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はじめに 

持続可能性があらゆる政策の正統性の根拠として強調されるようになって久しい。とり

わけまちづくりの取り組みにおいては、「持続可能な自治体」がキーワードの１つとなって

いる。その背景には、大きく分けて 2 つの論点がある。1 つは、世界共通の合意として掲げ

られた「持続可能な発展（Sustainable Development）」の概念をルーツとした考え方であ

る。市民生活の都市化が進み、人口動態の急速な変化によってエネルギーや環境問題、健康

福祉、教育等に関する公共サービスへの市民ニーズはますます高度化した。そして多くの自

治体がその対応に苦慮している。こうした背景から持続可能な社会を形成するために、行政

だけでなく事業者や市民が協働して問題の解決にあたるガバナンスの構築が模索されてき

た。わが国においても市民との協働は自治体の主要なテーマであり、総合計画策定にあたっ

ては、市民委員会や審議会を設置したり、パブリックコメントを募ることで「市民の声を聞

く」というプロセスはあたりまえになっている。 

そしてもう一つの論点は、わが国特有の縦割り行政の体質から脱却し、成果志向型の持続

可能な行政経営を目指す、という考え方である。多くの自治体では財政がひっ迫しており、

行政経営そのものの効率化を図るために、NPM（New Public Management、以下 NPM）

に基づく行政改革に取り組んできた。NPM の核心は、マネジメント・サイクル（計画立案

Plan－実施 Do－評価 Check－改善 Action、以下 PDCA）の構築である。すなわち、成果

目標に対して有効な施策を企画立案し、施策の実施過程をモニタリングして評価し、評価結

果をフィードバックして改善するという循環を定着させ、資源を有効活用して目標の達成

を実現することである。つまり持続可能なまちづくりには、1．市民と行政が協働して自治

体の課題に取り組むプロセスへの参加と、2．行政経営の効率化を図るための PDCA の構

築、ということが大前提となっている。そしてこれらは互いにリンクし合うものであり、双

方が満たされることで持続可能なまちづくりが実現すると考えられる。 

しかしながら、持続可能なまちづくりの取り組みは多くの自治体で実現していない。その

理由は、1．協働のプロセスにおける「市民参加」が「市民の声を聞いた」レベルに留まっ

ており、市民ニーズを反映した具体的な目標設定と目標達成に有効な施策の企画立案や、ま

ちづくりの進捗状況を評価し、フィードバックする過程に市民が関わっていないことと、2．

伝統的な縦割り行政のシステムから成果指向型へのシステムの転換にあたり、わが国では

「評価システム」の構築が強調され、PDCA を循環させるマネジメント・サイクルの構築と

いう視点での方法論が欠如していることが挙げられる。 

こうした現状を鑑みて、本稿では 1．協働のプロセスにおける市民参加と、2．行政経営

における PDCA 構築のための方法論とその実践について考察する。そのために、自治体の

総合計画に着目し、その「策定のプロセス」と「運用のしくみ」という観点から論じたい。

具体的には、「策定のプロセス」において実効的な市民参加が実現するためには何が不可欠

の前提条件なのか、またどのような制度が有効なのかについて検証する。また「運用のしく

み」については、開発援助分野のプロジェクト・レベルで活用され、実績のあるロジック・
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モデルを総合計画の「マネジメント・ツール」として活用することで、協働による持続可能

なまちづくりが実現する可能性を示唆していることを論じたい。 
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序章 

1. 問いの所在 

持続可能な発展（Sustainable Development）という概念が世界共通の合意として掲げら

れたのは、1992 年ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された「環境と開発に関する国

際会議（UNCED：United Nations Conference on Environment and Development、以下

地球サミット）である。持続可能な発展とは、ブルントラント・ノルウェー首相（当時）を

委員長とした「国連環境と開発に関する世界委員会 United Nations World Commission on 

Environment and Development」が、1987 年に公表した報告書「われら共有の未来（Our 

Common Future）」の核心となる概念である。そこには、「将来世代が自らのニーズを充た

す能力を損なうことなく、現代世代のニーズを満たすこと」と定義されている。この概念は、

環境と開発を互いに反するものではなく共存し得るものとしてとらえ、環境保全を考慮し

た節度ある開発が重要であるという考えに立つものであった1。 

この概念のもとで、地球サミットで採択された「アジェンダ 21」において提起されてい

る諸問題とその解決のためには「地域の活動」が重要だとされ、各国の地方自治体に「ロー

カルアジェンダ 21」の合意形成が求められた2。 

 

ローカルアジェンダ 21 とはなにか 

ローカルアジェンダ 21 は、持続可能な社会を形成するために、様々なステークホルダー

が協働して自治体レベルで対応するという考え方の嚆矢である。「アジェンダ 21」の第 28

章では、提起されている諸問題とその問題の解決が地域の活動に根ざしていることから、目

標達成のために地方自治体は「決定的な役割を果たす」と述べられている。また、「1996 年

までには、各国の地方公共団体の大半は地域住民と協議し、当該地域のためのローカルアジ

ェンダ 21 についての合意を形成すべきである」としている（1997 年国連環境開発特別総

会採択文書、p. 363）。国際環境自治体協議会（ International Council for Local 

Environmental Initiatives, 以下 ICLEI）では、ローカルアジェンダ 21 の定義を「アジェ

ンダ 21 の目標を地域レベルで達成するために、持続可能な開発に向けた優先的な課題に取

り組むための長期的な行動計画を策定・実践する、多様な利害関係者による参加型のプロセ

スである」（ICLEI 2002、p. 4）としている（表 1 参照）。また、ローカルアジェンダ 21 の

取り組みを実行している自治体であるかどうかの基準を以下のように設けている。すなわ

ち、「地域住民の参加プロセスが構築されていること」、「経済・社会・環境ニーズに対応し

た形で持続可能な将来に向けてのビジョンに関する合意が形成されていること」、「活動状

況を監督する円卓会議、利害関係者グループ、公開討論会もしくはそれらと同等の多様なセ

クターのコミュニケーション・グループが設立されていること」、「行動計画を準備している

こと」、「具体的な長期的目標のある行動計画を準備していること」、「進捗状況のモニタリン

 
1 外務省ウェブサイト www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/sogo/kaihatsu.html （アクセス日 2017/2/2） 

2 アジェンダ 21（海外環境協力センター［編］1993）、第 28章参照。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/sogo/kaihatsu.html
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グ指標を確立していること」、「モニタリングと報告の枠組みを確立していること」（ICLEI 

2001）である。このことからローカルアジェンダ 21 は、自治体と地域住民との協議によっ

て合意形成されるべき実施計画であり、指標によって実施状況のモニタリングと進捗管理

を行い、その結果報告をする枠組み（システム）を構築すべきものであるといえるだろう。

また、このローカルアジェンダ 21 の核心はその合意形成のプロセスにあるといえ、合意に

至るまでの自治体と地域住民との協議を通して、行政と市民の間の関係を従来の上意下達

的なものから、協働のパートナーシップ型に変えていく絶好の機会となることが期待され

たのである。 

 

表 1 ローカルアジェンダ 21 策定フロー 

 

 

（出所）ICLEI (1996、p.19)より筆者作成 

 

ヨーロッパのローカルアジェンダ 21 

ヨーロッパ諸国のローカルアジェンダ 21 の普及には、ICLEI がキャンペーンのイニシア

チブをとり、国を跨いで自治体が連携して持続可能な発展を目指す取り組みが行われた3。

各自治体のローカルアジェンダ 21 をより強固なものにする契機となったのは、1993 年か

ら開始された「欧州持続可能な都市・自治体キャンペーン」である。欧州委員会の環境総局

 
3 2001 年には、113 ヵ国 6,416 自治体がローカルアジェンダ 21の取り組みに公式にコミットしている（ICLEI 

2002）。 
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は、1990 年に都市環境に関するグリーンペーパー（都市環境緑書）を発表し、1993 年に持

続可能性を前面に打ち出した最初の行動計画である「第 5 次環境行動計画」を決定した。こ

のなかで政策目標が掲げられ、持続可能な都市の研究と都市・まちのネットワークづくりと

を連携させて進めていくことが盛り込まれた（並木 2010、p. 91）。1994 年には欧州自治体

を中心とする第 1 回「欧州サステイナブル・シティ会議」において、持続可能な都市の実現

を目指すための「オールボー憲章」（The Aalborg Charter）が採択された4。その後ローカ

ルアジェンダ 21 はより実効性を高めるために、地球サミットから 10 年後の 2002 年にヨ

ハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（World Summit on 

Sustainable Development）において「ローカルアクション 21」が採択された。  

このようにヨーロッパのローカルアジェンダ 21 は、欧州連合の「持続可能な発展戦略」

と密接に結びついており、環境だけでなく「環境・経済・社会」の 3 つの統合によって達成

されるものだとする認識が定着した。また戦略の実現には質的・量的双方の目標が必要であ

り、持続可能な発展がどこまで進んだのか、達成度を検証できるような指標の設定が求めら

れた5。つまり、ローカルアジェンダ 21 は持続可能な都市を目指すための戦略的な行動計画

とその進捗管理を行うための多様なステークホルダーを包含した自治体経営の実践論であ

るといえる。ここでは、地域社会の持続可能な発展のために、協働への「参加」と指標の管

理による「経営」が重視されている。 

 

日本のローカルアジェンダ 21 

一方わが国においては、地球サミットの翌年 1993 年に細川連立政権のもとで環境基本法

が成立し、翌 1994 年最初の「環境基本法」が閣議決定された。ここでは国はもとより、地

方公共団体、事業者、国民の責務としての取り組みも含めて、環境保全のために必要な施策

を総合的かつ計画的に推進する必要があると述べられている。また 1993 年には、環境庁（当

時）が『「アジェンダ 21」行動計画』を発行している。その 28 章①で、「地方公共団体によ

る自主的・主体的な環境の保全に関する施策を支援する」とあり、また 28 章②では、「それ

ぞれの地方での特色を踏まえたローカルアジェンダ 21 の策定の援助、環境保全に顕著な実

績をあげている地方公共団体の表彰等、持続可能な開発に向けた地方公共団体の取り組み

に対し積極的に支援していく」とある（環境庁 1993、p. 94）。1995 年には環境庁（当時）

が財団法人地球・人間環境フォーラムに委託して、ローカルアジェンダ 21 の策定を推進す

るためのガイドライン「ローカルアジェンダ 21 策定ガイド」（地球・人間環境フォーラム 

1995）をとりまとめた。策定ガイドでは、ローカルアジェンダ 21 の基本的な基準として次

 
4 オールボー憲章から 10 年の節目となる 2004年には、「オールボー公約」（The Aalborg Commitments）が採択され

た。 
5 たとえばドイツでは、2002 年に「ドイツのための展望―持続可能な発展のためのわれわれの戦略（Perspektiven 

für Deutschland: Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung）」を採択した。そのなかで 3つの次元（環

境・経済・社会）に対して、4 つの座標（世代間の公正、生活の質、社会的協働、国際的責任）が掲げられ、達成度を

検証するための 21 の指標が設定された。Nachhaltige Entwicklung in Deutschland Indikatorenbericht

（Statistisches Bundesamt 2010） 参照。 
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の 3 つを挙げている。1 つめは「持続的発展が可能な社会の実現を目指すものであること」、

2 つめは「具体的な行動のあり方を示す行動計画であること」、そして 3 つめが「市民等の

参加を経て策定すること」である（地球・人間環境フォーラム 1995、p. 6）。 

ここでは、ローカルアジェンダ 21 の核心ともいえる協働（パートナーシップ）の概念が、

「市民等の参加を経て策定する」という言葉に置き換えられている。また「市民等の参加」

の方法として、①「推進会議」において決定する方法、②公聴会、懇談会等により意見を聴

収する方法、③文書による意見を公募する方法、④アンケート調査により意見を求める方法

などが挙げられている（地球・人間環境フォーラム 1995、p. 10）。これらの手法はいずれ

も行政主導で行う会議や業務への市民の参加である。このため後に、行政の基本計画策定の

場に市民が参加して政策をまとめる、というある種特定された「市民参加」のコンセプトを

広める結果となった。こうしてわが国では全体的にローカルアジェンダ 21 の概念が共有の

ものとなっておらず、多くの自治体では環境基本計画＝ローカルアジェンダ 21 と捉え、本

来の意義である環境・経済・社会分野の政策統合ということや、多様なステークホルダーの

参加とそのための情報公開、計画の策定から実施・評価・改善の一連のマネジメント・サイ

クルの導入についての理解が十分とはいえないものとなった（戸澤 2010、p. 115）。 

 わが国で初めてローカルアジェンダ 21 が策定されたのは、1993 年神奈川県においてで

ある。これは、「かながわ地球環境保全推進会議」が策定主体となっているが、素案は事務

局である行政の担当課が作成したものである（中口 2002）。1998 年には 38 都道府県、11

政令指定都市で策定済みとされ、2000 年までに 47 都道府県すべてと 12 政令指定都市で策

定され、策定済みの市区町村は 318 となり 2 年間で 3 倍近くまで増加した（環境省 2003）

6。このように日本の国家的キャンペーンは、結果としてローカルアジェンダ 21 の取り組み

数の顕著な増加をもたらし、都道府県、政令指定都市レベルでは 100％が策定済みとなって

いる。しかしローカルアジェンダ 21 とされているものでも、「ローカルアジェンダ」という

タイトルがついていないものもあり、その多くは「環境基本計画」「環境保全行動計画」あ

るいは「地球温暖化防止対策推進計画」となっている（環境庁 2003）7。このことからも日

本においては、ローカルアジェンダ 21 が環境問題に特化した取り組みであると認識されて

普及したといえる。 

 こうした日本のローカルアジェンダ 21 の特色について ICLEI は、「自治体の行動計画策

定に重点が置かれ、評価プロセスの実行があまり強調されていない」とし、「これは時とし

てステークホルダーの取り組み過程への包含の不足や、実行及びモニタリングに対する関

心の欠如といった結果を招く」としている（ICLEI 2002、p. 25）。また中口（2004）は、

日本のローカルアジェンダ 21 は、望ましい環境像を実現するための行動指針という性格が

強く、環境配慮指針や環境行動指針がローカルアジェンダ 21 だと思っているところが多い

 
6 「ローカルアジェンダ 21」策定状況等調査報告結果について https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4101

（アクセス日 2019/2/18）。 
7 同上＜別添 1＞https://www.env.go.jp/press/files/jp/4576.pdf（アクセス日 2019/2/18）。 

https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4101（アクセス日2019/2/18
https://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4101（アクセス日2019/2/18
https://www.env.go.jp/press/files/jp/4576.pdf（アクセス日%202019/2/18
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と指摘している。またその内容は、市民・事業者の行動のガイドラインを記述したものや、

