技術の必要牲を感じてきた技術官僚集団

は， トップが打ち出す政策に多大な影響力を発揮

してきた。しかし，一般に官庁ではその行政機関

の意思決定の中枢が法制官僚職員によって構築さ

れてきたという側面がある。官僚制の面からみる

と，この両者が批判しながらも，互いに緊張感を



もって行政運営を果たしてきたともいえる。

また，官僚機構にとってはそれぞれの部局の維

持と拡張を図ることが命題となっており，ここに

媒介要因としての様々な権力が結びつく。財政が

逼迫する自体を招くまでは，長期計画や単年度予

算などは，それぞれの部局が積み上げ，満足化が

ルーティン化し，専門化領域の削減など事務系職

員は容易に入り込むことができない実態にあっ

た。さらに各部局は独自に国(道県)の機関と密

接なルートを形成し，補助金なども事前承諾に近

い確約を得ることが多い。その反面，同様のプロ

セスを事務系の法制官僚部局や官房系統に完全に

委ねてしまう場合もある。

もちろん，技術官僚で構成される部局が単独で，

一切の介入を排し独自世界を官僚制機構が築いて

いるということではない。法制官僚職員や官房系

統とが相侯って構成していると認識し，その上で

「困難と思われる政策」を対象として政策評価制度

で判断することになる。住民からは分かりづらい

行政機関の内部に抱えるメカニズムと病理に対

し，政策評価というツールを通して全庁に改革意

識を浸透させていくことが目的の 1つとされてい

る。技術官僚部局と法制官僚部局の相互で人事異

動・人事交流させることは，今後も大きな命題と

なる。道庁の「特定政策評価」の制度設計した点

と「日高横断道整備」を対象政策とした点，さら

に外部の視点を入れる第三者機関である政策評価

委員会を設置した点はそうした人事面の課題解決

の効果も期待される。

第 3章第三者機関の制度設計

先進的な制度ほど形骸化は進みやすい。その事

態の進行を防ぐことは重要な課題である。道庁も

「時のアセスメント Jr政策アセスメント Jr特定政

策評価」などの先進性の継続は重要である。

政策課題の対応方策の検討について，各層の関

係者で構成された審議会等に諮問されるケースが

増える。審議会は，事務局が示された各種資料に

基づき意見交換が行われ，原案をもとに答申され

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

ていくことが多いが，審議会は事務局の内にあり

事務局方針にお墨付きを与えているにすぎないと

いう批判がある。しかし，各階，各層の意見を聞

き，合意形成を概ね果たす上では一定の機能を果

たしていることも事実といえる。本章では自治体

での第三者評価機関のあり方に着目し，論じてみ

たい。

第 1節 自治体の第三者機関

| 公共事業見直しのルール改正

補助金等適正化法第 10条第 2項では「天災地変

その他」の場合を除き，補助事業を中断した場合

には，過去に遡って交付された補助金を返還しな

ければならないことが規定されている。公共事業

の工期が長期の場合には，補助事業が社会経済情

勢等の変化によって継続実施する意義が薄れてい

るにもかかわらず，中止できないというジレンマ

が地方自治体では生じやすい。こうした実態に対

し，固と自治体の関係についての新たなルールの

確立が図られ，自主性の確保，財政資金の効率的

使用等を積極的に推進する観点等から， 1998年 7

月8日の地方分権推進委員会第 2次勧告で r長期

にわたり実施中の国庫補助事業について，社会経

済情勢等の変化に応じて再評価し，中断すべき場

合には過年度分も含め国庫補助負担金の返還を要

しない仕組みとする。」とされた。これを受け， 1998

年 12月 5日の閣僚会合で，公共事業における「再

評価システム」の導入が指示され，関係各省庁に

おいて検討が進められ， 1999年 3月末から 4月に

かけ各省庁から通達等が出された。

地方分権推進計画(1999年 5月 29日閣議決定)

で、は r再評価の結果，当該国庫補助事業等を中断

する場合，補助金適正化法第 10条第 1項で r各

省各庁の長は，補助金等の交付決定後の事情の変

更により特別の必要が生じたときは，当該交付の

決定を事業等の執行が済んでいない部分に限って

取り消すことができる」とする趣旨を定め r同項

の適用があるときには，既に事業等の執行が済ん

だ部分について補助金等の返還を求められること

はない」とされた。
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「時」というモノサシが入り，補助事業を中断し

た場合の補助金返還義務が免除される改正がなさ

れ，自治体が公共事業を中止できない理由として

の最大の壁となっていた補助金返還の必要性が取

り外されている。この場合の公共事業の再評価を

検討する組織は，自治体により呼称は異なるもの

の，いわゆる「評価委員会」を指すものである。

今後，財政問題や環境問題，あるいはこれらの公

共事業に代わる政策を打ち出し，当選した首長の

公約によって国庫補助金が絡んだ大規模な公共事

業を止めることが増加する可能性が高い。この際，

補助金返還問題のルール改正は重要な意味を持つ

といえる。この場合，補助金適正化法 10条 1項の

「事情の変更により特別の必要が生じたとき」の解

釈が問題になり，首長が最終的に政治判断により

公共事業を中止した場合も，ここに該当するもの

と解釈できるからである。

公共事業中止に伴う補助金返還の回避は，第三

者評価機関の設置の有無に大きく左右される。し

かも，第三者評価機関が中止判断を下すというこ

とは条件になしこれは地方分権推進計画でも明

確なように，再評価の結果，中止した場合は補助

金を返還しなくていいと誕われているのであっ

て，評価委員会での中止自体を求めてはいないの

である。ここで再評価の意味が問われるが，再評

価とは，関係自治体，住民，評価委員会の意見を

聞き，自治体が自ら事業を中止すべきか継続すべ

きかのプロセスで，中止の結論そのものを求めて

いない。従って，評価委員会などの事業再評価の

手続きを踏んでいるかどうかが，最大のポイント

となる。

評価委員会の委員の任命権は首長にある場合が

多く，委員選考に一定の統制を加えることが可能

であるが，評価委員会の答申が補助金返還の要否

に直結するならば，統制が強力に発揮されること

が想像できる。評価委員会の中立性・公平性を保

つために，評価委員会の答申結果・内容と補助金

返還問題とは切り離すべきであろうと考えられ

る(3九基礎自治体，とりわけ小規模自治体の場合

の再評価は，都道府県や政令指定都市のように学
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識者を集めた委員会を組織することが困難として

