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研究成果の概要（和文）：本研究は、政策評価結果の予算編成過程への反映の手法である業績予算について、我が国の
中国・四国地方の自治体を事例に実証的に検討するものである。これまで米国連邦政府の政策評価・業績予算運用の１
つの基礎となっていた政府業績成果法の改正法（GPRA Modernization Act of 2010: GPRAMA）、すなわち政府業績成果
近代化法について学術雑誌に研究成果を初年度に論文として発表した。また、研究の分析視角を得ることと実務での応
用を目的に、米国で活用が広がりつつあるプログラム評価の手法であるロジックモデルについて米国の非営利組織が公
表しているワークブックの日本語版を刊行した。

研究成果の概要（英文）：This research examines how local governments use performance information in the 
budgetary decision-making process to improve efficiency, by providing empirical evidence on performance 
budgeting among local governments especially in the Chugoku-Shikoku area of Japan. A research paper I 
wrote, the focus of which is on　a legal foundation of program evaluation and performance budgeting, GPRA 
Modernization Act of 2010 (GPRAMA) in the United States federal government, has been published in an 
academic journal. In addition, I published the Japanese version of a workbook on use of logic models by a 
non-profit organization in the United States.

研究分野： 政治学
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１．研究開始当初の背景 
 
我が国の地方自治体では 1996 年度に他

の地方自治体に先駆けて三重県が事務事業
評価制度を導入し、その後同様の制度の導
入が他の自治体にも広がっていった。これ
らの評価制度の設計においては、米国連邦
政府の政府業績成果法（GPRA）に基づく
取組や州政府レベルの業績測定の取組が参
考にされたと言われている。これらの我が
国の地方自治体の取組は、米国とは異なり
「行政評価」という名称の下、行政改革や財
政健全化と密接に関連があるものとしてこ
れまで扱われてきた。 
 
一方で、このような政策に関する評価制度

の生み出した結果や業績情報の活用につい
て、研究代表者が以前に翻訳書を刊行した
OECD の報告書が示すように、政策評価結果
の予算への反映を欧米の理論と実務におい
ては、「業績予算」と位置づけ、これまで研
究の対象となってきた。この分野の先行研究
としては松田敏幸『政策評価と予算編成―新
たな予算配分方法―』（晃洋書房、2004 年）
が代表的なものとして挙げられる。しかしな
がら、全国的規模でアンケート調査を行った
上で、我が国の特定地域の複数の地方自治体
における評価制度を対象に行政学における
業績予算の視点から分析しているものは見
あたらない。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は政策評価結果を予算編成

に反映させようとする業績予算について、我
が国の中国・四国地方の自治体を中心に定性
的・定量的両面の方法から検討を行い、その
導入がもたらす地方自治体における政策過
程への影響を明らかにすることにある。研究
の実施にあたっては、応募者がこれまでに行
った、業績予算に関する九州の地方自治体に
ついての研究成果を比較対象として、本研究
では政策評価の管理、制度、そして政策の観
点から業績予算について多角的な検討を行
う。 

 
具体的には、①管理として事務事業の効率

化を代表とする経営管理の視点、②制度とし
て条例を含む法制度の視点、③政策として政
策過程の視点から主に中国・四国地方の地方
自治体を研究対象に分析を行う。これらの視
点を重視し、自治体を対象としたアンケート
調査を行い、業績予算の我が国の現状につい
て実証的に明らかにする。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究は、政策評価結果の予算編成への反

映の手法である業績予算について、政策評価
の経営管理、法制度、そして政策過程に着目
して検討するものである。主な研究対象は中
国・四国地方の地方自治体である。 
 

 具体的な方法としては、まず総務省が毎年
調査を行っている「地方公共団体における行
政評価の取組状況」の調査結果について、地
方自治体ごとの個別データが記載されてい
るエクセルデータを入手し、そのデータを基
に地方自治体における政策評価の導入状況、
法的根拠、予算編成への活用状況について統
計的に分析を行う(いわゆる二次分析であ
る)。この分析に基づき、中国・四国地方に
おいて業績予算に関して先行している地方
自治体を抽出し、インタビュー調査を行う。
その調査を基に、地方自治体に対し、自ら
質問票を作成しアンケート調査を行い、業
績予算の現状について明らかにする。 
 
 
４．研究成果 
 
 平成 24 年度は、欧米における業績予算の
理論と実態に関して検討を行った。米国を中
心とした欧米諸国の業績予算を、OECD の文献
などを参考に比較のために先行事例として
取り上げた。 
 
 具体的には、米国の業績予算制度である
PART（Program Rating and Assessment Tool）
やその制度的な基礎となっている連邦政府
業績成果法（GPRA）およびその改正法である
連邦政府業績成果法（GPRAMA）について検討
を行った。その研究成果を評価分野の学術雑
誌に寄稿論文として掲載した。 
 
GPRAMA 制定後の大きな変化としては、(1)