環境基本計画の中の市民や事業者の役割を記述しているだけである。このことは、策定を担

当する部署が、ほとんどの自治体で環境部局であるということが影響を与えていると論じ

ている。川崎（2004）は、策定されているローカルアジェンダ 21 について、地方行政や市

民活動を「環境」と「開発（経済）」と「社会」の統合的発展を目指す持続可能な開発政策

に変革するようなインパクトを持ったものは少ないとして、ローカルアジェンダ 21 が既存

の行政計画8や制度に対する上位の指針として性格づけられることが、ローカルアジェンダ

21 を考えていくうえで最も重要な点ではないかと述べている。 

以上のことから、わが国のローカルアジェンダ 21 の問題点は大きく分けて 2 つある。1

つはローカルアジェンダ 21 が、環境・経済・社会分野の統合的発展を目指すものであり、

持続可能な地域社会をつくるための戦略的な指針となるものであるとの認識が欠如してい

たことである。そのために、本来ローカルアジェンダ 21 は、共通の目標を掲げて全庁舎で

取り組むべき実施計画であるはずが、環境分野に特化した環境基本計画もしくは環境行動

計画だと広く認識され、多くの自治体で担当部局が「計画を策定したら終了」という行政計

画に留まるものとなってしまったことである。そしてもう 1 つの問題は、ローカルアジェ

ンダ 21 によって計画の策定から実施・評価・改善の一連のマネジメント・サイクルが導入

され、共通の目標に対してステークホルダーが協働で取り組むという「行政経営のプロセス

への参加」であることが理解されておらず、浸透しなかったという点である。このため市民

参加が実効的なものとはならず、計画策定段階で「市民の声を聞いた」レベルの参加に留ま

る結果になったといえる。つまり日本のローカルアジェンダ 21 は、ヨーロッパで展開され

たような地域の持続可能な発展戦略の指針と具体的な行動計画となるようなものとはなら

ず、協働への「参加」と指標の管理による「経営」が重視されていなかったといえる。 

こうした課題が浮き彫りになった日本のローカルアジェンダ 21のキャンペーンであった

が、わが国でもローカルアジェンダ 21 本来の目的である合意形成のプロセス、すなわち合

意に至るまでの自治体と地域住民との協議を通して行政と市民の間の関係を従来の上意下

達的なものから、協働のパートナーシップ型への変換に成功したといえる自治体が少数で

はあるが存在する。さらに、持続可能な発展戦略の指針となる環境・経済・社会の統合的政

策とその実施までをも実現した数少ない事例の一つが京都市である。京都市は、なぜパート

ナーシップ型の合意形成のプロセスが実現したのかについて考察することには意義がある

と考える。 

 

京のアジェンダ 21 

京都市のローカルアジェンダ 21 は「京（みやこ）のアジェンダ 21」である。「京のアジ

ェンダ 21」の特徴は、循環型社会の評価指標として二酸化炭素排出量を採用し、その削減

 
8 本稿では大森（2002）にならい、行政計画を議会の承認を必要としない市長決裁で策定される自治体計画とする

（大森 2002、p.12）。 
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目標を「京都ターゲット」として 1990 年比で 10％以上の削減を目指す「実施計画」である

ことと、それが市民・事業者・行政の 3 者が協働して取り組むための方向性を示した「パー

トナーシップ計画」であるという点である。「京のアジェンダ 21」の基本方針は、1．京都

の特性を生かした生活様式と事業活動をつくる、2．環境と共生する物・エネルギーの循環

システムをつくる、3．環境にやさしい交通と物流システムをつくる、の 3 つである。そし

てこの基本方針に沿って、アジェンダの柱となる 5 つの重点シナリオが策定された（表 2 

参照）。このシナリオによって「京のアジェンダ 21」は、対象分野を環境問題だけでなく、

地域の経済やコミュニティ活動も含めて検討することになった。 

 

表 2 「京のアジェンダ 21」重点シナリオ 

（1）省エネ・省資源のシステムづくり 
自然エネルギーの活用や容器などの再利用によ

るごみの削減、エネルギー効率の向上を目指す。 

（2）グリーン・エコノミック・ネットワークづくり 

消費者、小売業者、メーカーが情報を交換し、環

境によい商品が優先的に流通するシステムをつく

る。 

（3）エコロジー型新産業システムづくり 

環境と経済の両立のために、廃棄物を有効利用

しあえるネットワークをつくる。環境を考えた新しい

産業をつくる。 

（4）エコツーリズム 

（環境調和型観光）都市づくり。京都の文化や景

観を守り、旅のサービスの質を高め、旅行者にとっ

て魅力ある街にしていく。 

（5）環境にやさしい交通体系の創出 
クルマに依存する交通体系を改め、公共交通や

自転車、歩行者優先の街をつくる。 

（出所）筆者作成 

  

では「京のアジェンダ 21」はどのように策定されたのか、関係者へのインタビュー調査

（表 4 参照）と高橋（2000）をもとに、そのプロセスを概観する。 

 1995 年 COP3 が 2 年後に京都市で開催されることが決定したことに伴い、担当課である

京都市地球温暖化対策室ではローカルアジェンダ 21 の策定作業を開始した。京都市は

ICLEI に加盟したこともあり、ICLEI の「ローカルアジェンダ 21 策定ガイド」の英文を

翻訳し、策定ガイドに従って初めにパートナーシップ組織（＝検討委員会）づくりに着手し

た（K-3）。ICLEI の策定ガイドには、「策定にあたっては持続可能な社会づくりの条件や策

定のプロセスにおいて、行動計画の内容そのものより策定プロセスや計画づくりへの市民

参加を重視し、対象分野も環境問題だけではなく、地域の経済やコミュニティ活動も含めて

検討すること」と書かれており、検討委員会のメンバーは幅広い分野の人材を募ることにし

た（K-3）。検討委員会は、学識経験者 8 名・市民団体代表 7 名・事業者団体代表 5 名・行

政機関代表 8 名の合計 28 名で構成された。 

 計画の内容に関しては、NPO代表の主張が行政を動かした。その主旨は、「市民・事業者・

行政のセクター別の分け方ではなく、テーマ別に横断的に議論して、市民・事業者・行政の

それぞれの立場がわかるパートナーシップ型のシナリオを描く。つまり、主体別の環境配慮
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指針を定めるのが目的ではなく、生活様式や事業活動、物・エネルギー循環、交通・物流な

どの横断的なテーマについて、市民・事業者・行政が協働して取り組む方向性を示すこと」

であった（高橋 2000、p. 173）。こうしたことが実現した背景には、京都市がローカルアジ

ェンダ 21 の策定を決定する以前より、検討委員である市民団体の代表がローカルアジェン

ダ 21 の理念を正しく理解し、ローカルアジェンダ 21 の策定を行政に働きかけていたこと

が背景にある（K-2、K-3）。つまり京都市は、ローカルアジェンダ 21 の策定において日本

では数少ないボトムアップの構造であった。 

 また、当時自治体の環境基本計画の策定などはコンサルタント会社に委託することがほ

とんどであったなかで、策定作業はすべて委員自らが行ったことも特徴的である。それぞれ

本業の仕事をもつ委員にとっては負担の大きいものであったが、議論を重ねることでロー

カルアジェンダ 21 への理解を深化させ「市民スキル」を向上させたといえる（K-3）。1996

年 10 月から 1997 年 10 月までの 1 年間で 39 回の会議が開催され、それらはすべて一般公

開された。全体委員会や課題別の小委員会でも傍聴した市民の発言を認め、市民の意見がア

ジェンダの提案項目の中に盛り込まれた（高橋 2000、p. 140）。 

検討委員会では、重点シナリオを具体的な実施段階に移すために実行部隊をどのような

組織にするかを話し合い、1998 年 11 月パートナーシップ組織「京のアジェンダ 21 フォー

ラム」を設立した。この「京のアジェンダ 21 フォーラム」は、市民・事業者・行政を並列

とした共同体であり、参加した市民や事業者が主体的にプロジェクトを立ち上げ、自主的に

活動していけるよう支援する組織である（K-1）。その後の事業主体の活動については、フォ

ーラムとは切り離して自律させる形態とした。こうして「京のアジェンダ 21 フォーラム」

のワーキンググループが立ち上げたプロジェクトのいくつかは事業として独立し、「京のア

ジェンダ 21」のアウトプット（成果）となった（表 3 参照）。 

 

表 3 京のアジェンダ 21 フォーラムより創出されたプロジェクト 

2001 環境マネジメントシステム（KES）スタート 2007 NPO法人 KES環境機構として独立 

2001 「醍醐コミュニティバス市民の会」立ち上げ 2003 醍醐コミュニティバス運行開始 

2002 省エネラベルの取り組み開始 2004 
京都省エネラベル協議会として独立  

→統一省エネラベルへ 

2003 温暖化防止条例協働提案プロジェクト開始 2006 京都市地球温暖化対策条例制定 

2007 京グリーン電力制度創設 2009 京グリーン電力運営協議会として独立 

（出所）筆者作成 

 

なぜ「京のアジェンダ 21」はパートナーシップ型の合意形成が実現したか 

 京都市のローカルアジェンダ 21がなぜパートナーシップ型の合意形成が実現したのかを
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社会関係資本の観点から概観する。検証にあたり内閣府国民生活局が 2003 年に行った定量

的調査9を参考にした。また「京のアジェンダ 21」のプロセスに関するデータを収集するた

めに 2011 年 7 月～11 月に京のアジェンダ 21 検討委員会のメンバーと「京のアジェンダ 21

フォーラム」の関係者合計 5 名にインタビュー調査を行った。インタビューは半構造化形

式で行い、後日追加調査としてメールや電話等で確認作業を行った（表 4 参照）。 

 

表 4 「京のアジェンダ 21」関係者へのインタビュー調査実施リスト 

対象者 日時 場所 ID 

「京のアジェンダ 21 フォーラム」事

務局長 

2011 年 7 月 5 日 

13:30～15:00 

「京のアジェンダ 21

フォーラム」事務局 
K-1 

NPO 法人「環境市民」代表 
2011 年 8 月 1 日 

15:00～17:00 

NPO 法人「環境市民」

事務局 
K-2 

京都市地球温暖化対策室元課長 
2011年 9月 13日 

10:00～11:30 

京都市環境政策局環境

企画部 
K-3 

「京のアジェンダ 21」元代表、学識

経験者 

2011年 9月 15日 

10:40～13:00 

滋賀県琵琶湖環境科学

研究センター 
K-4 

醍醐コミュニティバス市民の会 

元事務局長 

2011年 11月 9日 

14:00～15:00 
京都市公共施設 K-5 

（出所）海川（2012）をもとに筆者作成 

 

 パットナム（1993）は、社会関係資本を「調整された諸活動を活発にすることによって社

会の効率性を改善できる「信頼」、「相互規範」、「社会的ネットワーク」といった社会組織の

特徴と定義している。そのうえで、地方政府のガバナンスの成否を握っているのは地域の社

会関係資本であるとし、社会関係資本が豊かであれば人々は互いに信用し自発的に協力す

ると論じた。すなわち、社会関係資本は集合行為のジレンマ10に対する最善の解決策であり

民主主義を機能させる鍵となるものである（パットナム 2000）。またパットナムは、社会

関係資本と市民社会、とりわけ NPO／NGO の役割の重要性を指摘している。すなわち、

NPO／NGOが社会関係資本を創出し供給する決定的なアクターであり、社会関係資本の蓄

積に重要な役割を果たす、と述べている（パットナム 1993、2000）11。また Nishide and 

Yamauchi（2005）は、NPO／NGO が自治体や地域団体、企業、大学など、地域の様々な

アクターと多元的に協働することで、地域資源を発掘・活用し、将来のビジョンを共有した

持続可能なコミュニティに向けて新しい価値を創造していく。そしてそのプロセスを通じ

て社会関係資本は創出されるとしている。したがって、京都市においても NPO／NGO が

 
9 調査票調査は 2003 年 2月 25日～3 月 10日に郵送発送・回収方式で行われ、調査対象者は全国の 20 歳以上の男女

3,800 名（男女別、年齢別、地域ブロック別の層化抽出による）であり、有効回答数は 1,878 名であった（内閣府国民

生活局 2003）。 

10 各人が協力するか裏切るかの選択肢がある場合に、個人にとっては協力するより裏切った方が得をするが、全員が

裏切ると全員にとって不利な結果が生まれる。逆に全員が自分にとっては多少不利な協力をすれば、全員が裏切る場合

より全員にとって望ましい結果になる。このような状況が集団行為のジレンマである（Olson 1965）。 
11 NPO／NGOと社会関係資本については、パットナムの他に、Salamon （1997、2002）、稲葉（2002）、宮川 

（2004）、Nishide and Yamauchi （2005） 参照。 
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社会関係資本の創出に重要な役割を担い、地域社会における人的ネットワークとその連携

を強くする効果を導くと仮定した。 

検証の結果、京都市には地域で活動する市民活動団体 NPO／NGO が数多く存在し12、市

民がそれらの活動を応援する風土があることが明らかになった。また地域住民と地縁組織

との繋がりもインフォーマルなつきあいから発展したものであることが判明した。京都市

の人口の十分の一が大学関係者であり、技術系のベンチャー企業も数多く存在する。市民活

動団体 NPO／NGO は、こうした企業とのネットワークも構築している。また、行政頼み

とせずに自分たちのことは自分たちで行うという京都市民の「自治意識」の高さも参加ガバ

ナンスの構築に貢献する重要な要素である。多くの自治体では行政と市民は二極対立の関

係であり、パートナーシップ組織をつくるための「信頼関係」の構築は、市民側も「文句を

言う」立場を越えて同じ目標のもとで協働していく姿勢が必要不可欠である。京都市のロー

カルアジェンダ 21 は、プロセスの最初の段階である「パートナーシップ組織の確立」を市

民活動団体 NPO／NGO が主導したことが他の自治体にはない特徴である。 

この「パートナーシップ組織の確立」においては、京都市と並べて比較される豊中市も特

徴的であるため少し触れておく。豊中市では、市が開催したローカルアジェンダ 21 の勉強

会において、市民側の提案により、市民自身で「望ましい環境像」と「環境目標」を検討す

ることになった。これが起点となって「目指すべき理念」、「望ましい環境像」、「環境目標・

指針」を行政と市民が共有することになった（佐藤 2004、pp. 181-183）。そして 1996 年

5 月、総勢 150 団体からなる「とよなか市民環境会議」（会長：豊中市長）が発足した。と

よなか市民環境会議は、豊中市域の市民・事業者・行政など多様な活動主体から構成され、

共通の目標に向けて協働し、地域で具体的に行動するためのパートナーシップ組織である。

とよなか市民環境会議は 2003年 12月にNPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21と

なり、ローカルアジェンダ 21 の活動主体となった。 

京都市、豊中市の事例から、ローカルアジェンダ 21 は、具体的な目標設定に市民自らが

関わり、行政と目標を共有し、目標達成に協働で取り組むためのパートナーシップ組織づく

りが重要であるといえるだろう。また、ローカルアジェンダ 21 の運営主体を創出すること

もマネジメント・サイクルの循環には有効である。 

ローカルアジェンダ 21 は、市民社会、政治、行政の代表者間の信頼を形成するものであ

り、最も重要な成果は、活動体制を構築し、参加者間のコミュニケーションによる情報の流

れを改善し、協力的に合意形成を目指す議論という新しい文化の創出にある（Holtkamp et 

al. 2006）。ローカルアジェンダ 21 によって期待された新しい文化の創出は、持続可能なま

ちづくりを目指すうえで重要な指針となるものであり、1 つのモデル的手法であったといえ

る。京都市の場合は、パートナーシップ組織づくりから市民活動団体 NPO／NGO が先導

し、ヨーロッパで行われているような協働の合意形成プロセスを実現した。しかし、課題が

ないわけではない。「京のアジェンダ 21 フォーラム」の立ち上げ当初から代表を務めた学

 
12 非営利組織指数は全国 2 位で、その中でも NPO 法人シェアは全国一である（山内 2004）。 
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識経験者は、「京のアジェンダ 21」を持続可能なものにするためには、資金面での支援が必