も，住民参加による各層で構成の第三者評価機関

での再評価が求められる。その再評価のためには

適正な再評価システムの制度設計が行政側に求め

られる。この点については，第 3章「第三者機関

の制度設計」で整理する。

2 住民未参加の反省からの第三者機開設置

最終の政策決定は代表制民主主義に基づき議会

が果たすことが基本となっている。一方で，一定

の住民意向をもとに政策提案し，住民参加の機会

として，実質的な政策原案をリードしていく「第

三者機関」の存在が注目されている。国をはじめ

都道府県および市町村で，住民参加制度として多

くの試みがなされるようになった。例えば委員や

審議員の公募制，条例制定などのパブリック・コ

メント，政策へのパブリック・インポノレブメント，

モニター制度などである。

道庁は政策評価委員会に限らず，第三者評価機

関を積極的に設けている。第三者機関は，審議会・

諮問機関を指すと言ってよい。審議会・公的諮問

機関は行政に民意を反映させ，専門的意見を聞く

目的で，議会の承認のもと各省に設置され独立機

能を持つ。一方，私的諮問委員会などは議会の承

認なしで設置するが基礎自治体ではあまり例はな

い。その数は，附属機関が 168機関(法令による

必置機関が 125機関，道庁が条例に基づいて独自

に設置する機関は 43機関であり，要綱や要領など

に基づいて設置されている審議会などを含める

と，諮問機関の数はさらに増す。これらの諮問機

関の設置目的や役割は様々であり，道民の意見や

専門的知識を道政に反映させる重要な機能を有し

ている。しかし，その反面で審議の透明性に欠け

るなどの問題点もある。

道政改革民間フォーラム最終報告側では，道庁

に対し諮問機関について，その目的・役割に即し

次の 4つに類型化すべきであると提言している。

(1)道民参加型として，道庁の計画や政策に広く道

民の声を反映させることを主たる目的として設置

されるもの， (2)専門委員型は，長期的政策課題，



行財政改革などについて高度な専門知識に基づい

て分析・評価・提言などを行うため設置されてい

るもの， (3)審議会型として，道民の権利義務に直

接関わりを持つ事項(条例・規則事項)に関して，

一定の方向を提示する役割を負うもの， (4)準司法

型として，不服審査など高度な技術的判断を要し，

公正中立に準司法的に処理すべき事項について審

議するため設置されるものである。なお，統一的

な運営基準としては，次のように提言されている。

(1)議事と議事録の公開， (2)討議要綱の作成による

検討事項の事前公開， (3)兼任・重任の制限， (4)女

性の登用， (5)公募制の採用， (6)議員の排除，(7)公

聴会の開催， (8)提言・答申事項及び道の対応の公

表などである。

3 既得権化への打開一一北海道秩父別町の事例

個別政策に対する評価委員会ではないが，北海

道空知管内秩父別町では，第三者評価機関に補助

事業の審査を委ね，事務事業の整理統合，経常経

費の削減等の行財政全般にわたる見直しを行って

いる。 2001年度の補助金交付は約 50団体，約 110

件で総額 1億 3千7百万円に上る。農家への生産

助成や文化事業への支援など様々であるが，補助

金の性質として，交付決定されると毎年継続され

固定化，既得権化しがちであり，その額も年々増

加する傾向になるなど財政構造悪化の一因にな

る。

同町のこの「補助金等検討委員会」は， 2002年

度予算編成に関して，実績を白紙に戻し各団体か

ら一斉に補助金申請を公募した。これにより 118

件の申請について町職員をはじめ，有識者 4人の

委員が，事業内容，金額が適当であるかを審査し

た。

重要な点は，補助金削減が目的ではなく，事業

活動に見合った額を申請する側に再認識させ，交

付の適正化につなげるのが一番の目的ということ

である。さらに町の所管担当職員にも，団体の事

業内容を再認識してもらうという意味がある。効

率性，的確性など期限からの一定基準を設定し「評

価」するもので，予算額を決定するものではなく，

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

評価基準も事業の性質や内容，あるいは，それを

取り巻く環境等により一様ではない。事業ごとに

異なる評価であるが，①目的達成度②必要性③公

平性④有効性の 4つの視点でから審査基準が定め

られている。

委員の選任は次のとおりである。(1)客観的な立

場で判断できる， (2)地域の実情にもある程度認識

があり行政課題にも精通している， (3)全国，全道

的な視野の意見を持っている，という条件に沿っ

て 3年任期で委嘱し，結果は農家の経営規模拡大

の利子補給をはじめ目的を達した事業など 10件，

3，080万円の削減効果を果たした。

同種の第三者評価手法は，後志管内ニセコ町で

も導入されているが，これらは住民に積極的に情

報開示し，評価をしてもらうという試みである。

従来方針を変えるとき，既得権化した事業を廃止

しようとするとき，などについて住民を巻き込み

意見を聴くことは有効である。住民が評価基準の

設定について協議することによって，顕在化して

いなかった問題点，視点、が認識されることにな

る(39)。

第 2節第三者評価機関の性格

| 既得権に切り込む機関・巻き込まれる機関

以上のように，重要政策について第三者評価機

関を設置し，外部委託ないし内部で調査研究を行

うことは中央省庁に限った手法ではなく，基礎自

治体でもみられる。第三者評価機関における政策

課題の設定や政策・事業設計のプロセスは，実現

への戦略'性を伴い，政策決定に重要な役割を果た

す。

その反面で，行政主導を招きやすい側面もある。

また，議会などの圧力に屈しやすいという特徴が

あり，従来から諮問機関は当然のごとく設置した

組織にとって都合良いものになりがちである。住

民は，これを放置せず，審議会や諮問委員会など

の動きに注目することが重要であり，より「民意」

を反映できる可能性を探り，徹底的に情報公開・

共有を求めるべきである。よって，既得権に切り

込んでいく第三者評価機関と，既得権を存続させ
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ょうとする第三者評価機関が存在することも事実