業績計画（Performance Plans）の策定方法
の変更、(2)紙ベースでの評価結果の提出か
ら 事 後 の 分 析 や 公 表 （ ウ ェ ブ サ イ ト
Performance.gov での公表を含む）が容易な
電子媒体での統一的なデータ様式での提出
への変更、および(3)連邦政府優先目標
（ Federal Government Priority Goals: 
FGPGs）の設定など、連邦政府における目標
設定・管理に関する要件の追加・修正が特筆
すべき点である。また GPRAMA の立法プロセ
スについては、1993 年の GPRA（政府業績成
果法）についてはクリントン政権下で超党派
の賛成によって成立したが、GPRAMA について
は下院における修正案の採決で多くの共和
党議員が反対に回った。このように評価制度
の導入や変更は必ずしも政治的な要因や思
惑などと無関係ではないことが政治学的観
点からは着目される。 
 
 
 平成 25 年度は、まず総務省の「地方公共
団体における行政評価の取組状況」の二次分



析を行なった。「地方公共団体における行政
評価の取組状況」は平成 16 年度から総務省
によって行われている全国の地方自治体の
政策評価導入状況についての調査結果であ
る。「行政評価の導入状況」、「評価結果の公
表状況」、予算編成への活用を含む「評価結
果の活用方法」、「行政評価の成果」などにつ
いて全国の地方自治体に対しアンケート調
査を行い、その結果を集計しまとめている。 
 
この調査を行っている総務省自治行政局

行政体制整備室から入手した、地方自治体ご
との個票が記載されているエクセルデータ
で二次分析を行った。その検討結果を学会に
おいて報告した（学会発表の③）。 
 
ちなみに、このように第三者が調査・作

成したデータに基づき、新たに分析を行う
二次分析は我が国において現在それほど頻
繁には行われていないが、欧米の学界では
二次分析のためのデータ・アーカイブが整
備されており積極的に行われている(松井
博「データ・アーカイブとは何か」佐藤博
樹・石田浩・池田謙一編『社会調査の公開
データ―２次分析への招待』(東京大学出版
会、2000 年)、54～56 頁)。このような二
次分析を行うことの大きなメリットは、既
存の調査結果を有効活用することで被調査
者の調査の負担が軽減されることにあり、
本研究の最終年に行ったアンケート調査の
質問票の設計においてこの二次分析の結果
を参照した。 
 
 
平成 26 年度前半は、米国の行政学におけ

る組織理論で議論されている公共組織の目
標の曖昧性（Goal Ambiguity）の概念に着目
し、我が国の地方自治体のミッションとして
自治基本条例（まちづくり基本条例）の前文
のテキストデータを基にテキストマイニン
グの手法を用いて実証的に検討を行ない、査
読を経て学術雑誌に掲載された（雑誌論文の
①）。本論文の検討の結果、財政力指数と「市
民」という抽出語の頻度の間で統計的に有意
な相関が示されるなど財政状況とミッショ
ンの記述との間で関連性があることが窺わ
れた。多くの地方自治体で財政状況が悪化
している中、どのように最上位の目標であ
るミッションを定めるかが課題であるとい
うことが示された。 

 
なお当該論文の分析では以上に述べたよ

うな点を明らかにしたが、地方自治体を対
象にしたミッションに関する研究としては
課題も残っている。特に、本論文でのテキ
ストマイニングは自治基本条例の前文のデ
ータに基づいており、前文には条例制定の
経緯など必ずしもミッションと言えない部
分も含まれており、いわば代理データによ
る分析となっている。検証可能性が確保さ

れた上で地方自治体のミッションを直接テ
キストマイニング分析の対象とする方法が
ありうるか技術的な面も含めて今後の研究
で検討を行いたい。 
 
平成 26 年度後半は、中国・四国地方を含

む自治体に対し、自ら質問票を作成しアンケ
ート調査を行い、業績予算の現状について明
らかにした。質問票を作成する際には、前年
度までに行う欧米の業績予算についての検
討、総務省調査の二次分析、そして中国・四
国地方の特徴的な自治体の業績予算につい
てのインタビュー調査を参考にして、質問項
目を慎重に検討した。 
 
なお研究代表者の所属機関をベースとし

た広島大学行政評価研究会が平成 18 年に全
国の地方自治体の行政評価について調査を
行っており、今回の調査票の作成や前回調査
結果との比較の面で同研究会の事務局であ
る広島大学地域経済システム研究センター
の担当者から協力を受けた。同研究会の過去
の調査と同様の質問を行ない、適宜業績予算
に関わる新たな質問を設けることで、制度の
変化や学術的な論点・課題について検証を現
在行っている。平成 27 年度前半に学術雑誌
に投稿し、査読を経た後論文として公表すべ
く現在準備を行っている。 
 
海外の理論面では、米国におけるプログラ

ム評価において重要視されているロジック
モデルの手法について検討し、広く使われて
いる一つの手法について翻訳書を刊行した
（図書の①）。米国のプログラム評価におい
て用いられているロジックモデルについて、
上位の目標から事業の活動レベルまでの論
理的なつながりを視覚的に把握するという
手法の特徴を把握し、今後の我が国の政策評
価や業績予算制度を構想する場合にこのよ
うな手法の特徴を評価の重点化や簡素化に
参考にできるとの結論に至った。これらの検
討結果について、できるだけ早く論文として
公表できるように成果を論考としてまとめ
たいと考えている。 
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