要だと述べている。スポンサーに就いてもらうため、「京のアジェンダ 21 フォーラム」を立

ち上げる際には、発起人に著名人を擁立してメディアにアピールするなどインパクトのあ

る仕掛けづくりに腐心したという（K-4）。元代表は、「京のアジェンダ 21 フォーラム」の

財政が厳しくなった際には私財を投じて寄付をした。そのパフォーマンスによって、京都市

から「京のアジェンダ 21 フォーラム」の人件費の一部の支援を取り付けることに成功した

が、持続可能な運営のためには公的資金のバックアップが必要不可欠であると述べている

（K-4）。このことから、京都市の事例は協働のしくみ（パートナーシップ組織づくり）は実

現したが、行政経営本体の PDCA に影響を及ぼすところまでには至らなかったといえる。

すなわち、協働への参加は担当課である地球温暖化対策室が主導したために、庁舎内ではロ

ーカルアジェンダ 21 は環境問題に関する限定的な取り組みであるとの認識が広まった。そ

のため縦割り行政の体質から脱却し、全庁舎を巻き込んだマネジメント・システムへの転換

となるためのインパクトとはならなかったのである。ここにローカルアジェンダ 21 の「実

施計画」としての限界があるといえるだろう。全庁舎で取り組むためには、最上位の計画と

して位置づける必要があったのである。 

日本ではローカルアジェンダ 21 の取り組みについては不十分だったといえるが、2000

年の地方分権改革以降、自治体行政に求められたのは成果志向型の「経営」と意思決定プロ

セスへの市民の「参加」であった。そのために、これまでの縦割り行政の体質から脱却し、

行政改革に取り組むために自治体で導入されたのが、新公共経営（NPM）である（2.1.参

照）。すなわち民間企業における経営理念や手法を公共部門に導入することを通じて、マネ

ジメント・サイクルを実現するシステムへの転換を目指したのである。本来マネジメント・

サイクルを実現するシステムへの転換を図ることで期待されたのは、事後評価と評価結果

を次の「計画立案 Plan」にフィードバックする「計画 Plan→実施 Do→評価 Check→改善

Action」というフレームが構築されることである。また NPM では経営学の考え方に基づ

き、市民の属性を行政サービスの「顧客」として捉え、行政の責務は「顧客」のニーズに応

答的な行政経営を行うことだとしている。したがって市場調査や顧客満足度調査などによ

って「市民のニーズ」を意思決定プロセスに直接反映させることが重要だとされている（大

住 2003）。 

しかし実際に NPM の理想どおりに行政改革が実現した自治体は数少ない。その理由の 1

つは、行政経営の効率化を図るためには、実施されている事業を「評価」することこそが重

要だとされ、「事務事業評価システム」が三重県を初めとして全国に広まったことにある。

そのため事務事業そのものを「評価する」という発想に留まることになり、「評価システム」

をマネジメント・サイクルの中に制度として組み込むというような視点で考えてこなかっ

たのである。したがって行政経営全体でみた際に、成果目標を達成するための施策を「評価」

するだけでなく、評価結果をフィードバックすることで施策に繋がる有効な事業を「企画立

案」することの重要性に焦点をあてるような発想が欠如していたといえる。そのため、行政
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経営の効率化を図る目的で事務事業評価システムを導入した自治体では、労力のわりには

効果が見えずに失望感が広がった。 

一方 2000 年代には、それまでの縦割り行政の体質から脱却するための経営手段として、

戦略的に「総合計画」を導入する自治体が台頭した（2.3.参照）。総合計画を行政経営の柱に

据えて、PDCA の循環で運用していこうとするものである。その意義は、補助金と予算獲得

のための「事業ありき」というかつての事業官庁としての体質から脱却し、政策官庁として

市民のニーズを包括的な形で総合計画に反映させ、総合計画に基づいた施策によって地域

の限られた資源を有効活用し、持続可能な自治体経営を目指すことにあった。しかしながら、

総合計画が策定されても理想通りに PDCA で運用するという動きにはならず、多くの自治

体で総合計画は次第に形骸化していった。こうした問題の背景には、総合計画にどのように

市民のニーズを反映させ、また施策を実施した結果どうなったかという説明責任を果たす

ための具体的な手段についての議論が十分になされてこなかったという経緯がある。その

ため、実務の現場で総合計画のマネジメントについての方法論が検討されず、発展してこな

かったのである。 

以上のような議論をふまえ、本稿では「参加」と「経営」に焦点をあてて、総合計画の「策

定プロセス」と「運用のしくみ」に論点を分けてそれぞれについて検証する。まず、「策定

プロセス」については、最初の段階で市民のニーズ調査を行い、課題を洗い出したうえで施

策に正統性のある優先順位をつけることや、首長のマニフェストに基づき行政として取り

組むべき政策を明確にして施策に反映すること、そして優先順位にしたがって予算と連携

させる手段を検討することが重要だろう。また「運用のしくみ」については、PDCA の構築

を前提として、行政と市民が協働で進捗管理ができるような制度設計が求められる。つまり、

成果目標に対して有効な施策を企画立案し、施策の実施過程をモニタリングして評価し、評

価結果をフィードバックして改善するという循環を定着させ、資源を有効活用して目標達

成を実現することである。そしてそのために活用できるマネジメント・ツールを検討するこ

とが重要である。 

こうした課題の克服に挑戦したのが東海市の第 5 次東海市総合計画である。第 5 次東海

市総合計画の「策定プロセス」では、市民のニーズ調査として「政策マーケティング」（4.1.4.

参照）を行い、その結果を総合計画の成果目標に反映している。また市民と行政が議論を通

じて合意形成するプロセスを構築するために、コミュニケーション・ツールとして活用した

のが「まちづくり指標」（4.1.5.参照）という KPI（3.5.参照）となるベンチマーク（社会指

標）である。ベンチマークは、「地域社会の目指すべきビジョンを明らかにして進捗状況を

測定する指標」（佐藤 2005、児山 2012）であり、東海市では「まちづくり指標」によって

現状値を評価し、市民と行政が協働で総合計画の進捗管理を 10 年間行った。また「運用の

しくみ」については、開発援助の分野においてプロジェクト・レベルで活用され、実績のあ

るロジック・モデル（第 3 章参照）を総合計画のマネジメント・ツールとして活用し、PDCA

の構築を実現している。 
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2. 研究の目的とリサーチ・クエスチョン 

 持続可能な地域社会の実現を目指してどのようにまちづくりを進めていくか。すなわち、

環境・経済・社会の統合的発展と将来世代と現代世代の公平性についての両立を探りながら

地域マネジメントに反映させていくにはどうすればよいか、それが本研究の大きなテーマ

である。その具体的な方法論の 1 つとして、日本の特徴である自治体総合計画を基軸に市

民と協働で効率的に行政経営を行うしくみについて考察することが、本稿の目的である。そ

のために、東海市の事例について「策定プロセス」と「運用のしくみ」を検証し、「参加」

と「経営」という 2 つの課題の克服のために、マネジメント・ツールとしてロジック・モデ

ルを活用することの有効性を明らかにしたい。 

元来ロジック・モデルは、プロジェクトの設計、実施、評価のためのマニュアルであり、

実践論として開発援助の分野で活用され成果をあげてきた（山谷 1997）。ロジック・モデ

ルを定義するならば、「投入される資源や事業活動から成果までの連鎖において予想される

道筋を探知するセオリー評価」（ワイス 1998）であり、目的を達成するまでの因果関係を

明示したものである。開発援助の分野では、「計画から実施、その効果の評価までの一貫し

たマネジメントを支援する」という点と、「参加型の合意形成に貢献するコミュニケーショ

ン・ツール」という特徴によってロジック・モデルが活用されてきた（島津 2001、 源 2001、 

三好 2002）。一方この特徴に着目して、まちづくりの指針である総合計画の「マネジメン

ト・ツール」として活用し、意思決定への市民参加とマネジメントシステム（PDCA）の構

築を目指した事例は、本稿でとりあげる愛知県東海市をはじめとして東海地方を中心とし

た僅かな自治体である13。 

また自治体において、「マネジメント・ツール」としてロジック・モデルを活用する際に

特に重要なことは、「成果目標の設定」である。行政経営における成果目標は、市民のニー

ズが反映されたものである必要があり、そのために「策定プロセス」の最初の段階で市民の

ニーズ調査を行い、その結果から正統性のある成果目標を設定するための手法が「政策マー

ケティング」である。また首長選挙において、マニフェストを掲げて市民の支持を仰ぐスタ

イルが当たり前になっている現状においては、首長の政治理念を政策としていかに総合計

画に反映させるかについても問われている14。市民ニーズとともに、行政として取り組むべ

き課題についても「成果目標」として明確にすることが市民に対して説明責任を果たすこと

にも繋がるだろう。 

また、PDCA の評価の段階で活用される「まちづくり指標」は、主観指標と客観指標を 2

～3 織り交ぜてそれぞれの生活課題について設定されている。またまちづくり指標には、5

年後、10 年後と段階的に「目指そう値」が設定されており、毎年現状値を評価することで

進捗状況を管理するために重要なベンチマークとなっている。さらにまちづくり指標には

 
13 東海市を参考にして、総合計画策定段階からロジック・モデル活用した愛西市、一宮市などがある。詳細は児山 

（2009a、2009b、2013a、2013b） 参照。 
14 伊藤（2009、2010）、久保・青山（2003）参照。 
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「役割分担値」が設定されており、地域社会を担う様々な主体が指標を活用して協働で地域

をマネジメントしていくという発想が込められている（後・上山 2004）。まちづくり指標

は、まちづくりに関わるすべての関係者が協働で達成すべき共通の指標であり、まちづくり

指標をコミュニケーション・ツールとして活用する制度設計を行うことがロジック・モデル

にとって重要になると考える。 

以上のことから、本稿では意思決定への市民の「参加」と行政の効率的な「経営」PDCA

が同時に実現している状態を「協働型マネジメント・システム」とよび、東海市の事例を検

証する。本稿のリサーチ・クエスチョンは、開発援助の分野で活用されてきたロジック・モ

デルを、持続可能なまちづくりのために総合計画のマネジメント・ツールとして活用するこ

とで「協働型マネジメント・システム」の構築が実現するか、というものである。またリサ

ーチ・クエスチョンの答えを導くために下記の点を判断基準とする（表 5 参照）。 

1．「策定プロセス」における実効的な市民の「参加」については、1—①市民のニーズが総

合計画の成果目標に反映されているか、首長のマニフェストは政策・施策となっているか、

1—②市民と行政がともに KPI となる「まちづくり指標」を活用する制度設計がなされたか、

1—③情報公開がなされ、市民と行政職員が議論をすることで信頼関係が構築されているか。 

2．行政の効率的な「経営」PDCA のための「運用のしくみ」については、ロジック・モ

デルが、2—①計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジメントに活用されている

か、2—②参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツールとして活用されている

か、について検証する。さらに 2—①と 2—②の詳細として、2—①a.目標達成のための有効な

施策の選定で活用されているか、2—①b.施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくり

に貢献しているか、2—②a.毎年「まちづくり指標」を測定して施策を評価することで進捗状

況を市民と行政がともに管理しているか、2—②b.市民の評価が新たな事業に反映されている

か、を検証する。 

本章「1．問いの所在」で取り上げた京都市の「京のアジェンダ 21」は、「京都ターゲッ

ト」の達成という共通の目標を掲げ、さまざまなステークホルダーがプロセスに「参加」す

ることで「協働がもたらすガバナンスの変革」を目指した事例である。その結果、行政が「市

民の声を聞いた」レベルの市民参加を超えたかたちの実効的な協働のしくみが実現したと

いえる。しかしながら持続可能なまちづくりを目指すうえで決定的に重要なことは、実施計

画としての位置づけである。全庁舎を巻き込んだ行政経営にまで影響を与えるためには、最

上位の総合計画として、「環境」だけでなく、「環境・経済・社会」の統合的な発展を目指す

必要がある。すなわち持続可能なまちづくりには、環境・経済・社会ニーズを満たす分野横

断的な施策によって地域の課題を解決していくために、総合計画が活用されるべきだと考

える。ただし総合計画の基本構想はほとんどが 10 年先のビジョンであり、10 年で持続可能

性の現代世代と将来世代との公平性が担保できるのか、という意見もあるだろう。しかし、

最近の 10 年を振り返ってみてもわれわれを取り巻く社会環境の変化は著しく、それに伴い

課題も複雑化して変容している。時代の趨勢を鑑みて、持続可能性を模索するうえで 10 年
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ごとの総括と軌道修正はむしろ必要不可欠であると考える。したがって、持続可能なまちづ

くりに貢献する総合計画の活用の 1 つの事例として、第 5 次東海市総合計画を取り上げる

ことは意義があるといえる。第 5 次東海市総合計画の「策定プロセス」と「運用のしくみ」

を検証することで、日本の行政改革の課題である「参加」と「経営」をどこまで克服するこ

とができたのか、また限界は何かを考察する。 

 

表 5 リサーチ・クエスチョンと判断基準 

リサーチ・クエスチョン 

ロジック・モデルを持続可能なまちづくりのために総合計画の

マネジメント・ツールとして活用することで「協働型マネジメ

ント・システム」の構築が実現するか 

1．策定プロセス 

1—① 市民のニーズが総合計画の成果目標に反映されてい

るか、首長のマニフェストは政策・施策となっている

か 

1—② 市民と行政がともに KPI となる「まちづくり指標」

を活用する制度設計がなされたか 

1—③ 情報公開がなされ、市民と行政職員が議論をすること

で信頼関係が構築されているか 

2．運用のしくみ 

ロジック・モデルの 

活用 

2—① 計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジ

メントに活用されているか 

2—①a. 目標達成のための有効な施策の選定で活用されてい

るか 

2—①b. 施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくり

に貢献しているか 

2—② 参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツ

ールとして活用されているか 

2—②a. 毎年「まちづくり指標」を測定して施策を評価するこ

とで進捗状況を市民と行政がともに管理しているか 

2—②b. 市民の評価が新たな事業に反映されているか 

（出所）筆者作成 

 

本稿は第一部を理論編、第二部を事例研究編の二部構成とする。第一部は、第 1 章で参加

民主主義の議論についてレビューする。市民の意思決定への参加を可能にする制度や社会

的条件とは何かを念頭に、参加民主主義がどのような歴史的・社会的状況において議論され

てきたかを概観する。その際に注目する点は、市民参加の目的がどのように捉えられている

かである。それが「市民教育」という名のもとで、個人の自律性や意識の変革を促すことが

目的とされているのか、あるいはガバナンスへの参加によって意思決定に影響を与え、さら

には社会的な改革へのインパクトとなることを目的としているのか等について着目する。

また日本における市民参加論の展開と、自治体計画と市民参加・職員参加の議論についても

概観する。第 2 章は行政経営として、公共経営論の変遷と、成果志向型の経営のために必要

不可欠とされた評価システムについてこれまでの議論をレビューする。また行政改革の嚆

矢として三重県で導入された事務事業評価システムを事例として、日本の評価システムの
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現状と課題について述べる。さらに自治体政策の枠組みである総合計画をめぐる議論の変