であり，住民はこのことに積極的に関心を示さな

ければならない。

再び道庁の政策評価制度に関してみてみると，

自己評価のみにとどまらず「専門家によるモニタ

リング」を重視している点が認識できる。評価結

果を次の政策形成に役立たせながら，新しい道庁

の行動様式確立を目先として設定し，条例や「基

本的考え方」及び「実施方針」から伺うことがで

きる。

道庁内の自己評価だけでは極めて窓意的でお手

盛り評価となるという批判を排除するため，外部

評価によって評価視点や評価に必要な情報の抽出

の意見を受け，自己評価の改善や技術向上につな

げようとする意図がある。道政策評価委員会設置

の目的は，評価決定について権限強化するという

ことではない。客観的にみて意見を具すとしても

相対的に外部的権限が強くなることは避けられ

ず，議会という政治領域での最終決定との聞に，

捻れ現象を引き起こす可能性は残る。政策評価委

員会の意見を経て，道庁による自己評価結果の情

報が提示され，議会はそれを審議する。

具申先の所在をどこにするかは，第三者評価機

関が設定される上で重要な要素となる。行政側の

意思決定という点ではあくまでも自己評価に変わ

りはなく，道庁と議会が緊張関係を保つよう第三

者評価をいかに進化させていくかが注目される。

2 パラダイムの選択の重要性

道庁の「特定政策評価」案が示された後 r政策

評価委に検討要請をしておきながら凍結の見解を

(道庁が)表明することには矛盾があり，民主主義

のルールに反する J(40) という地元の意見が報じら

れた。これは第三者機関たる今回の政策評価委の

設置目的(条例などの意)が伝わっていない証拠

である。政策評価が進み，第三者評価機関たる政

策評価委員会を設置するような場合には，まずは

その基本的スタンスを明確にする必要がある。第

三者評価機関での評価を経て結論への最終段階に

入るころ，議論が割れデッドロックに乗り上げる
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のは，当初の設定時に第三者機関の設置目的その