遷と、行政経営に活用するための課題についてレビューする。第 3 章では、ロジック・モデ

ルの理論的考察を行う。ロジック・モデル概念の応用については、開発援助の分野で活用さ

れてきた「ロジカル・フレームワーク」の流れと、アメリカ合衆国の政府機関で開発された

プログラム評価の流れがある。それぞれのロジック・モデルの発展についてレビューし、最

近の議論で注目されているセオリーオブチェンジ（ToC）の展開について概観する。ToC は、

「何を変革 change するか」という明確なビジョンを成果目標として、そのための長期目標

（ターゲット）を設定し、それに繋げる中期成果と中期目標、さらに短期成果、短期目標と

ロジカルに逆算しながらステークホルダー間でマッピングしていくという、バックキャス

ティングの特徴をもつ。ToC は、実践理論とプログラム理論の双方を満たす概念として普及

している。これらの議論をふまえて、開発援助のプロジェクト・レベルにおいて「マネジメ

ント・ツール」として活用されてきたロジック・モデルが、自治体の政策レベルでも貢献す

る可能性について言及する。 

第二部は、東海市の事例を「総合計画策定プロセス」と「運用のしくみ―ロジック・モデ

ルの活用―」について、それぞれの側面から検証し、評価する。第 4 章では、なぜ東海市が

まちづくりの根幹となる総合計画を策定することができたのかを念頭に、第 5 次東海市総

合計画の策定プロセスを詳細にレビューする。ここでの着目点は、市長の決断と市民参画推

進委員会（4.1.3.参照）の関与が、その後の総合計画策定への展開に重要な布石となってい

たことである。また、成果目標設定の重要性に焦点をあて、成果目標に市民ニーズを汲み込

むための政策マーケティングの実施について述べるとともに、達成度を評価するための指

標づくりと進捗管理のしくみづくりがどのように行われたかについてレビューする。第 5章

は総合計画の運用のしくみとして、ロジック・モデルがマネジメント・ツールとして行政経

営にどのように活用されたかについて、先行研究や東海市の資料、インタビュー調査のデー

タをもとに詳述する。策定プロセスの段階で行った成果目標の設定や、進捗管理のための指

標の設定が、いわば必然的にロジック・モデルの活用を促した経緯をレビューし、またロジ

ック・モデルが実際にどのように活用されたかについて、東海市が予算編成と連携した施策

評価システムを構築したことにも着目する。第 6 章は総合評価として、リサーチ・クエスチ

ョンを検証するために、インタビュー・データをもとに第 4 章と第 5 章の分析結果を明ら

かにする。総合計画策定までのプロセスにおいては、ステークホルダー間の議論の場の創出

やそのための情報公開が促され、そのことで市民と行政職員それぞれに意識の変化が生じ、

信頼関係が醸成されたことが明らかになった。またロジック・モデルをマネジメント・ツー

ルとして活用することで、「共通のものさし」であるまちづくり指標によって市民参加型の

評価システムが構築され、また年 3 回開催されるまちづくり大会（5.1.3.参照）を 10 年間

継続したことで PDCA が確立されたことが明らかになった。第 7 章は結論として本論文の

各章をレビューし、研究結果についての結論を述べるとともに、今後の課題について整理す

る。 



22 

 

東海市の主な事例研究は、後（2005a）（2005b）（2005c）（2013）、児山（2008）（2013b）、

風岡（2012）、玉村（2014）、海川・渡邉（2016）、海川（2017）がある。 

後（2005a）（2005b）（2005c）では、自ら東海市の第 5 次総合計画策定に関わった経緯

から、東海市が目指した協働・共創のまちづくりの「しくみづくり」に関し、成果目標の設

定やまちづくり指標による進捗管理、ロジック・モデルを活用した事業編成についての概要

を述べている。また後（2013）では、日本における行政改革と市民参加の現状について問題

提起し、協働型マネジメント・サイクルの構築と実効的な市民参加のあり方について東海市

の事例を引用してその成果について述べている。ここでは、成果目標を設定し、その達成の

ために有効性が高いかどうかを基準にした既存事業の精査や新規事業の立案を可能にする

ために、ツリー型ロジック・モデルを自身が考案したとされている。児山（2008）は、社会

指標型ベンチマーキングの一例として東海市の「まちづくり指標」を取り上げ、青森県の政

策マーケティングと比較して言及している。そこでは、まちづくり指標が第 5 次東海市総

合計画の骨格として活用されており、その背景には市長の意向が影響しているとしている。

また児山（2013b）では、制度の観点から予算編成とまちづくり指標およびロジック・モデ

ルの活用状況について考察している。その結果、ロジック・モデルを活用する制度は 2010

年度以降みられず、まちづくり指標は行政評価を通じて予算編成に活用されていないとし

ている。風岡（2012）は、市民による総合計画の進捗管理という観点から東海市の事例を考

察している。ここでは、進捗管理への市民参加によって政策立案に一定の影響を与えること

が明らかにされている。玉村（2014）は、総合計画に基づく地域経営の視点から東海市の事

例を包括的に概観し、東海市では総合計画が地域経営に活用されているとしている。しかし

いずれもマネジメント・ツールとしてロジック・モデルを活用することに焦点をあて、どの

ような過程を経て PDCA が構築されたかや、その過程で市民参加がどのように行われ、市

民と行政の関係がどのように変化したのか、ということを深く掘り下げている研究はない。 

海川・渡邉（2016）は、東海市のロジック・モデルを「参加型政策評価」の観点からその

意義について述べている。ここでは、市民が評価プロセスに参加することで、行政が市民の

ニーズに応答的になったことを明らかにしている。海川（2017）は、ロジック・モデルの導

入によって市民参加と職員参加が実現したか、また分野横断的な施策が計画・実施され行政

内部の縦割りの弊害を克服したかについて考察している。その結果、ロジック・モデルの導

入によってある程度の成果がみられるとしている。Umikawa and Uchiyama（2020）は、

持続可能な自治体経営におけるロジック・モデルの概念と業績測定のための KPI（Key 

Performance Indicator）の重要性について、SDGs のゴール 11 に関連して理論を概観して

いる。本稿の第一部理論編第 3 章「ロジック・モデルの理論的考察」は、Umikawa and 

Uchiyama（2020）を和文で加筆修正したものである。また、海川・渡邉（2016）、海川（2017）

は、本稿の第二部事例研究編の骨格を成すものである。 

本稿では、第 5 次東海市総合計画を通じて東海市が構築した「協働型マネジメント・サイ

クル」に焦点をあて、マネジメント・ツールとしてのロジック・モデルの役割について考察
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する。まちづくり指標による進捗管理や、10 年間継続させた評価・提案・確認のまちづく

り大会を通して東海市の市民参加型のマネジメント・サイクルは強化され、市民ニーズが予

算に反映されるしくみを構築した。その過程では、市民と行政の関係性を二極対立的なもの

から協働のパートナーシップ型へと変え、双方の信頼関係が醸成されていった。東海市は、

ロジック・モデルを総合計画のマネジメント・ツールとして行政経営に取り入れた最初の事

例であり、試行錯誤しながらも市民と行政の協働のあり方に道筋をつけた点で意義がある。

また持続可能なまちづくりという観点からも、分野横断的な施策によって縦割りの弊害を

克服し、環境・経済・社会ニーズを包含した統合的発展を目指すものとなったといえる。 

 

3. 方法論 

本稿第二部事例研究編における分析方法は、半構造化インタビュー調査を採用した。その

理由は、リサーチ・クエスチョンの回答を導きだすためには、ロジック・モデルが参加型の

合意形成に貢献するコミュニケーション・ツールとして活用されているかどうかを分析す

ることが重要であると考えたからである。そのためには、第 5 次東海市総合計画に関わっ

た市民、職員の意識の変容と双方の信頼関係がどのように構築されたのかについて洞察す

ることが必要である。したがってインタビュイーの考え・思考の特徴をなるべく正確に理解

するために、基本となる共通の設問をいくつか設定し、その質問をベースとした対話のなか

でそれぞれのインタビュイーが重視している点についてさらに質問を重ねて深く掘り下げ

るよう試みた。 

インタビュー調査の前に、インタビューの対象者の選定と、インタビュー・ガイドを作成

した。まず、リサーチ・クエスチョンへの回答のために、理論上重要な点と必要な情報を洗

い出し、それぞれの情報には簡単なキーワードをいくつか設定した。総合計画策定過程の詳

細な分析が第 4 章の核となるため、「どのような計画をつくるか」の合意形成において市民

参加と職員参加がどのように行われていたのかを知るための情報が必要不可欠である。そ

の情報を得るためにインタビューの対象者の選定は、準備段階の組織である市民参画推進

委員会の主要メンバーで、その後第 5 次東海市総合計画の開始とともにパートナー組織と

なったまちづくり市民委員会の委員に引き続き就任した人物を市民側のキーパーソンとし

て設定した。行政側は、市民参画推進室設置当時から第 5 次総合計画に関わり、その後企画

政策課へスライドした職員をキーパーソンとして設定した。総合計画の運営に関しては、ま

ちづくり市民委員会の歴代の事務局長と委員、当時の企画政策課長がキーパーソンとなる

と考え、該当者を選定した（表 6 参照）。インタビュー調査で得られた回答から、後日疑問

に思った点や、確認したい事項などは電話とメールでやり取りしてデータ収集し、整合性を

とることに努めた。インタビュー・データは整理してコーディングを行い、分析ごとに重要

だと思われるデータをピックアップしてグループ化した。 

 

 



24 

 

 

表 6 インタビュー調査実施リスト 

対象者 日時 場所 ID 

市民参画推進委員及びまちづくり市民委員会

事務局次長（2002-2005）、NPO代表 

2014年 3月 18日

10:30～14:00 

ソラト太田川 3F市民活

動センター 
C1 

市民参画推進委員及びまちづくり市民委員

（2002-2011） 

2014年 3月 25日

14:45～16:45 

ソラト太田川 3F市民活

動センター 
C2 

まちづくり市民委員会会長（2007-2010） 
2014年 3月 26日

10:25～11:30 

ソラト太田川 3F市民活

動センター 
C3 

まちづくり市民委員会事務局次長（2009-

2013）、NPO代表 

2014年 4月 14日

10:00～11:45 

ソラト太田川 3F市民活

動センター 
C4 

まちづくり市民委員会事務局長（2007-2013） 
2014年 9月 8日

10:00～12:00 
東海市しあわせ村 C5 

市民参画推進室（2002-2004） 

企画政策課職員（2004-2010） 

①2014年 4月 3日

10:30～12:30 

②2014年 9月 8日

10:00～12:00 

③2015年 3月 26日 

14:50～15:40 

東海市しあわせ村 G1 

市民参画推進室（2004）、企画部部長 

副市長（2017～） 

①2014年 4月 9日

10:00～11:20 

②2020年 2月 12日

11：00～12：00 

東海市役所企画部 

東海市役所副市長室 
G2 

企画政策課課長（2002-2008） 

2015年 3月 26日

13:00～14:00 

2015年 3月 27日 

東海市清掃センター会議

室 
G3 

電話・メール 

市民フォーラム 21・NPOセンター事務局長 
2016年 9月 19日 

13:00～15:15 

市民フォーラム 21・NPO

センター事務所会議室 
N1 

市民参画推進委員会会長（2002-2004）、市

民フォーラム 21・NPOセンター代表理事、大

学教授 

2020年 2月 5日 

13：00～15：30 

名古屋大学ジェンダー・ 

リサーチ・ライブラリー 
N2 

（出所）筆者作成 
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第一部 理論編 

第 1 章 参加民主主義の変遷 

 

1.1. 参加民主主義 

市民の意思決定への参加を可能にする制度や社会的条件とは何か。そのことを考察する

ためには、参加民主主義がどのような歴史的・社会的状況において議論されてきたかを概観

することが重要である。注目する点は、その時代に望ましいとされる民主的な政治体制と、

市民参加の目的がどのように捉えられているかである。それが「市民教育」という名のもと

で、個人の自律性や意識の変革を促すことが目的とされているのか、あるいはガバナンスへ

の参加によって意思決定に影響を与え、さらには社会的な改革へのインパクトとなること

を目的としているのか等、その目的の議論に着目してレビューする。 

 参加民主主義は、1960 年代にアメリカ合衆国で興隆したスチューデント・パワー運動が

端緒となって謳われるようになった（たとえば、マクファーソン 1977、ぺイトマン 1970、

カニンガム 2002）。「参加民主主義」という言葉は、1962 年ミシガン大学の急進派の学生

たちによる「ポート・ヒューロン声明15」の中で、助言者の一人として関わったアーノルド・

カウフマン教授が提唱したことが始まりだとされる（Mansbridge 1995、p. 5）。ここでは、

人間は限りなく貴重な存在であり、理性と自由と愛への無限の能力を有する存在であると

みなし、各個人が参加するデモクラシーが、社会体制（social system）として樹立されるこ

とを要求している（Jacobs and Landau 1967、pp. 158-160）。以降この声明は、広く国内

外の学生たちの拠りどころとなった（カニンガム 2002、p. 183）。 

このように、初期の参加民主主義者のターゲットは大学であった。急進派の学生たちは、

カリキュラムや成績評価などについて、学生が意思決定に参加できるようにするべきだと

して民主化を求めた。そして実際に彼らの要求が実現したケースもあった（カニンガム 

2002、p. 189）。その後さらに対象を広げ、職場、家族、メディア、近隣、教育などの現場

における「意思決定の民主化」という観点で参加民主主義が提唱された。すなわち参加民主

主義者の主な関心は、市民社会の諸制度において民主主義がどのように展開されるべきか、

という点であった（カニンガム 2002、p. 189）。 

学生運動に先導された意思決定への参加の要求と運動の背後には、管理社会に対する激

しい反発があった（篠原 1977、p. 18）。それは 1930 年代の世界的な大恐慌によって、資

本主義的秩序を支えるために国家が経済に介入する緊急事態が生じたことに端を発する。

そのため政治的決定から民主的感応性を排除する必要があり、ガバナンスの主要な役割を

自己選抜的なエリート集団が担うというシステムが確立したのである（マクファーソン 

1977、pp. 150-151）。  

この体制に影響を与えたのがヨーゼフ・アロイス・シュムペーター（以下、シュムペータ

 
15 Port Huron Statemen: http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Primary/Manifestos/SDS 

_Port_Huron.htmlt（アクセス日 2019/3/5）参照。 

http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Primary/Manifestos/SDS
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ー）の多元的エリート主義である（マクファーソン 1977、p. 128）。シュムペーターは、「民

主的方法とは、個人が人民投票のための競争によって決定する力を獲得するという政治的

決定に到達するための制度的な取り決めである」としている（Schumpeter 1947、p. 269）。

ここでは、民主主義は一つの市場メカニズムとされ、有権者は消費者であり、政治家は起業

家にたとえられている（マクファーソン 1977、p. 130、篠原 2012、p. 234）。このような

政治参加における階級格差の存在は、自らの要求を明確に表現するという点においても、ま

た自らのニーズを実効的にするという点においても下層の人 （々有権者）が無力であること

を示している。つまり低い参加と社会的不平等が密接に結びついているため、より公平で人

間的な社会のためには、より参加的な政治体制を必要とするのである（マクファーソン 

1977、pp. 154-155）。 

シュムペーターとその理論の継承者たちの主張が、民主主義は投票行為に留まるもので

あるとするのに対し、参加民主主義の理論は、能動的市民の参加の最大化を目的としており、

代表制と選挙による競争的投票は必要悪に過ぎないとしている（カニンガム 2002、p. 183）。   

参加民主主義者にとっての生命源は、ジャン・ジャック・ルソー（以下、ルソー）の『社会

契約論』で述べられている政治理論である（たとえば、ぺイトマン 1970、p. 43、カニンガ

ム 2002、p. 184）。ルソーは、「自然の状態から社会状態への移行は、人間に極めて顕著な

変化をもたらす」と述べている。すなわち人々は本能を正義に替え、またそれまで欠如して

いた道徳性に基づいて行動することによって、初めて義務が肉体の衝動と交代し、権利が欲

望と交代する。人々はその時まで自分のことだけを考えていたが、それまでとは違う原理に

よって行動し、自己の選好よりも理性に問わなければならないことに気づく（Rousseau 

1950、p. 18,Ⅰ.viii）。こうしたルソーが主張する「人々がもつ価値と動機は根本的な変化を

きたす」という考えと、「政治参加」はある種の「デモクラシー実地訓練型プログラム」で

あり、政治参加が人間の変容を呼び得るというテーゼが、参加民主主義理論の核心となって

いる（カニンガム 2002、p. 197）。 

以下参加民主主義者が拠りどころとする、ルソーの政治理論の中心的議論を整理する。 

ルソーの『社会契約論』の主題は、「各構成員16の身体と財産を、共同のすべての力によっ

て守り、各人があらゆる人々と繋がりをもちながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前

と同じように自由であることが可能となる、結合の一形態を見出すこと」であり、これを「社

会契約」が解決するとしている（ルソー 1954、p. 29）。社会契約は、すべての人々にとっ

て等しい条件とするために、各構成員をそのすべての権利とともに共同体に譲渡する。従っ

て、「我われは、身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下におく。

そして我われ各構成員を全体の不可分の一部として受け取る」のである（ルソー 1954、p. 

31）。この結合行為によって、各契約者の特殊な自己に変わる一つの「精神的で集合的な団

 
16 ルソーは社会契約論のなかで、「臣民（Sujets）」は構成員であり、個別に国法に従うものを指すとした（ルソー 

1943：邦訳 2005、p. 225）。 

 



27 

 

体」をつくりだすとしている（ルソー 1954、p. 31）。  

ルソーは『社会契約論』の中で、「全員の最大の善」は自由と平等であると規定し、平等

とは「いかなる市民も他の市民を買えるほどには豊かでなく、また身売りをよぎなくされる

ほど貧しくもない」ことであるとしている（ルソー 1954、p. 77）。ルソーはまた、一般意

思と全体意思の間には明確な相異があり、前者は共通の利益だけを心掛けるが、後者は私の

利益を心掛けるため各人の特殊意志の総和に過ぎないとしている（ルソー 1954、p. 47）。

このことは投票行動において、人々は自らの選好や、あるいは利他主義的選好に基づいて投

票する場合であっても、それは全体意思の反映であり、「一般意志に即して行動している」

ことにはならない。なぜなら一般意思とは、投票にあたって共通善が何を求めているかを確

かめようとする義務を課すものだからである。したがって、ルソーにとって民主的な集団的

意思決定とは、共通善を発見し促進しようとする試みにほかならないのである（カニンガム 

2002、p. 192）。 

キャロル・ぺイトマン17（以下、ぺイトマン）（1985）は、共通善に配慮しようとする力

は「市民意識の変容から生まれるものであって、参加の過程を通して徐々に形成されるもの

である」としている。そして政治参加のなかで人びとの価値観が変化し、マクファーソン

（1962）の「所有的個人主義の思考と行動の様式」18からの脱却が促されることになると主

張している（Pateman 1985、p. 156）。またペイトマンは、ルソーの理論における参加の主

要な機能は、教育的な機能だとも述べている。すなわち、ルソーにとって参加とは意思決定

19への参加であり、意思決定に参加した結果、自分が私的な市民であるとともに公的な市民

でもあることを学ぶ。そしてひとたびこの参加型体制が樹立されれば、この体制は自律的な

ものとなる。なぜなら、この体制が機能すれば、個々の市民に要求される資質そのものは、

参加それ自体の過程が発展させ、促進する資質にほかならないからである。すなわち、個々

の市民が参加をすればするほど彼らはより優れた参加をすることができるようになり、つ

いには公的領域と私的領域の諸要求の間における相克を感じなくなる。参加のプロセスを

通じて育っていく人間的結果は、参加型体制に重要な正当化を与えているのである（ぺイト

マン 1970、pp. 47-48）。 

 ルソーはまた、個人としての自律性の重要性を団体との関係において述べている。市民が

十分に情報をもち得て各個人として審議するとき、僅かの相違がたくさん集まり常に一般

意志が結集し、その決議は常に良いものになる。しかし集合体（団体）を形成すれば、それ

ぞれの団体の意思はその成員に関しては一般的であるが、国家に関しては特殊なものにな

る。それは団体と同じ数だけの投票者があるにすぎず、相違の数がより少なくなり、その結

 
17 ぺイトマンは古典学派（伝統的正統派学説 traditional orthodoxy）に属し、主として参加の持つ教育的効果、すな

わち参加によって醸成される人間の人格的発展を重要視しており、著書『参加と民主主義理論』のなかで対立する新民

主主義学派（現代理論 modern theories）を痛烈に批判している。両学派の衝突については Bulpitt（1972） 参照。 

18 マクファーソン（1962：邦訳 1980）の消費中心主義と自己中心性を記述するために用いた言葉。 

19 原文“participation in the making of decision”を邦訳では「決定作成への参加」という訳語が使用されているが、

本稿では「意思決定への参加」で統一する。 
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果より小さな一般意思の結果をもたらす。もし、団体の 1 つがきわめて大きくなって他の

全ての団体を圧倒するようになると、その結果はもはや様々な相違の和ではなく、たった１

つだけの相違があることになる。そうなればもはや一般意思は存在せず、また優勢を占める

意見は特殊な意見であるにすぎない（ルソー 1954、pp. 47-48）。つまり、ルソーは意思決

定の理想の状態は、組織化された集団による特殊意思の数の支配ではなく、正しい個人であ

る市民が多数参加した状態によるものだと考えたのである。では、ルソーは一般意思が統治

の領域まで影響を及ぼすことを考えていただろうか。 

 ルソーは政府を、「臣民（構成員）と主権者20との間の相互の連絡のために設けられ、法律

の執行と市民的および政治的自由の維持を任務とする 1 つの仲介団体である」としている

（ルソー 1954、p. 84）。首長は主権者の単なる役人として、主権者から委ねられた権力を

主権者の名において行使しているのである。主権者はこの権力を好きな時に制限したり、変

更したり、取り戻したりすることができる。すなわち執行権の合法的行使が「統治」、ある

いは最高行政であり、この行政を委ねられた人や団体を「統治者」あるいは「行政官」と呼

ぶ。そして統治において構成員は、権力を委託し、代理人である政府を監視することで権力

の調整を行うことができるとしている。（ルソー 1954、pp. 84-85）。このことから、ルソー

が想定している統治は主権者から委ねられた権力を首長が合法的に行使することであり、

一般意思が統治まで影響を及ぼすとは言っていない。このことはペイトマンも、政府には

人々の意思を実行するための権限が委託されているにすぎず、したがって政府は行政手段

にすぎないとしてルソーの主張を支持している（Pateman 1985、pp. 150-152）。 

ジョン・スチュワート・ミル（以下、ミル）は、民主主義の議論において、「参加」の効

果を個人の資質に見出した第一人者である（たとえば、Thompson 1976、Mansbridge 1995）。

ミルが主張する「参加」の原則は、彼の信念に基づいている。すなわち、市民の利益を保護

することで、社会の幸福度が増し、市民の政治教育を推進することによって「より望ましい、

より崇高な国民的性格」を促すとしている（Thompson 1976、p. 13）。ミルは、民主的諸制

度の作用において、市民の公共教育の重要性を強調している。よき政治の必要条件の 1 つ

が正しい個人的性格を育成することにあり、この目的のために正しい制度が必要となると

いう点で相互関係にあると述べている（Mineka ed. 1963、p. 102）。そして、その手段とし

て地方行政の諸制度を第一に挙げている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 353）。市民にとって、

共同社会の全般的な事柄の処理に自ら関与する機会は極めて少ない。しかし地方の諸機関

の場合には、多くの市民は「選出する」という機能とともに、代わるがわる「選出される」

可能性も持っており、実際に選挙や輪番制によって地方の執行職務のさまざまな任務につ

くことができる。これらの地位にあって、彼らは思索し演説するとともに、公共の利害のた

めに行動しなければならない（ミル 1861：邦訳 1997、pp. 353-354）。 

 
20 ルソーは社会契約論のなかで、「あらゆる人格の結合によって形成される公的人格を、「政治体（Corps 

politique）」とし、その構成員によって政治体が受動的に法に従うときは「国家（Etat）」、能動的に法をつくるときは

「主権者（Souverain）」と呼ぶとした（ルソー 1943：邦訳 2005、p. 225）。 
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ミルは、こうした機会が重要な政治教育を普及させる手段になると述べるとともに、この

ような精神的訓練は、国家の全般的な事柄においてよりも地方に関わることにおいてのほ

うが重要な特徴があるとしている。なぜなら、地方には行政の質によって決まるような重大

な利害関係がないため、精神的訓練の方に大きな関心が払われ得る。一方行政の質は、一般

立法の問題や国の諸事項の処理の場合において問われるより、地方では精神的訓練の後に

まわされることがずっと多いからだとしている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 354）。 

ミルの政治理論に決定的な影響を与えたのは、アレクシ・ド・トクヴィル（以下、トクヴ

ィル）の『アメリカの民主主義 Democracy America』である（Mill 1924、pp. 162-164、ミ

ル 1962）。ミルは特に地方政治制度において共感し、次のように述べている。地方レベル

においてこそ、参加の真の教育的効果が生じるうえに、直接関わる諸問題が彼の生活に影響

を及ぼすだけでなく、地方自治体に奉仕するべく彼自身が選挙で選ばれるよい機会となる。

地方レベルで参加することによってこそ、個人は「民主主義を学ぶ」のである（Mill 1910、

pp. 347-348）。またミルは次のようにも述べている。トクヴィルは、あらゆるアメリカ人が

愛国者であり、教養ある知性の持ち主であり、これらの資質と彼らの民主的諸制度との関連

がいかに密接であるかを示した。しかし政治生活はアメリカにおいてはきわめて貴重な学

校であるが、もっとも有能な教師が除外されている学校である。その国の第一級の人々は、

公的な機能一般から効果的に締め出されている。民衆（デモス）は、アメリカでは権力の 1

つであり、その国の利己的な野心はすべて民衆の方に引きつけられていく。権力の腐敗的効

果が改善して高貴となり、その影響力と完全に歩調を合わせているのである。それでもなお、

彼らの民主的諸制度が、最下層階級のアメリカ人にイギリス人らと比べても知的発達の優

位性を生み出すとするならば、それは政治論議と集団的政治行動によって生み出されたの

である。政治を論ずることで、自己の狭い範囲の世界で利害関心を集中させられている人々

が、遠く離れた場所の出来事や問題の原因が自分の個人的利害にとっても影響を及ぼすこ

とを教えられるのだ（ミル 1861：邦訳 1997、pp. 214-215）。 

一方でミルは、地方レベルで参加することの最も重要な目的である市民の社会的・政治的

教育は、たとえ不完全であっても彼らの能力の範囲で彼ら自身によって問題を処理するべ

きとする意見に反論している。無知である彼らが知識を欲しても救いの手を差し伸べず、彼

らを手探りの状態のまま放置し、助けを欲しなければなしで済ませるというのは貧弱な教

育にすぎない。必要とされているのは、無知なるものに無知を気づかせ、知識によって利益

を得ることができるようにするための手段である。すなわち、日常的なことしか知らない彼

らが原理に基づいて行動し、その価値を意識することに慣れさせる方法や、さまざまな行為

形態を比較し、理性を用いて最善のものを識別することを学ぶための手段である。そして

「教師の良否が、学校の良否を決める」という言葉は、公共の業務を通して行われる成人に

対する間接的教育においても真実だとしている（ミル 1861：邦訳 1997、pp. 372-373）。 

では、ミルは統治レベルまでの市民参加を考えていたのだろうか。ミルは『代議制統治論』

の中で、優れた統治の条件のうちで最も重要なことは、その統治が行使される社会を構成す
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る人間の資質であると述べている（ミル 1861：邦訳 1997、pp. 48-49）。そして最良の統治

形態とは、最高統制権力が共同社会の全集合体に付与されているものであり、各市民がその

究極的主権の行使に発言権を有するだけでなく、地方あるいは国家的公共の職務を自ら遂

行することによって統治に実際に「参加」することが求められるとしている（ミル 1861：

邦訳 1997、p. 78）。完全な民衆的統治は、他のどの政治体よりも道徳的・知的・活動的能

力によって社会の事柄を処理する力を高める優れた形態であり、また国民の性格を高次の

より良いものに導く（ミル 1861：邦訳 1997、p. 79）。究極的に望ましいのは、全ての人々

に国家の主権の分担を許すこと以下ではありえない。しかしながら、全ての人々の参加は公

共の業務におけるきわめて小さな部分でしかないために、完全な統治の理想的な形は「代議

制的」でなければならないと結論づけている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 98）。 

ミルの関心の中心は、「十分な教養を身につけた教育程度の高い少数のエリートが掌握す

る政治体制をどのようにして達成するか」であった（ペイトマン 1970、p. 58）。利己的な

諸利害関心は人々の間で常に分かれており、ある人々は利己的な利害関心をもつが、またあ

る人々は正義や真理の側に彼らの私的利害関心をもつ。こうしたより高度の思想に支配さ

れている人々は、それだけで優位を占めるにはあまりにも少数で弱体であるが、討論と説得

を重ねた後には賛同者が増え、形勢を逆転させるほど強力になる。代議制は、この状態を維

持するように構成されるべきであるとしている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 170）。つまり

ミルは、民主的な諸政治制度が、支配者たる教育程度の高い少数者を多数者が信じているよ

うな状態と両立するように諸事の組織化を図ることだと考えたのである（Mineka ed. 1963、

p. 17）。 

しかし一方で、多数者である民衆が教育程度の高い少数者のエリートから無条件でコン

トロールされる時代は終わり、例えば労働者階級に向けられる助言や勧告、指示といったも

のは平等に示され、彼らの意思で受け入れられなければならないとしている（Mill 1965、

p.763）。すなわち、エリートは多くのものに対して責任を持たねばならず、ミルが考える政

治における最大の困難は、責任あるエリート支配との調和であった（Hamburger 1965、p. 