ものの確認を怠っているからである。また，第三

者機関の委員にもその自覚がないケースが多い。

そうなると議論の中で的を射ない発言を繰り返す

ことになる。国の道路公団民営化委員会委員長の

辞任がその例であり，委員長が委員と対立し r行

政が責任を持てる案としなければならない」と発

言するなどこれに似たケースは自治体でも見られ

る。まずは政策評価に関する第三者機関のパラダ

イムを選択し，第三者機関の委員の合意を経なけ

ればならない。

第三者機関のパラダイムには 2つある。まずは

合理的ノfラダイム(41)であるが，これは目的と手段

の連鎖構造として政策を捉えようとするものであ

る。第三者機関のあり方は，機関の独立性が重視

され，審議結果は自動的に政策決定過程にフィー

ドパックされるべきとする考え方がある。第三者

機関に実際に政策決定の審議権に近いものを与え

ているような場合である。国の高速道路民営化問

題の第三者機関はこれに近い性格を持つ。評価情

報の利用については，政策についての評価を社会

に示すことによって，評価に含まれる情報が自動

的にフィードパックされる。評価者が情報の流通

過程に介入する必要はない。価値付けは，政策評

価を行う者の仕事であり，価値は一義的に体現さ

れており，基準の価値を導き出すという作業にと

どまる。政策の存廃決定などの役割を担い，政策

決定の上で重要な存在となる。量的，つまり数式

による費用対効果分析やアンケート調査など社会

科学的客観性を有する手法をとる。政策決定者と

の関係は，評価機関として独立性を重視し，政策

評価者の専門性を前提に客観的な評価を得ること

ができる。そのため，評価の自律性が重要である

とし，政策評価者は組織の外部に位置し，権限を

持つ人々から分離されていることが好ましいと考

えられ，客観性確保のため自律性が重視される。

この場合，評価システムを形成し，評価結果を政

策形成に必ずフィードパックさせる決意が必要で

ある。現実の政策形成では，様々な利害関係があ

ることから，評価結果をそのまま政策形成に結び



つけることは難しし3。

これに対し，組織ノfラ夕、イムは自治体内の権力

構造を踏まえ，権力構造の特牲を前提として，機

関決定の実践性を重視する考え方がある。機関に

よる情報共有面を重視するというものである。第

三者評価機関には，審議方法や審議のフレームな

どシステム的なことを諮り決めてもらい，実際の

政策評価は行政内部で審議するという手法であ

る。結果は，政策形成の参考材料となることはあっ

ても，必ず政策にフィードパックされるというわ

けではなく，仮にフィードパックされても政策形

成者である議会あるいは首長判断が強い。道の政

策評価委員会もこの類型に属するといえる。政策

を漸次組み替え，従来の政策を一部修正していく

ものにとどまる。情報利用を重視し，情報利用の

基盤を確保する作業自体が政策評価の重要な目的

と位置づけられる。価値判断を行うのは政策決定

を行う者である。評価の際のモノサシは複数並列

して存在し，これを前提に政策評価者はいくつか

の並列する評価を加えていく。政策決定に関して，

より限定的な役割で政策評価は情報の提供といっ

た役割にとどまる。

組織ノfラダイムは質的手法を好む。政策決定者

との関係において，評価の客観性を確保すること

よりも，評価情報を有効に利用することに強調点

がおかれる。そのため，政策評価者が組織の決定

の前提となる評価体制の設計時点から関わり，評

価をフィードパックする体制を確保することが必

要である。政策決定者と政策評価者は相互に情報

交流し，政策についての視座を共有し，価値も共

通する。

政策形成における実際の枠組みに適合するかた

ちで情報生産の弾力化を図ろうとする。次の点を

認識しておく必要がある。第 1に評価機関の評価

結果が政策形成に必ずしもフィードパックされな

いことから，政策評価そのものに対する信頼性を

低下させること，第 2に政策形成とは独立した判

断を求められることである (4九

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

第3節第三者機関の委員選考

| 人選問題に潜む権威への依存

既得権に切り込む機関か，既得権内に巻き込ま

れる機関かは，第三者機関への人選問題と密接な

関係を持つ。国の道路公団民営化推進委員会での

議論のように，構成メンバーは極めて重要である。

特定の人物が登用され発言力を持ち，一般市民と

かけ離れてしまう可能性もある。一方で，意思を

行政に抑制され，住民参加がアリバイづくりとな

ることは避けるべきである。

政策の大半は，公的諮問機関=審議会での議論

を踏まえ，審議会への政策原案ならびに説明資料

などの提示からスタートする。外部性や専門性か

ら審議会の性格，機能や構成メンバーが異なるの

は当然である。審議会は政策・事業の正当性を住

民参加に求めようとする。審議会に対しては，行

政職員主導の権威の補完としての役割を外部に訴

えるという行政側の動機がある。さらに政策内容

の合理性を高めることが，行政活動の効果を担保

するものだという認識があり，特に行政側は主観

性が強く，客観的にみれば，行政主導の正当性を

確保する手段として第三者機関の活用をしている

にほかならない。したがって，人選も専門性が特

に必要とされる際には，大学と産業・経済界から

委員を迎え，法案や政策案に対し答申など重要な

政策決定する傾向が強くなっている。行政は専門

家の権威を強調し，その権威を利用しさまざまな

政策決定を正当化する傾向が強い。この点から，

学者・研究者を重視しすぎることや，審議会設置

だけを住民参加の場と強調することは危険であろ

つ。

このことは日本独特のものであり(叫，各国では

「政策の助言をする委員会J I専門的なテーマに関

して調査，研究を行う委員会」はあるが，これら

は専門的見地からアドバイスをすることを役割と

する。日本のように常設で審議会があって，そこ

で重要な政策の方向付けを論議し，議決前に物事

を決するのも独特なやり方である。原案がない第

三者機関であれば，専門家の権威は行政に利用さ

れ，専門家が知識に基づいて政策に対して助言す
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るというかたちは本来防がなければならないであ

ろう。山口教授によると， '1990年代は政策決定に

おける権威の構造が大きく現われ，専門家の失敗，

専門家による政策の誤りが見受けられ，権威が失

墜しているものもある。本来は 1つの争点につ

いても賛否両論があるはずであり，広い視野から

議論が行われるべきである。また，日本は第三者

機関が多過ぎるという問題がある。これは官僚制

の病理でもあるが，行政機関が責任を放棄してい

る状況であり，第三者機関が官僚の隠れ蓑になっ

ているケースや学者・研究者だけで構成され専門

性には長けていても，実践性には乏しいケースな

ども多く見られる」と指摘している(叫)。

山口教授は，日本の専門家支配は利益誘導型政

治と実は表裏一体となっており，行政の政策につ

いて理論的な正当化を与えて鉄の四角形を形成す

る」と述べている。この打開には評価自体を第三

者機関に委ねるのではなく，意見対立する第三者

機関を 2つ以上設置し，議論する機会をつくるこ

とも有効であると考えられる。第三者機関の人選

や役割を逆に定義づけ，ディベートにより論点を

抽出させる議論を活発化し，より議会や住民情報

に刺激を与えていく制度設計を図ることも考えら

れるべきである。それにより争点が明確なものに

なり，争点が議論によって双方の状況ないしは効

用に関する認識を変えさせ，期待する行動がどち

らの価値基準に照らしても利益であると認識さ

せ，期待する行動を引き出すものとなる。

2 委員構成問題ー一長野県治水・利水ダム等検

討委員会の事例

第三者機関の人選問題が原因で審議会設置が見

送られたケースがある。徳島県吉野川第十堰改築

(可動堰化)問題や岐阜県長良川河口堰問題を契機

に五十嵐広三元建設相が中心となり 1995年 9月

に，ダρム事業審議会」設置が河川局長通達で出さ

れている。これは情報公開や閉鎖的は行政システ

ムの中では先駆的な取り組みであったが，同時に

委員会の人選も難しさが指摘されている。 14事業

が対象にされ， 13事業に結論が出されたが，徳島
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県細川内夕、ムでは，建設反対派の木頭村長が委員