86）。 

またミル（1861）は、どのような形態の統治であれ、その欠陥は消極的か積極的かのどち

らかであると述べている。統治に必要な諸職務を果たすのに十分な権限を集中していない

場合や、個々の市民の活動的な能力と社会的感情を、それを行使することで十分に発展させ

ることができなければ、それは消極的な欠陥だとしている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 143）。

このことからミルは、市民が統治に参加することで行政の質をあげるような効果を期待し

ておらず、むしろ参加という精神的訓練による市民の公的意識の覚醒を重要視しているこ

とが伺える。参加型制度のしくみの中においてのみ、「積極的な」公共心に富んだタイプの

性格が形成されるとし、参加論者が主張する、責任ある社会的で政治的な市民の行動は「そ

のもとで個人が政治的に行動しなければならない」ところの制度に大きく依存していると

の論拠と両立している（ペイトマン 1970、pp. 54-55）。 
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一方でミルは、民衆的合議体は統治のすべての活動を統制すべきであるが、どのような道

筋で最善に行使されるか、統治業務のどの部分を合議体で遂行するのに適当であるかを考

える必要があるとも述べている（ミル 1861：邦訳 1997、pp. 121-122）。例えば租税は、合

議体に属する義務であるが、代議体自体は予算を作成しようとはしない。議会には、課税で

あれ支出であれ、直接的に発議することは期待されていないし、許されてもいない。議会が

求められているのは同意であり、議会がもっている唯一の権力は「拒否権」である（ミル 

1861：邦訳 1997、pp. 122-123）。  

またミルは、代議制では代議体は「行政を行うべきではない」とされており、代議体の役

割は「熟慮」であり、多くの異なる意見に傾聴し、考慮することが重要であると述べている。

その役割において討議団体が不可欠であるが、行政業務は一人の責任のもとで行われる方

が適しており、代議体の役割は忠告者であるとしている（ミル 1861：邦訳 1997、p. 123）。

つまりミルは、責任あるエリートによる代議体の役割において、諸問題の解決には熟議によ

る合意形成が重要であるとの視座をもっていたといえる（Urbinati 2002、p. 117）。 

1960 年代から 70 年代にかけて参加民主主義は、労働者階級のなかで増幅する不満と疎

外感の派生物として広まった（マクファーソン 1977）。その背景には、1930 年代の世界恐

慌によって資本主義的秩序を支えるために国家が経済に介入する緊急性が生じ、政治的決

定から民衆の参加が排除されたという経緯があった。ガバナンスの主要な役割をエリート

集団が担うシステムによる管理社会への激しい反発から、工業における労働者統制の運動

は必然的に興隆したといえる。つまり、この時代の参加民主主義は、階級社会としての資本

主義社会の矛盾を克服し、また職場での労働者参加を実現するなど市民や労働者の政治参

加を主張するものだった（篠原 2012、p. 234）。 

ジョージ・ダグラス・ハワード・コール（以下、コール）は、産業分野における労働者の

「参加」について政治理論を展開した21（Cole 1919）。コールとって、真に民主的な政体へ

の扉を開ける鍵を握っているのは産業であった（コール 1913、ペイトマン 1970、p. 65）。

コールは、社会組織の目的は単なる物質的な効率性ではなく、本質的に全員の最大限の自己

表現である。そしてそれは、人々に投票だけでなく、共同社会の問題を共通の方向へと彼ら

の完全な「参加」を呼びかけることを目指すべきであるとしている（Cole 1920b、p. 208）。

コールの理論は、「結社 associations」という考え方が基礎になっており、社会は幸福を目

的とする構成員の意志によって結合された結社の複合体だとしている。そして社会は、充分

に民主的であり自治的である場合にのみ健全な状態である。充分とは、すべての市民が自ら

の欲するところに従って政策上に影響を及ぼす「権利」をもっているだけでなく、その権利

を実際に行使できる最大の機会を持っているべきであるとしている（Cole 1920c、p. 12：

邦訳 1923、p. 5）。すなわち、コールは「参加」とは意思決定への参加のみならず、統治に

関わることも含むとしているのである。 

 
21 『Guild Socialism Restated』(1920c)：邦訳（1923）のなかでギルド社会主義の形態をとった参加型社会を描いて

いる。 
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 コールもまた、ミルと同じく参加の教育的機能はきわめて重要であり、それゆえに諸個人

と彼らの諸制度は相互に孤立させて考えることはできないことを強調している（Cole 1919）

（ペイトマン 1970、p. 69）。コールはルソーの見解に同意して、地方自治や部門自治にお

いてこそ、個人は民主主義を学ぶことができると論じている（Cole 1920a、p. 182）。そし

て現代政治の巨大なメカニズムでは、国家が大きすぎるからではなく、より小さな単位の中

で自治の基礎を学ぶ機会が与えられていないとしている（Cole 1920a、p. 187）。またコー

ルは、富と地位における甚だしい不平等が、教育、権力、環境の統御における甚だしい不平

等を醸成しており、政治であれ他のいかなる領域であれ、真の民主主義にとって致命的なも

のであると述べている（Cole 1920c、p. 14：邦訳 1923、p. 8）。その一方でコールは、産業

界における民主主義は、人びとにとって非常に効果的であるとしている。個人は官僚的な上

下関係に完全に関わっており、産業界での学びは自分自身について学ぶと同時に民主主義

を学ぶと述べている（Cole 1920a、pp. 184-185）。このように、コールは参加の教育的機能

は極めて重要であると認めているが、富と地位における格差が参加の機会の不平等を招き、

それが民主主義にとって致命的であると主張している。コールにとっては、産業界において

こそ効率的に民主主義を学ぶことが出来、それはすなわち自治を学ぶことである。つまりコ

ールにとっての参加は統治への参加にほかならないといえる。 

一方同じ時期には、政府の決定作成への実質的な市民参加が行われるべきだという考え

が急速に広まった。そのため各国の中央政府は、少なくとも言葉の上では、「参加」をうた

い文句にし始めた。その中でも少数ではあるが、さらに拡大した市民参加を具体化するプロ

グラムを開始するところも出現した（マクファーソン 1977、P. 153）。この「参加」の潮流

が地方政府にも波及し現代も続く自治体ガバナンスへの市民参加という考え方の礎を形成

していったといえるだろう。 

ベンジャミン・バーバー（以下、バーバー）（2004）は、政治領域を「対立が存在し、判

断に際しての私的事情、または独自の根拠が欠如している場合において、公的行動およびそ

れに伴う合理的公的選択の必要に対して課される条件により線引きされるもの」と定義し

ている（バーバー 2004、p. 210）。そして政治的問題とは、すべての人に影響を及ぼす事柄

に対し、手段と目的に関して全員が合意できず、また選択のための独自の根拠がない場合に

「我われはどうすればよいか」という、「行動」についての問題だとしている（バーバー 2004、

p. 212）。したがってバーバーの見解による政治の必要性は、判断のための根拠が欠如して

いるにもかかわらず、対立に対して合理的な公共の選択をしなければならない場合に発生

する。ストロング・デモクラシーとは、こうした政治的条件が包含しているジレンマに対し、

直接応答する政治制度である。すなわち「独自の根拠が欠如している」場合に、参加（制度）

のプロセスによって、あるいは私的な個人を自由な市民に変え、私的な利益を公共善に変え

ることのできる政治共同社会を創造することによって、対立を解決する参加政治である（バ

ーバー 2004、p. 225）。そして参加には「判断の教育」という重要な機能がある。市民とは

市民としての判断の方法を学んだ個人であり、善を公共の基準で評価できる個人である。市
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民の責任は選択肢や可能性を選ぶことではなく判断することを含むものであるとしている

（バーバー 2004、p. 257）。 

バーバーもルソーの言葉を援用し、デモクラシー社会にとって重要なことは、政治参加が

「個人に顕著な変化をもたらす」ことだとしている。すなわち「参加」によって人々の能力

が訓練されて発展し、考え方が広くなり、感情が高揚し、全人格が高尚化する（バーバー 

2004、pp. 351-352）。市民は、生まれながらにして市民になるのではないことは確かであ

り、自由な政治制度の下での市民教育と政治への関与の結果として市民になるのである（バ

ーバー 2004、p. 34）。それに対してシン（thin：薄弱な）・デモクラシー社会は、単に人び

とに利己的取引を求め、また共同体に市場機能の供与と保全を求めるのみであるため、人び

とに変化をもたらさない。また一元制デモクラシー社会は共同の力をつくり出すが、自治と

個性を完全に破壊することによって成し遂げられるに過ぎない。前者では、個人は孤立した

まま放置され、後者では個人は無に帰せられてしまう。ストロング・デモクラシー社会にお

いてのみ、個人に変化をもたらすのである（バーバー 2004、p. 352）。 

 では、ストロング・デモクラシーとは何なのか。バーバーの『ストロング・デモクラシー』

（2004）における議論は、シン（thin：薄弱な）・デモクラシーを、よく統治された代議制

デモクラシーに置き換えるのではなく、直接参加制という重要な上張りを被せることで、そ

の厚みを持たせることにある（バーバー 2004、p. 17）。バーバーは、アメリカには 2 つの

デモクラシーが存在すると述べている。1 つは政党と大統領による政治および官僚政治に代

表されるものであり、政治家を城壁の内に収容し、同時に市民を城壁の外に締め出している。

2つめは近隣地区や市街区ごとの組合、PTAや社会活動団体などに代表されるものである。

身近な地域で小規模な集団ごとに人びとが集まり、互いの意見の相違点を調整・決着したり、

活動を計画したりしている。前者はメディアによる政治であり、市民は単に見守るだけで、

主体的に担っている政治ではない。後者は、熟議と参加の政治であり、そこでのリーダーシ

ップは市民権の効力を活かし、現実の問題について議論することである（バーバー 2004、

pp. 25-26）。 

ストロング・デモクラシー主義者は、ルソーの言葉「人は生まれながらにして自由である

が何処にいても鎖につながれている」の解釈について、人間が生来は自由であったが、社会

がその人間を鎖で繋いでいる、との見解に反論する。すなわち、「自然の自由」は抽象的に

過ぎず、「依存」こそが人間の具体的現実である。したがって政治の目的は政治から自然の

自由を解放することではなく、政治によって人為的自由をつくり出し、またそれを追求する

ことを意味する。ストロング・デモクラシーは、人びとの解放を目的とするのではなく、市

民権により「依存」を正当化することと、デモクラシー社会により政治的自由を確立するこ

とが目的である（バーバー 2004、pp. 330-331）。 

バーバーは、ストロング・デモクラシーによる市民権を促進する条件と、それを抑止する

制限の双方について定義している。促進する条件は、市民教育、指導力、宗教、愛国心であ

り、抑止する制限は、規模の問題、構造的不平等、権利、確実な知識や絶対的根拠、政治的
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決定を欠いたところでの曖昧なビジョン、特に公共におけるビジョンの究極の不確実性が

含まれる、としている（バーバー 2004、p. 332）。そのうえで、ストロング・デモクラシー

の目的の実現を阻害し制限する顕著な条件として、3 つを挙げている。すなわち、1．大衆

社会とそれが引き起こす規模の問題、2．資本主義とそれが引き起す不平等と個人中心主義

の問題、3．独自の根拠の欠如と究極的な不確実性から生じる問題、である（バーバー 2004、

p. 368）。したがってストロング・デモクラシーの主張は、市民権の伝統的法的定義と国民

的定義を市民の「参加」に換えることと、市民の「行動」の機能に一層大きな重要性を与え

ることを提案しているのである（バーバー 2004、p. 346）。そして市民権と共同社会は、教

育によって礼節が強化されたところ、指導力が公共活動を損なわないところ、道徳と価値が

自治と多元性を破壊することなく協働性を支援するところだけに、栄えることができるだ

ろうと論じている（バーバー 2004、p. 368）。 

 以上のことから、バーバーが主張するストロング・デモクラシーにおける市民参加は、法

的根拠と国民的な定義によって強化された市民権によって「正当化」されたものでなければ

ならず、またそのようにして「人為的」に政治的自由を手に入れた市民は「行動」すること

で市民権の効力を発揮することだとしているのである。 

 1990 年代以降、討議デモクラシー（deliberative democracy）22が興隆し、「参加」の一

大潮流となった（篠原 2012、p. 235）。討議デモクラシー論を実質的に展開したのはアメリ

カの政治学者であるジョシュア・コーエン（以下、コーエン）である（細井 2013、p.60）。

コーエンは、討議デモクラシーを「そのメンバーによる公的討議によって統治される 1 つ

の結社（association）である」としている（Cohen 1989、p.17）。すなわちコーエンは、民

主主義の概念は、メンバー間の公的な議論と解釈を通じて規約と条件の正当化の手続きを

行う「結社」の理念に根ざしている。市民間の公的な討議を通じて集団的選択の問題を解決

するというコミットメントを共有し、自由な公的討議の枠組みを確立する限りにおいてそ

の制度が正統であるとみなすとし、「理想的な討議の手続き」の重要性を主張している

（Cohen 1989、p.21）。細井（2013）は、このコーエンをはじめとしてアメリカの討議デモ

クラシー論者の理論的系譜は、ユルゲン・ハーバーマス（以下、ハーバーマス）に由来する

ものが多いとしている（細井 2013、p. 60）。 

ハーバーマス（1968）は、社会的諸階級の闘争は抑圧と自己解放の過程であり、自らの自

然の抑圧からの解放であるとしている。そしてこの運動の目標として予見されるのは、支配

から自由な「討論」を基礎とする社会組織であるとしている（ハーバーマス 1968、p. 65）。

またハーバーマス（1962）は、公共圏（public sphere）という考え方を述べている。すな

わち公共性は一つの生活圏という形で現れる。そして公共生活の領域は、私的生活の領域に

対立し、公論の勢力圏として現れ、公権力に対しては対立しているとする（ハーバーマス 

 
22 田村（2008）は、異なる人々の間での共通の理解や社会的基盤の形成には、理性的な熟慮と議論、すなわち熟議を

通じて自らの考えを少しずつ変える（選好の変容）によってのみ合意形成することができるとして「熟議デモクラシ

ー」という用語を提唱している（田村 2008, p. p.2）。本稿では篠原（2012）にならい、討議デモクラシーで統一す

る。 
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1962、pp. 12-3）。また近代では、国家から分離しつつある社会の中で、私的生活圏と公的

生活圏が分かれていく。行きつく先には、支配的諸要素をもつものが公権力の諸機関・議会

へと発展する。都市の諸団体や地方の階層分化の中に芽生えていた同業組合的な諸要素は、

「市民社会」の圏へ発展し、やがて私的自立の正統な領域として国家に対立する（ハーバー

マス 1962、pp. 22-23）。そして公共圏は市民社会という基礎を通じて生活世界に根を持つ

コミュニケーション的構造だとしている（ハーバーマス 1981）。このコミュニケーション

的構造とは、日常的コミュニケーションの機能や内容ではなく、コミュニケーション的行為

によって産出される社会的空間に関わる。この公共圏は、政治システムによって処理されな

ければならない問題に対しての感応装置である。したがって、公共圏とは、特定の対象をも

つことなく社会全体に感応するセンサーを備えた警報システムだとしている（ハーバーマ

ス 1992、p. 89）。 

またハーバーマスは「システムと生活世界」という概念を構築している。生活世界は「発

言し行動する主体たちが社会化されている世界」である。社会化は、次の世代に対して一般

化された行動能力を獲得することを保証し、個人の生活様式の変遷と集合体の生活形式と

を調和させることである（ハーバーマス 1981、p. 49）。近代社会では、社会全体にとって

有意義な機能はさまざまな行為システムに配分される（ハーバーマス 1981、p. 89）。シス

テムというのは自動制御的コントロールの体系で、行為者の意識を越えたかたちで個人の

意思決定を規制するものである（ハーバーマス 1981、p. 15）。政治システムは権力という

媒体によってコントロールされ、経済システムは貨幣という媒体によって制御される（ハー

バーマス 1981、pp. 88-90）。これに対して生活世界の媒体は「コミュニケーション」であ

ると述べている（ハーバーマス 1981、p. 218）。 

 ハーバーマスは「事実性と妥当性」（1992）において、討議理論は、私的な利害の集積で

はなく、他者の存在を前提としながらそこから普遍的な合意を志向する性質を持ち、討議を

通じて私的利益を変容させ、新たな合意を生成していく民主主義であるとしている（山崎 

2007、p. 89）。また討議デモクラシーの成功とは、適切な手続きとコミュニケーションを前

提とする制度と、制度化された審議と非公式の世論との協働に懸かっているとしている（ハ

ーバーマス 1992、p. 22）。討議理論が重視するのは、民主的手続きを通じて、もしくは公

共圏のコミュニケーション的行為によって産出される社会的空間において実施される意思

決定過程のより高次の間主観性23である（ハーバーマス 1992、p. 23）。また、民主的な合意

形成は、政治的権力の行使を正統化する機能をもつ。選挙結果とは政権を担う証となるもの

だが、その一方で政府は公共圏と議会に対して政治権力の行使を正当化しなければならな

いと述べている（ハーバーマス 1992、p. 23）。すなわちハーバーマスは、公共圏における

市民討議によって、代表制民主主義の「正統性」を回復することができると述べている（篠

 
23 高橋（2015）によると、ハーバーマスの「間主観性」の概念は、極めて強力な複数の「自律的な主体」による「言

語的・反省的な相互了解」に基づく「コミュニケーション的間主観性」、ないしは「反省的間主観性」であるとしてい

る。 
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原 2012、p. 235）。 

1990 年代後半は討議デモクラシーの制度化の試みが盛んになった24。この背景には、代

表制民主主義の実態への不信が増大したことと関連している（篠原 2012、p. 235）。すなわ

ち、多様な考えをもつ人間を、他の人間がそのまま「代表」することは不可能に近く、現代

のような多岐にわたる社会の課題に対する多様な言説（discourses）に対応するには議会だ

けでは不十分になった。そこで市民社会の中に言説を交換する会議体がひらかれ、「市民討

議」というかたちで広く認知されるようになったのである（篠原 2012、p. 236）。 

 

1.2. 日本における市民参加 

戦後の政治体制に影響を与えた制度理論を代表するのは、シュムペーターのエリート民

主主義である（篠原 2012、p. 234）。シュムペーターは、「民主主義とは、わずかに人民が

彼らの支配者となる人物を承認するか否かの機会が与えられているのみである」とする（シ

ュムペーター 1962、p. 533）。そして指導者となる人々が、選挙民の投票を獲得するために

自由な競争をなし得るということを強調している。すなわち「民主主義とは政治家の支配で

ある」と表現している（シュムペーター 1947：邦訳 1962、p. 534）。シュムペーターによ

れば、民主主義的方法は職業的政治家をつくりだすことであり、職業政治家の役割を重視し、

政策の専門家としての職業政治家集団と、それを単に選出する役割しか与えられていない

市民集団の分業が明確に打ち出されている（シュムペーター 1947：邦訳 1962、p. 541）。

ここでは民主主義が市場機構のアナロジーとして考えられ、職業政治家は政策の生産者に、

市民は政策を選ぶ消費者にたとえられている（蒲島 1988、pp. 31-32）。シュムペーターの

理論は、選挙によって選ばれた政党が競争することによって政治が安定し、発展するという

代表制民主主義論であり、当時の市場競争原理を政治に提供したものであった。ここでは、

一般市民は選挙を通じて政治過程に間接的に参加することになり、あとは政治家と政党に

委託するという意味で市民社会と政治の間には距離があった（篠原 2012、p. 234）。 

ロバート・アラン・ダール（以下、ダール）は、民主主義体制を分析する手段として、ポ

リアーキーという概念を用いた（ダール 1971）。ダールは、民主主義の一つの重要な特性

は、市民の要求に対し、政府が政治的に公平に、常に責任をもって答えることだとしている

（ダール 1971、p. 8）。そして、民主主義にとって欠くことのできない必要条件として下記

3 つをあげている。すなわち、Ⅰ．市民が要求を形成する機会、Ⅱ．市民が個人的あるいは

集団的行動を通じて、同じ市民や政府に対しその要求を表現する機会、Ⅲ．市民が政府の対

応において、これらの要求を平等に扱わせる機会である。すなわち、その要求内容や要求す

る人間を理由に差別的に取り扱わせないこと、としている。そして、これらの 3 つの機会

が、国民国家を構成している多数の民衆の間に存在するためには、社会の諸制度が少なくと

も 8 つの条件を満たしていなければならないとしている（ダール 1971、p. 8）（表 1-1 参

照）。 

 
24 具体的な制度については篠原（2012）参照。 
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表 1-1 ダールの民主主義が生まれる必要条件 

市民に与えられるべき機会 必要とされる制度上の保障 

Ⅰ．要求を形成する機会 1．組織を形成し、参加する自由 

2．表現の自由 

3．投票の権利 

4．政治指導者が、民衆の支持を求めて競争

する権利 

5．多様な情報源 

Ⅱ．要求を表現する機会 1．組織を形成し、参加する自由 

2．表現の自由 

3．投票の権利 

4．公職への被選出権 

5．政治指導者が、民衆の支持を求めて競争

する権利 

6．多様な情報源 

7．自由かつ公正な選挙 

Ⅲ．政府の対応において要求を平等に扱わ

せる機会 

1． 組織を形成し、参加する自由 

2． 表現の自由 

3． 投票の権利 

4． 公職への被選出権 

5． 政治指導者が、民衆の支持を求めて競争

する権利 

5-a. 支持指導者が、投票を求めて競争

する権利 

6． 多様な情報源 

7． 自由かつ公正な選挙 

8． 政府の政策を,投票あるいはその他の要

求の表現にもとづかせる諸制度 

（出所）ダール（1972、p. 7）をもとに筆者作成 

 

 さらに第 2 の次元として、政府の行為に影響を与えたり、それに異議申し立てをするこ

とに参加する権利、すなわち「公的異議申し立て」に参加する権利を自由化としてあげてい

る。そして、これらの権利を共有する市民の比率が高くなれば、その体制はより包摂（参加）

的となり、ポリアーキーは完全ではないがかなりの程度民主化された体制だとしている（ダ

ール 1972、pp. 12-13）。つまり市民の政治への参加の程度が高まり、他方で反対や競争の

自由が強く保障されるような政治体制がポリアーキーである（篠原 1977、p. 11）。  

1960 年代の高度成長を経て、市民生活にさまざまな課題が生起するにつれ、政策決定へ

の直接参加を要求する声が高まってきた。これは高度成長の過程で公害や都市問題が急激

に勃発し、環境の悪化による文明の崩壊や生命の危機に直面した市民が、政府に対する抗議

行動として展開した市民運動が端緒となっている（例えば、松下 1971b、篠原 1973、久保

1973）。 

松下（1971b）は、日本における市民参加のはじまりは、政治に対する「告発」と「参画」



38 

 

の二極機能をもっていたとする。つまり、市民運動が政治過程との関連において提起してい

るのは、1．自治体、国の政策決定・執行の手続きを巡って事後的な「批判」だけでなく、

事前の手続きへの「参画」と 2．自治体の自主政策の構成と、それによる国の政策決定・執

行の手続きの転換であるとする。したがって、市民の創意性に基づく批判と参画という「市

民参加」が求められたとしている（松下 1975、pp. 9-10）。ここでいう市民参加とは、国民

主権の自治体レベル、国レベルでの構成原理としての市民自治を意味する（松下 1974, p. 

29）。そして多様な市民参加システムを創造し、批判と参画の過程で、市民自身の体験の内

部に自治訓練を蓄積し、法制による官治型発想の転換を促進すべきである。そのために、自

治体レベルにおける政策・計画の策定、さらに事前手続きへの参加とその運営の基盤を拡大

することが重要であると述べている（松下 1975、p. 71）。 

松下（1971b）は、憲法第 25 条の「すべての国民は健康で文化的な最低限の生活（minimum 

standard of living）を営む権利を有する」に基づき「シビル・ミニマムを「政策公準」とす

る」という独自の論理を展開した。シビル・ミニマムは現代における市民の自然権としての

生活権を意味する。それは生存権だけでなく環境権も含めた都市における市民生活基準で

あり、都市生活の市民的ルールとして保障されるべき私たちの権利である。またシビル・ミ

ニマムの確保は、市民運動の中心課題に位置づけられるとし、市民運動はシビル・ミニマム

をめぐる討論を常に行うことによって、エゴイズムのぶつかりあいを自治体による都市政

策の策定・選択にまで高め、市民の政策構想を豊かにしていかなければならないとも述べて

いる（松下 1971c、pp. 147-148）。 

松下（1971a）は、シビル・ミニマムは自治体の政策義務を明確にするために、市民生活

基準を「数量的」に測定して、市民権を確保するとしている。すなわち、数値による基準と

その達成率を明確にすることは、自治体行政の目標と自治体行政の実態をともに客観的な

指標によって市民に公開するため、そのギャップをいかに充足させるかという自治体の市

民に対する課題も客観化されると論じた。行政内部においてもシビル・ミニマムの達成率が

行政課題ごとに指数で示されていくため、達成率とのからみによって予算配分の重点選択

ができるようになる（松下 1971a、p. 142）。また、シビル・ミニマム設定の意義として、

市民の間で初めて市民生活ならびに都市計画をめぐる意識の開発を呼び起こし、市民教育

的啓蒙性を持ち得るとしている（松下 1971a、pp. 145-146）。 

経済優先の都市行政から市民生活を優先させ、民主的かつ人間的都市の自治を確立して

いこうとする革新市長が台頭し、市民との直接対話を通じて直接民主主義の実践を試みた

こともこの時代の特徴である。社会党の衆議院議員だった飛鳥田一雄が横浜市長となり、

「新しい政治集団」として革新自治体を標榜した。すなわち、市民同士の話し合いの中で市

民は自己教育を行っていくのであり、市民みずからの手で市民のための市民自身の所有に

帰する政治を行うというものである（飛鳥田 1971）。市民運動に触発されてすでに先駆的

自治体では、自治体の自治立法権、自治解釈権の主張による国と自治体の二重基準状況が現

出していた（松下 1975、p. 21）。市民運動は、革新自治体の創出を促し、それらを中心に
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社会保障・社会資本・社会保健を含む市民福祉をめぐってシビル・ミニマムの策定へと一歩

を踏み出した（松下 1975、p. 112）。 

 大森（1970）は、社会内部に生み出される複雑な「不調節」の除去という、困難な課題解

決が行政に期待されるとしても、「課題」そのものの存在と内容とを現実生活の観点から行

政に知覚させ理解させるのは市民25でなければならないと述べている（大森 1970、p. 66）。

そして「市民参加」とは、「行政における意思決定過程において「素人」の公的参加を許容

する制度だとしている。行政における意思決定過程とは、政策ないし計画の形成・決定・実

施に関わる行動連鎖であるが、これへの「参加」という場合には、政策ないし計画の形成と

決定に対する参加であるとし、裁量的選択の余地がほとんどない、既定の行政意思の実施を

担う末端行政機構の一部に組み込まれることは、参加ではなく、たんなる「行政的包摂

administrative involvement」であると述べている。そして、参加の様式が制度化される必

要性について、「市民参加」が制度である以上、制度一般、すなわちその社会で一般に正統

と承認されている価値実現の行動定型、の規定を受けるとしている（大森 1970、p. 69）。 

こうした潮流の背景には、伝統的な官僚主義的行政観から民主的行政観への基本的発想

の転換がある（佐藤 1973、pp. 164-165）。わが国特有の法治行政原理により、行政とは国

家の目的を実現する作用であり、地方自治体はこの国家目的を具体的に執行するための国

家の下部機構にすぎないとされていた。そのため市民に一番近い自治体の利益は部分的利

益にすぎず、全体の利益を代表する「国益」に従属させられるとされた。この全体利益の名

のもとに産業優先政策が強硬され、権利意識に目覚めた市民の利害と激しく衝突するよう

になったことで市民の行政観は根本的な転換を遂げはじめたのである（佐藤 1973、pp. 164-

165）。 

 佐藤（1973）は、行政への市民参加について、市民参加は現代的要請に根ざすものであ

り、その本質として以下の 3 点を挙げている。1．都市行政への市民参加とは、政策形成も

しくは計画決定への参加を含む点が重要であり、基本である。すなわち、政策形成もしくは

計画決定への参加によって、市民は行政当局とともに共同の決定を行い、決定への共同責任

を負う。2．共同の決定と責任に到達するための不可欠の前提として、行政当局だけが独占

することなく必要な情報のすべてを市民に対しても提供するという姿勢が不可欠である。3．

市民参加は、行政施策をめぐる市民相互間、市民、行政職員、首長、市議会といった利害関

係者の対立を調整する場の提供という点にその本質があるとしている。そしてこれらの対

立の調整のための場に主権者としての自覚と責任をもつ市民が積極的に進出することによ

って都市化時代の複雑多元化する利害の調整は大きく前進できると述べている（佐藤 1973、

pp. 178-179）。 

 

1.3. 自治体計画と市民参加・職員参加 

 日本では 1960 年代の高度成長期を経て、社会的・経済的条件の変化に伴い国民の中に市

 
25 原文では、「民衆」としているが、本稿では市民で統一する。 
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民意識が芽生え始めると、中心的な課題は「個々の生活の向上」となった。そのため多数者

間の利害調整機能と諸条件の総合化の機能が強く要請されるようになった（西谷 1974）。す

なわち、「すべての人々の幸福」という目標は抽象的な概念のようであっても、その目標に

きわめて近い地点で達成可能な具体的な目標を設定し、それを達成するために多元的な諸

手段を総合化し、組み合わせるための「計画」は必須とされた。そして、特に計画への「住

民参加論」が強調されるようになった（西谷 1974、pp. 235-236）。 

1960 年代以降、多くの地方自治体において長期計画が策定されていたが、その策定方法

は企画部門などの事務当局が直接行うか、もしくは然るべき個人や研究調査機関に原案作

成を委託し、それを審議会に諮って決定するのが一般的であった。こうした計画は議会によ

る議決を経ていないものが多く、従って単なる作文とみなされて 2、3 年で棚上げされた。

また審議会においても、提示される案について受動的に審議をするにすぎず、専門家や市民

代表の同意を得たとする権威づけのための手続きに利用されるだけであった（佐藤 1973、

pp. 167-168）。 

1969 年の地方自治法改正により、市町村への長期構想策定が義務づけられた。この背景

には、都市化に伴い行政サービスの需要が拡大したことによる効率的な対応の必要性や、住

民の要望に応える都市行政への姿勢転換、環境破壊の進行を阻止するための計画的市政へ

の要請などがあった。しかし実際には市民参加への配慮をしているものはほとんど見当た

らず、従来のスタイルをそのまま踏襲しているところがほとんどであった（佐藤 1973、p. 