会の人選について「反対，賛成と同数にすべき，

市民団体も入れるべきである」と主張し，徳島県

と対立し，審議会設置が見送られた(明。

第三者機関の人選について条例化を果たした優

れた例がある。田中康男長野県知事の脱ダム宣言

と第三者機関の設定である (46)。知事が中止や見直

しを表明したダム計画は，どれも過去に関係市町

村や流域住民に「中止決定」を後で知らせるとい

うトップダウン方式であった。その手法に対して

県議会が反対の主張をした点は見逃せない。ここ

で，長野県治水・利水タゃム等検討委員会」を設置

し，河川法第 16条の 2の3項の「河川整備計画の

案を作成しようとする場合において必要があると

認めるときは，河川に関し学識経験者を有する者

の意見を聴かなければならないJ，4項の「必要が

あると認めるときは，公聴会の開催等関係住民の

意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならなし)J， 5項「河川管理者は，河川整備計画

を定めようとするときは，あらかじめ(略)関係

市町村の意見を聴かなければならない」の規程に

沿い住民参加による検討を位置付け，河川整備計

画に反映することを図ったのである。

全体の検討委員会の下に 9流域ごとに部会を設

置し，このそれぞれの部会に関係市町村やその河

川に精通する学識経験者，公募による流域住民を

入れるというシステムを想定し，その住民参加の

条例を議会提案により制定した。この際，知事が

任命した検討委員は，学識経験者 8名のうち 7名

が「脱ダム派」の学者が占めた。条例の真意であ

る住民参加の精神を知事は理解せず，検討委員会

を「脱ダム先にありきの結論を押し付ける場」に

することを意味していた。知事から任命された委

員にも，検討会で治水・利水対策を決める手法と

して，住民参加によるプロセスを想定しておらず

混乱したものの 2流域(浅川・砥}JI)の部会が

先行し， 20名の委員のうち半数である 10名の公

募委員はほぼ公平な人選となった。この 2つの流

域はダム計画に対する賛成・反対双方が激しく対

立してきた経過があるが，双方が立場を尊重，理



解し合う真撃な姿勢が認められたという。また，

部会は公開であり，傍聴者にも委員と同じ資料が

配布され，その手法は優れている。今後，残り 7

流域での部会の早期設置と部会でのダムとダム以

外の治水・利水などの結論が出せるか，住民参加

意識と責務が自覚される方向に発展できるか，さ

らに最終的に検討委員会の答申を行政の意思決定

と知事判断，そして議決がどのように最終意思決

定されるのか注目される。

3 政策決定プロセスとの関係

第三者機関が政策へ意見を述べる手法を行政が

考える場合 2つのタイプがある。第 1は，従来

の政治構造の行き詰まりや，本来は政策立案のプ

ロであるはずの行政システムの機能不全に原因が

あると行政側が認識した場合であり，第 2は責任

放棄のタイプである。道庁の「特定政策評価」は，

既存行政機関の決定手法では解決できず，新たな

政策過程を模索したものである。この背景には，

行政機関が外部環境に対して常に敏感とは限ら

ず，行政機関の政策決定に住民参加させる正当性

が強まり，可能な限り客観的な分析に基づく解決

策を提示することが住民の支持を得るために不可

欠となる。選挙の洗礼を受けない民間人を政策決

定過程に関与させるのは，行政側にはない個人の

持つ専門知識や思考を活用するためであって，こ

うした手法の成否を握るのは既存の行政や政治的

利害から独立し，客観的で論理的なアドバイスが

できるかどうかに左右される。こうした意味で第

三者機関が直面する大きな問題はデータ分析であ

り，それがなければ責任ある提言は困難となる。

行政側は，データの提示の仕方によっては実質的

に委員の検討結果に影響を与えてしまう。これは

事務局の中立性を保ちたい姿勢と詳細に事実を知

るが故に，評価結果への誘導の意思が働くためで

あり専門性が交錯するからである。

4 第三者機関設置の逆機能

以上，自治体で政策決定の場としての第三者機

関について考えてきた。政治そのものの体質に巻

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

き込まれる傾向が多い第三者機関の存在は，政策

を占領する感覚の政治家・議員にとっては，存在

意義を問われる代議制民主主義への挑戦となるか

もしれない。抵抗を押し切って改革を押し進める

ために，政治情勢や政治力以前に，最低限官僚や

既成の政治家の論理に対抗できるだけの「住民的

な行政の見方・理論」が不可欠である O

各部局の所掌事務に密接に関係し，政策・施策

の選択肢を特定しようとする第三者委員会は，外

部性よりはむしろ専門性が優位に立つ。行政側は

審議会など第三者機関を設置し，原案作成に着手

してきたが，それらは政策に利害関係のある業界

団体や職能団体を加えて行われているわけではな

い。従来，行政組織は利益団体との聞で情報交換

をしているケースが多く，調査研究等においても

行政側が認知している団体の意向に配慮している

ケースが多い。各部局が日常的に遂行する個別政

策について，第三者機関での合意調達を経て，つ

まりは専門性という権威を強めて新たな従来型政

策を展開していくことも懸念される。

また，改革を目標まで到達させるプロセスと改

革を運用する安定したシステムの形成としても，

第三者機関を活用すべきである。しかし，結果へ

の誘導，あるいは人選を意図的に行うことは避け

るべきである。多くの自治体で情報公開や市民参

加・参画制度が不十分なものに終わっているのは，

首長の側に改革のリーダーとしての理念がないま

ま行政主導で政策案が作成されていることにあ

る。切実に改革を求めているはずの住民には実質

的な政策決定への関与の機会がないまま議会側と

の調整を経て制度が決定され，本来あるべき改革

が骨抜きにされてしまう可能性が高いからであ

る。

さらに，第三者機関が議論を活発化すると，利

害関係組織と厳しい緊張関係を生み出す可能性が

ある。なぜならば，評価結果を政策形成へフィー

ドパックさせ，単なる情報の生産から既存の政策

構造修正を積極的に制度に組み入れるということ

になるからである。そのことは，既得権に切り込

むことを意味する。この場合には積極的に情報開
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示し，政策形成者に対して評価結果の政策形成へ

の反映を求め，政策評価と政策形成へのリンケー

ジを強めることが重要である。もちろん，第三者

機関の評価結果が政策を決定するのではない。し

かし，政策評価の結果に対して，議会，首長とも

に自ら選択する政策の優位性についての説明能力

がより強く求められることになる。

行政は，これまでの発展過程において業界，そ

の他関係団体との紳を深めてきただけでなく，部

局ごとにあるいは政策分野ごとに無数の官・産・

学の共同体を生み出してきた。この共同体によっ

て行政の基礎がつくられ，継続性と割拠性が絡

まって今日に至っている。今日のような第三者機

関への傾斜は，住民参加が求められている反面で

あって，官僚制の行き詰まりの結果ともいうこと

ができる。だからといって，時の第三者委員会の

委員である民間人がその結果に対して全面的な責

任を取ることはなしまた取る必要もないことは

明白である。

終章政策評価制度の定着

道の政策評価の制度設計は，従来の行政活動や

行政組織の原則を根本的に変えようと試みるもの

である。硬直化傾向の行政組織からの脱却を図り，

柔軟で効率的な公共サービスの供給につなげよう

とするものである。現在，多くの自治体では政策

評価のシステム化が目的化し，精撤な分析が進行

しているが目指す理念が不明確となる実態が見ら

れる。効率化だけの偏向により，官房系職員のパ

フォーマンスによる導入だったり，政策評価に対

し冷ややかな態度の職員が存在することも事実で

ある。しかし，このような中でも，政策体系に政

策評価がどのようなインパクトを与えたのかの検

証を怠つてはならず，政策目的とは区別して政策

手段分析をすることが，効果的な政策評価への途

となる。最後に政策評価制度の導入がもたらす結

果について論じる。
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第 1節結果としての意識改革と行動様式改革

i 官房系統の先導性と部局の定着性

政策評価導入の結果，期待できるものとしては

次の 4点が挙げられる。第 1に，政策評価は行政

側の自己決定・自己責任を前提としているため，

説明責任の充足化を図ることができる。第 2に，

議会を変えていくことが期待できる。議会は長期

計画や予算書を審議・議決しており，それらに基

づく施策・事業や政策の実施結果が議決に報告さ

れ，評価結果に基づいた質疑を活発化することに

なり，政策選択の議決についての責任を問われる。

政策評価議会と首長と行政との聞に緊張感を高め

ることになる。第 3に，住民の意識を変えること

が期待でき，住民の関心を高めることができる。

第 4に，職員の意識と活動の変容が期待できる。

予算化することがルーティンとなり，政策の当初

目的や効果意識は希薄化してしまう。日々，計画

事業を実現するための活動をしなければならなく

なる。しかし，事務の減量化だけに偏れば評価制

度を歪め，ブームに便乗するだけの短期的なもの

で終わる。そのためには政策評価制度を条例化し，

制度を進化させ続けなければならない。

官僚制には分業化と永続性という卓越部分があ

る。官僚組織の行政事務は各部局に分担管理され，

所掌事務が異なり，独自に施策体系を立案し行動

している。そのため部局間では縦割りと横割りの

調整がある。横割りの問題として，高度に整備さ

れた官房系統組織による一元的管理が存在し，行

政の各部局は内部の官房系統組織の統制に服すと

いう「組織」の集団行動に委ねる行動様式がある。

道庁の政策評価制度でも明白なように，政策室

というスタッフ組織がライン系の各部局に対して

直接指令し，報告を求める。スタップ組織は十分

な機能を代行するようになっている。政策評価制

度は行政手段の調達と配分を担当する官房系統部

署が将来にわたり，永久的に各部局を管理統制す

るために行うのではなく，各部局がその経験から

自己の政策を点検し改善するために行うように転

換することが望ましい。最終的には，決定機能や

責任を各部局に委譲することが行政の新文化と



なっていくのである。

2 抽出政策の重要度

行政機関の意思決定として重要なのは，最終決

定権の所在がどこにあるかであり，誰が決定案件

を発案しているのか，誰が最初に決定過程を始動

させているのかという点である。発案から決定に

いたる手続・過程という観点から，行政機関の実

際の意思決定を考察するキーマン的存在を果たす

行政職員が存在する。行政機関内の抵抗の構図な

ども予測しなければならず，これは条例や規則な

どによって制度化されていればその抵抗も防ぐこ

とができる O 行政機関内部におこる抵抗は，行財

政改革などの場合のように政策が各部局のこれま

での業務のあり方に大きな変更を加えようとする

ものであるとき，またはその部局の既得権の縮小

であると思われたときであり，行政機関の行動様

式として，部局が過度の自律性を持つに至り，独

自に政治権力を集団化してしまう場合である。こ

の種の部局の非協力・抵抗・反抗を弁護すること

は，統制の規範，分離の規範，協働の規範のいず、

れからしても難しし非効率な状況を生む。各部

局の評価が高いのは，指標値を高く設定すること

によるものであり，逆に統制系統が低く指標値を

設定されたことには過剰な関心を寄せる。政策の

立案と実施を歪め，管理統制に過剰反応を起す。

官僚制組織の行動として，行政内部の統治に関

して単純に従ってしまう体質の問題も挙げられ

る。法令の規定は何らかの目的を達成するための

ものであり，これに忠実に従っていればよいとし

遵守することが目的化してしまう。しかし，これ

は住民に対して何ら意味を持たないこととなる。

部局の無責任体質を露呈し，政策の後退などの理

由を官傍系統組織の責任とする傾向がある。

道庁の「特定政策評価」の姿勢に見られるよう

に自ら率先して従来の政策の失敗を認め，これを

廃止・転換・刷新していくことが求められる。こ

れは行政評価という作業で果たし得ることではな

しむしろ政策評価という個別事業，しかもイン

パクトのある大規模事業，あるいは環境問題に関

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

連する政策抽出こそが，タブー視されていた補助

金依存体質や権威体質を刷新することにつなが

る。

第 2節情報政策形成プロセスの公開性

| 審議公開の必要性

「政策アセスメント」の全体的結果，個々の評価

調書は，道庁のホームページには詳細にわたりそ

の内容が登載し広く公開され，今回の道庁の政策

評価委員会は，審議内容が最初から全面公開され

るなど情報共有に努めた。しかし，公開原則は議

事進行のプロセスや論点，および個々の委員の主

張を明確にする意味では不十分である。また，マ

スコミと先着 20人の傍聴者に対しての公開にと

どめたことも公開の精神からは改善が求められよ

う。道民の関心を高めるには経費のかからないイ

ンターネット放送も検討するなどの試みも重要で

ある。また，道庁の政策評価委員会の「日高横断

道整備」の議事内容のホームページ掲載はスピー

ド感を欠くものであったし，議事緑も道民には入

手困難であり，道庁は広報誌や知事記者会見など

によってその都度考え方，争点を能動的に情報公

開・共有すべきであって，政策形成過程の透明度

を深めることに尽力すべきである。現在のところ，

多様な住民の意見を合理的にとりまとめる方法は

ないとされるが(47)，住民を行政や事業に巻き込み

ながら意思決定を図るべきである。しかし，審議

結果や評価調書は，読みやすくするためコンパク

トなものにすれば，内容が璃末なものになること

から道民の不満や批判も招く。逆に審議内容を一

字一句掲載することも，道民の評価の材料として

は使いにくくなり批判されるであろう。この場合，

全文と簡約版の 2種類を設けることも検討される

べきであろう。この点には技術革新と研究が必要

であるが，道庁組織内の広報広聴，情報対策など

のセクションとの連携を強めながら政策形成過程

をオープン化していくことが今後の課題である。

道庁の政策評価委員会のように，第三者評価機

関が「評価基準」や「見直しの方向」を行政側に

示していく手法は現実的である。政策形成過程の
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透明性を確保するために，審議内容を全て公開し，

評価調書の公開を徹底，義務化しなければ，道庁

の政策評価制度が部局に定着しルーティン化を図

ることは不可能で、ある。審議結果を公開すること

で，道民は政策の判断材料を提供されていく。そ

の手法と経験を積み重ねていくことにより道政は

道民の信頼を得るのである。全ての道民が直接評

価できなくても，参加の仕組みが動き出し，さら

に制度を高めていくことが可能になる。

行政改革は従来，機構改革をはじめトップダウ

ンや官房系統からの指令による情報公開制度や政

策評価などが多く，各部局の業務改善や新たな政

策立案などにはつながりにくい。今回の道庁の「特

定政策評価」には，現場の日常的な事業・業務を

見直すボトムアップ型を目指す意味がある。単な

るブームのような行政評価手法ではなく，長く続

く既得権化した公共事業等を再評価するという意

思と見ることもできる。現場である部局の地道な

点検作業が，ボトムアップ型の行政機関へと変革

していくのであり，職員の改革意欲が重要となる。

2 行政職員個人の行動様式と思考の改革

官僚制を外から見ると，それは情報を抱え込み，

公聞を嫌う傾向がある。そのことが行政の悪の行

動様式に結びつく。情報の共有とは，行政情報に

住民がアクセスすることによって，権力の源泉で

ある情報を独占している行政優位性を住民側に引

き寄せ，住民の自己決定能力高めることである。

住民参加とは，第三者機関に依存するものだけで

は決してなし行政の政策形成・決定プロセスへ

住民がアクセスすることによって，代議制民主主

義という絶対の風土に直接民主主義のプロセスを

持ち込み，行政をより住民側に近いものにするこ

とが本質である。評価内容が，正当か不当かとい

う問題ではなく，評価の結果を誰がどのように活

用するかが重要であり，この種の政策評価が政策

決定者のためなのか，行政機関のためなのか，そ

れとも住民のためなのかという考えのシフトが重

要である。

住民が必要としている情報と行政職員が必要と
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している情報は決して同じとはいえない。住民に

とって有用な情報は，問題を解決するのに役立つ

ような詳細な情報であるより，むしろ問題の所在

を示し，政治や行政の関心を喚起する簡単で新鮮

な情報である。官僚主義的な公共システムは，安

定を保つように設計される。この安定が逆効果な

のである。環境変化に気付かず，あるいは気付い

たとしても対応をせず，取り残されてしまう。政

策評価制度は，そうした行政活動の行動様式を結

果的に見直すことが可能なツールである。また，

住民の関心事やその水準を行政内部にフィード

ノfックさせ，行政職員個人の行動様式や思考を変

えていくことである。

道庁の「特定政策評価」の取り組みには，そう

した既得権打開への挑戦が根底にある。官僚制は

政策過程において，他の参加者の無関心さに支え

られて強大化し，それは政策危機に直面したとき

に一気に露呈する。住民は一時的には政治的関心

を寄せるが，危機的状況が過ぎると政策決定は官

僚制の構造下に再び戻り，官僚制の悪のルーティ

ン化が横行し再び無関心になる。よって，住民は

官僚制への監視を続けなければならず，行政機関

もまた官僚の行動様式の自己変革に不断の努力を

怠ってはいけないのである。よって，行政機関が

既得権構造を見直し続けるためには，行政学的政

策評価の導入を図ることが求められるのである。
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(6) 初代道政策室室長の磯田憲一(当時)は『北

海道地方自治土曜講座ブックレツト~ (北海道庁

町村会)で r部局担当者には政策中止・休止の



勇気は持てない。自分が進めてきた政策が間違

いだ、ったとは言えず，また関係者への配慮など

もそこに存在するo 政策室が担当部局と協議の

上，最終的には政策室の判断と責任によって決

定することには見直しをスムーズにする機能が

組み込まれている。公共事業に限らず施策の見

直しが困難なのは，一度了承された政策を変え

ることは，それは間違いだったと考え，それを

認めたくないという役人心理が妨げになってい

る」と述べている。

(7) 道道士幌然別湖線(全長 2l.6キロメート)。

大雪山国立公園の自然破壊への批判から 1973

年から 26年間にわたって工事中断を余儀なく

され，残り 1割のトンネルルート区間(2.6キロ

メートル)が未着工のままであった。この未着

工不文について中止という判断を，-時のアセス

メント」によって下された。士幌高原道路事業

は，多様な生態系の保護を主張し，建設差止め

を求めた全国初の住民訴訟「大雪山ナキウサギ

裁判」も提訴され全国的な注目を集めた事業で

ある。

(8) 北海道新聞社政治部次長(当時)の鶴井亨氏

は， 1999年に『ほっかいどう政策研究』第9号

で「総額78億円にも及ぶ道庁不正経理の発覚が

批判を招き，その強い逆風に対抗するために，

道庁改革を進めざるを得なかったというのが内

実である。全国でトップレベルの透明度を誇る

情報公開や，役所の常識を覆す時のアセスメン

トを断行したのは，中途半端な改革では，道民

の不信感は払拭できず，職員の理解も不十分に

終わる恐れがあったためである。掘知事の道庁

改革は内発的ものではなく，世論の批判という

「外圧」に伴うものであった。知事が庁内の反発

があっても改革を断行する強い意思を持ってい

るというイメージが職員に定着したのは間違い

なく，その代表例が士幌高原道の建設中止であ

る。」と述べている。

(9) 堀達也「道政改革の現状を語るJ wepoca22 

vo1. 4~ (北海道庁・ 1998)11頁。

制 実際の判断理由は①ルートが大雪山国立公園

行政学的政策評価の導入による既得権構造の見直し

で最も規制が厳しい第 1種特別地域にある②道

路開通に伴う時間短縮などの効果が 39億円で，

建設・維持費の 72億円よりも低いことなどであ

る。

(1D F.E.ローク(今村都南雄訳) w官僚制の権力と

政策過程(第2版)~ (中央大学出版部 1983) 

255頁。

間 1996年 4月，道庁機構改革によって知事の

トップマネジメント力を強化するため，それま

での企画部を計画室と知事直属の政策室に分け

ている。 1998年7月には政策室に政策評価課を

新設している。

(13) ，-政策アセスメント」は 1998年 7月から実施。

(14) 山口二郎「北海道政策評価の導入プロジェク

トチーム報告書J (北海道庁・ 1999年)。

(15) 俵浩三「検証士幌高原道路と時のアセスJ (北

海道新聞者編 2000年)227頁 「自然保護団

体は，開発反対だけを唱えているわけではない。

時のアセスメントを通じ，行政の情報公開と住

民参加がいかにあるべきかという根源的な課題

をも言及している。「時代の変化を踏まえた施策

の再評価」の「時代の変イ七」を検証できるかど

うかが核心部分であり，その核心が忘れきられ

ようとしている」と問題を再提起している。

(16) 前掲・注(14)。

(17) 2002年6月27日，北海道議会で「政策評価委

員会で審議し， 2002年 12月中に委員会答申を

受け，知事が最終決断する」など答弁している。

(18) 宇賀克也『政策評価の法制度~ (有斐閣・2002

年)107-108頁。

(19) 2002年 10月1日試行。趣旨，評価方式，-実

施方針」の策定，評価の主な視点，実施方法等，

時点，結果の反映，結果の反映，道民参加の推

進及び、道議会への報告，庶務の 10項目からな

る。。0) 2002年 10月1日試行。趣旨，対象政策，目的，

評価の実施方法等，視点，時点，結果の反映，

結果の公表，道民参加の推進及ひれ道議会への報

告，庶務，委任の 11項目からなる。

(2D 2002年4月1日付，北海道政推評第 I号北
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海道庁総合企画部政策室長通達による。

(22) 前掲・注(15)，170頁。

(23) 道議会会議録 HP 2002年6月27日

帥北海道新聞 2002年 7月 13日

(25) 時事通信社地方行政・2002年 9月 19日付。

(26) r特定政策評価に関する資料(第4国道政策評

価基本評価等専門委員会) (北海道庁)9-68頁。

または「市民による日高横断道『時のアセス ~J

(r止めよう日高横断道」全国連絡会調査部

2002年など。たとえば，間道自然保護協会(俵

浩三会長)は抜本的な政策評価のやり直しと建

設中止を従来から求めている。また，中札内村

の和国民次郎村長は環境保護という項目や，投

資効率という全国一律の物差しを当てはめて工

事を中止することが，これまで造った道路は自

然を傷つけただけに終わるとし，あくまでも事

業存続を訴えている。道議会でも中止を求める

内容の議論は何度となくなされている。

(27) 北海道新聞 2002年 6月24日付

(28) 北海道新聞 2002年6月24日付。

仰) 北海道新聞 2002年 6月30日付。

(30) 2002年度道公共施設評価実施方針による。

側 2002年 9月20日第 3回道政策評価委員会基

本評価専門委員会会議録参照。

(32) 村松岐夫『行政学教科書第 2 版~ (有斐閣・2001

年)197頁0

(33) 2003年 1月23日開催の第 10回基本評価等

専門委員会。

倒 2003年 1月 16日，掘知事は知事記者会見で

次期道知事選不出馬を表明した。

(35) 1994年北海道開発センサス。
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(36) 新藤宗幸『技術官僚一ーその権力と病理~ (岩

波新書・ 2002年) 100頁。

(37) 山下直也「公共事業撤退のルールJ (北大法学

研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.9・

2002年)203頁。

(湖水上武夫委員長・ 1997年。

(39) 高鶴公人「第三者機関による審査と公募性の

導入J Wフロンティア 180 2001 年秋季号~ (北

海道町村会・ 2001年)53頁。

側十勝毎日新聞 2003年 1月24日付，民間組

織札内川上流地域開発研究センタ一吉田勇治所

長インタビュ 記事による。

付1) 森田朗(編) W行政学の基礎~ (岩波書屈， 1998 

年)284-300頁(田辺国昭)。

仰) 宮脇淳『財政投融資と行政改革~ (PHP新書，

2001年)245-248頁。

倒山口二郎「北海道地方自治土曜講座講演」

(2001年6月23日北海道大学にて)

凶 前 掲 ・ 注(38)0

陥)諏訪雄三『公共事業を考える~ (新評論・2001

年)52頁。

柵 竹 内 久 幸wr脱ダム宣言」と治水への住民参加』

(ほおずき書籍・ 2001年)42頁。竹内氏は長野

県議会議員であり，長野県治水・利水ダム等検

討委員会条例を 2001年 2月議会で議員提案し

3月26日交付施行された。

仰) 島田晴雄・三菱総合研究所政策研究部『行政

評価~ (東洋経済新報社)

(にしな じゅん芽室町総務部企画財政課)
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