168）。 

大森（2002）は、元来総合計画は行政の縦割りを取り払い、自治体全体を総合化して行政

の各組織と住民が共同で取り組む地域運営の手段であり、他の計画と並列にするものでは

ないと述べている（大森 2002、p. 13）。そして、自治体行政の展開に総合性と体系性を確

保するため、個別の行政計画は総合計画に即したものとするべきであり、総合計画策定後に

個別の行政計画を改定する際には必ず総合計画と関連づけ、総合計画と異なった趣旨の事

項を盛り込む場合は、住民と議会に説明するべきであるとしている（大森 2002、p. 13）。

しかし現状では、地方議会の議決事案でなく、首長の決裁で策定される行政計画として、「都

市計画マスタープラン」や「緑のマスタープラン」、「市街地整備基本計画」、「介護保険事業

計画」、「男女共同参画計画」などそれぞれが自治体計画の一部を構成しているものが多く存

在している。行政計画は、計画部門と事業部門が分断され、縦割りの事業部門が強く、計画

の事業部門への拘束性がきわめて弱いことが指摘されていた（西谷 1974、p. 256）。これら

の計画のほとんどが国の各省庁が所管する個別法で義務づけられており、個別の法令・省令、

告示や指導・助言によって策定され、錯綜している。こうした個別の行政計画に基づいて予

算が組まれ、事務事業が展開されるのが実態であり、総合計画を作成しても実際の自治体行

政が縦割りに分断されがちであった（大森 2002、pp. 12-13）。 

松下（1980）は、縦割り行政からの脱却のために、長期ビジョンに基づく自治体計画が重

要だと論じている。この自治体計画が市民参加にもとづく職員参加によって策定されるな
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らば、国の官庁の縦割り行政も自治体レベルで断ち切ることが可能になり得るという。ここ

でいう職員参加とは、縦割りの意思にとらわれることなく自治体全体への展望を持つ職員

の参加である（松下 1980）。これまで市民参加については、その定義や参加のステージな

どが広く議論されてきた。しかし職員参加の重要性については、内部の問題として行政レベ

ルでの議論に留まっていたといえる。自治体政策を包括的に考え成果目標に対して有効な

事業を分野横断的に行うためには、職員参加が不可欠である。しかし日本では、職員機構の

セクショナリズムによって配属部署中心の「職務参加」が行われている。職務参加をすれば

するほど各セクションの個別職務の絶対視が起こり、行政内では職務中心の要求が肥大す

る（松下 1980）。従って、予算獲得のための「事業ありき」という体質が恒常化し、市民の

ニーズとかけ離れた予算配分が遂行されることになったといえる（海川 2017）。 

松下（1994）は、本来自治体計画の政策策定手順は、政策情報を整理・公開したうえで政

策基準の計数化を行い、それに基づいて自治体計画を策定するというプロセスだとしてい

る。つまり、市民・職員・首長・議会に分かりやすいかたちで政策情報を整理・公開するこ

とが、自治体計画策定への市民参加、職員参加の不可欠の前提である。特に職員については、

所属する自治体の行政全体を掌握できるようなかたちで政策情報が整理・公開されないか

ぎり、「自治体行政の専門家」とはなり得ず、単なる「職務の専門家」に留まるとしている

（松下 1994）。すなわち自治体の縦割り行政が指摘されているのは、「職務参加」によって

職員が職務の専門家に留まっているためだと思われる。自治体計画の策定手順に従って政

策情報が整理・公開されれば、職員は自治体の行政全体を掌握することが可能になる。それ

により地域の課題が明確になり、課題解決のための独自の自治体計画が策定できる。そして

市民参加と職員参加が両輪となって地域運営を行うことで、縦割り行政をとり払うことが

可能になり得る（大森 2002）。 

2000 年の第一次分権改革によって機関委任事務制度が廃止され、自治体の裁量権は拡大

した。特に自治体議会での条例制定が可能になったことと、自治事務を法的に拘束するもの

は法令等に限定され、自治体の事務処理の組織体制に関する国の立法的な関与が緩和され

たことは画期的であった。機関委任事務制度の廃止によって、これまで中央政府の下請け機

関であった地方自治体が、自律的な行政経営を行う自治機構へと転換されることが期待さ

れたのである。 
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第 2 章 行政経営 

 

2.1. 公共経営論 OPA・NPM・NPS 

 成果志向型の行政経営を実現するために、自治体で導入された新公共経営（NPM）だが、

行政改革が思うように進んでいないのはなぜだろうか。その答えを得るためには、公共経営

論とはなにか、またその中心的な議論は何かを整理することが重要である。 

 公共経営は、アングロサクソン諸国を中心に行政の実務の中で育まれてきた実践的手法

である。これを理論的に新公共経営論（NPM 論）として整理したのが英国の行政学者 C. 

Hood26である（兼村 2009）。Hood and Jackson（1991）は、NPM の骨子を 1．公共部門

におけるプロフェッショナルマネジメントの実践 2．業績の基準と測定の明確化 3．成果指

向主義の重視 4．公共部門におけるユニット単位に分割した構造へのシフト 5．公共部門に

おける競争の重視 6．民間方式を強調したマネジメントの実践 7．資源活用における規律と

倹約の重視としている（表 2-1 参照）。 

NPM の改革理論には、独立した二つの考え方がある（バビア 2012）。一つは市場の慣行・

規律や民間企業における経営理念・手法を公共部門に導入することを通じて、行政経営の効

率化・活性化を図ることにある。公共部門に民間の経営理念や手法を導入する際、極めて重

要な点はマネジメント・サイクルを実現するシステムへの転換である。しかし伝統的な縦割

りの行政システムでは、政策は首長を通じて議会で立案され、政策の執行を行政が担うとい

う明確な役割分担が存在する。そのため行政には事後評価システムがなく、「計画 Plan→実

施 Do」のみの業務の流れが続くことになった（大住 2003、p. 5)。 

マネジメント・サイクルを導入することで期待されたのは、事後評価と評価結果を次の

「計画立案 Plan」にフィードバックする「計画 Plan→実施 Do→評価 Check」というフレ

ームが構築されることである（大住 2003、pp. 4-5）。NPM では施策の評価とその結果のフ

ィードバックという観点に着目し、限られた資源配分をより効果的に実施するための「意思

決定プロセス」を重視する。そのために経営学の考え方を導入し、市民の属性を行政サービ

スの「顧客」と捉え、行政の責務は「顧客」のニーズに応答的な行政経営を行うことだとさ

れた。そして市場調査や顧客満足度調査などによって「市民のニーズ」を意思決定プロセス

に直接反映させることが重要だとされ、施策の効果は業績・成果を測る見やすい指標を活用

して議会・住民が監視できるシステムを構築することで事後評価の確立を目指したのであ

る（大住 2003、p. 6）。 

NPM の改革理論のもう一つは、公務員に管理・運営する自律性を促すという考え方であ

る。つまり、政府の行動主体は政策形成の「舵取り」に専念し、政策の実施「櫓をこぐ」は、

第三者機関（慈善団体や協同組合、NPO等など）にアウトソースするという、行政と市民

社会の構造的改革を奨励するものである（オズボーン・ゲーブラー 1995）。日本において

も、行政サービスの提供を巡って競争的な市場を作り上げるべきだとする考え方からサー

 
26 Hood（1991）参照。 
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ドセクター を強化する必要性の議論が興隆した（例えば、内山 2006、内山 2008、新川 

2008、後 2009）。また 2009 年の政権交代による民主党政権のもとでは、「新しい公共」と

いう方針が打ち出され、公共サービスの担い手としてサードセクターが注目されるように

なった（後 2012a、2012b）。政策面でも Private Finance Initiative (PFI)で民間資金が公

共投資に活用されるようになり、Public Private Partnership (PPP)によって官と民で公共

サービスを担うスキームへと向かった。 

 

表 2-1 NPM の骨子 

 基本原理 意味 正当性の根拠 

1 

公共部門における「プロフェ

ッショナルマネジメントの実

践」 

トップダウンから「運営の自由」

活動的で可視化した組織の自

由裁量のあるコントロール 

説明責任への対応 

権力の拡散ではなく、活動に

対する責任の所在の明確化 

2 
業績に関する基準と測定の

明確化 

目標やターゲットの明確化、特

にプロフェッショナルなサービス

に関して目標達成の定量的な

条件下の指標 

目標を明確に表明することの

説明責任、目標を“厳密に”可

視化 

3 成果指向主義の重視 

資源分配に値する実施事業の

成果 

官僚機構に浸透した集権的な

マネジメントの打破 

事務手続きよりも結果を強調

する必要性 

4 

公共部門におけるユニット

単位に分割した構造へのシ

フト 

かつての“一枚岩”のユニットを

解体し、製品に関わる民営化し

たユニットに U 型のマネジメント

システムを切り離す 

一列の予算に分割し、お互い

“アームズ・レングス・ルール”を

基本とする運営 

運営可能なユニットの構築が

必要 

公共部門の内外で契約やフラ

ンチャイズ権などを使うことのメ

リットで効果的に得た引当金と

生産利益は分ける 

5 
公共部門における競争の重

視 

契約条件への移行と公的手続

き 

低コストとより良い標準を鍵とし

た競争 

6 
民間方式を強調したマネジ

メントの実践 

軍隊スタイルの公的サービス

倫理からの脱却 

柔軟な雇用と報酬 

PR技術の利用重視 

「実証済み」を使う必要性 

公共部門での民間マネジメント

のツール 

7 
資源活用における規律と倹

約の重視 

直接的なコスト削減 

雇用者統制の向上 

「従順コスト」の規制による利益

団体の要求への抵抗 

公共部門の資源需要のチェッ

クと「少しでより多く」が必要 

（出所）Hood and Jackson（1991、pp. 4-5）をもとに筆者作成 

 

こうした経緯から、政府は市民と協働のガバナンスを形成することが重要だとする議論

が主流となり、新公共ガバナンス（New Public Governance、以下 NPG）という考え方が

注目されるようになった（例えば、Osborne 2010、Pollitt and Bouckaert 2017）。わが国

においても「協治」という考え方が謳われ、協治は「中央政府だけではなく、地方政府、住

民、企業、NPO／NGO などが共同や協働し、あるいは対立しつつ権力を分有して統治を行
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う状況をさす」と定義された（日本行政学会 2004、Pierre 2000、pp. 3-4）。この考え方か

ら、自治体においては市民を含めた各主体がそれぞれの役割と責務をもって自治体運営に

参加する協働のガバナンスが模索されてきたのである。 

政府（Government）の統治形態については、Denhardt and Denhardt（2000）が行政管

理（Old Public Administration、以下 OPA）、新公共経営（NPM）、新公共サービス（New 

Public Service、以下 NPS）の 3 つのタイプに分類している（表 2-2 参照）。 

 

表 2-2 OPA・NPM・NPS の概要比較 

 Old Public 

Administration 

New Public 

Management 

New Public 

Service 

中心理論・認識論

的な基礎 

政治理論 

原始社会科学で議論され

た社会学・政治学の解説 

経済理論 

社会科学における実証

主義者による、より洗練

された議論 

民主主義論 

実証主義、解釈主義、

批判的、ポストモダンを

含む理解への多様な

アプローチ 

人間行動の優位

的合理性と結合モ

デル 

概念的合理性としての「行

政マン」 

技術的、経済的合理性

としての「経済人」、ある

いは利己主義者 

合理性（政治的、経済

的、組織的）の複合的

なテストによる戦略的

合理性 

公共益の概念 政治的定義と法規定 利己益の集合の代表 
利益分配の対話による

合意 

公僕は誰への奉

仕か 
依頼人と有権者 顧客 市民 

政府の役割 

漕ぎ手（政治的決定事項

に焦点をあてた）政治のデ

ザインとその実施 

舵取り役（市場の起爆促

進者として行動する） 

奉仕者（市民や地域組

織間の利潤調整の交

渉と仲介） 

政策目標達成のメ

カニズム 

既存の政府機関における

行政プログラム 

民間や NPO を通じて政

策目標が達成されるため

に創設されたメカニズム 

ニーズに基づ く官、

NPO、民間の合意形成 

アカウンタビリティ

へのアプローチ 

官僚的－行政マンが民主

的に選挙で選ばれた政治

リーダーに対して 

市場主導－利己益の統

合が広く市民（顧客）によ

って望まれた成果に対し

て 

多面的－公僕が法、

地域利益、政治規範、

専門的基準、公共益

に対して 

行政的決定権 
行政職員の権限で許され

る範囲 

事業の目標に見合う許

容範囲 

決定権限は必要とされ

るが、制限があり説明

責任がある 

組織構造原理 

依頼人への支配や統制な

ど官庁内のトップダウンに

示される官僚機構 

エージェンシーを含む残

存した支配的な過去の

公的組織の分権化 

内外に分配されたリー

ダーシップによる協働

機構 

公僕と行政マンが

基本とする動機づ

け 

賃金と給付金、市民サー

ビスの法的保護 

起業家精神、小さな政

府へのイデオロギー的志

向 

公共サービス、社会貢

献志向 

（出所）Denhardt and Denhardt（2000、p. 554）をもとに筆者作成 

 

すなわち、OPA での政府は、行政の枠組みの中で制度に忠実に行動することが求められ、

その役割は公共サービス全般を生産する漕ぎ手である。それが NPM では政府は漕ぎ手か
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ら舵取り役となり、その行動規範は公共サービスの「成果」をターゲットにした経済合理性

である。この NPM の行き過ぎた市場原理主義の改革を民主的手続きへと戻す動きが NPS

である。NPS では、住民・自治体・NPOなど多様な主体が参加して民主的な決定がおこな

われ、ここでの政府は、民主主義の論理により市民への「奉仕者」となる。NPM の改革が

経営思考のマネジメントを中心に進められてきたのに対して、NPS は民主的合意によるマ

ネジメントを目指す行政経営である（兼村 2009、2012）。 

わが国では多くの自治体が NPM を導入し、経済合理性に基づく行動規範によって成果

指向型の行政経営の実現に取り組んだ。しかし実際に行政改革が実現した自治体が数少な

いのは、日本が法律制度を基盤とした「法規国家」であることも理由の一つである。そのた

め、公法と私法の明確な区別によって民間の参入を拒む規制など、法的制約があることが大

きい（中邨 2007）。また政策を実現するための予算が市場メカニズムではなく、議会の承

認を必要とするなど政治過程で決定されることも改革の足かせになっていることは否めな

い（上山・伊関 2003）。しかし理由はそれだけではない。中邨（2007）は、わが国の行政

改革には 2 つの顕著な特色があると述べている。1 つは、NPM が推奨するような競争原理

や市場原理、またはビジネス化といった手法に対する行政職員の無関心である。すなわち日

本の行政文化は、伝統的に官は民とは異なる論理で動くとされ、官の論理や倫理は利潤追求

を基本にする民間とは相容れないとする認識があった。具体的には、①行政が政治システム

の一部であり、民主的な統制に服すること、②利潤の追求が民間企業の使命であるとすれば、

公共部門は公共の福祉という目的の違いがあること、③公務員制度では身分保障があり、職

員の任用、昇進を含め管理者の信賞必罰の自由度が低いこと、④住民やマスコミの批判にさ

らされる度合いは、公共部門の方がはるかに大きいことなどである（古川・北大路 2004、

p. 12）。そのため民間企業から学ぶことや民間と協働することには文化的に抵抗と躊躇があ

り、むしろ民間企業や団体が地方行政に関与することが極力排除されてきたという経緯が

ある。 

そして日本の行政改革のもう 1 つの特色は、改革が制度の整備に傾斜しており、諸外国

で進めているような行政管理をミクロに検証し、行政経営に新しい方法をとりいれようと

する改革とは乖離があることを挙げている。本来このミクロマネジメントの力点は、法律や

制度などの「手続き」ではなく実践的な行政経営そのものであるのだが、日本の行政改革に

はこの点が乏しいと指摘している（中邨 2007、pp. 52-54）。つまりわが国の行政改革は、

制度の整備が重視され、「行政経営をどのように行っていくか」という実践的な方法論に対

する議論を十分にしてこなかったということが伺える。そしてもう 1 つの日本型ともいえ

る行政改革の特徴は、NPM による成果志向型の行政経営で「事後評価」が強調された結果、

三重県をはじめとする評価システムの導入が全国的に普及したことである。 
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2.2. 評価システム 

2.2.1. NPM 型政策評価 

 NPM 型政策評価（NPM-affected policy evaluation）は、90 年代にアメリカ合衆国の地

方政府の中から生まれ、NPM 普及の影響を受けてアメリカやイギリスの地方政府で導入が

進められた。NPM 型政策評価は、評価プロセスと評価結果の情報公開をシステムの要とし

て、プログラム評価とは異なる発想を展開しており、わかりやすく数値化された評価結果が

「コミュニケーション・ツール」となることが特に期待されている。評価結果が「コミュニ

ケーション・ツール」となることで、首長・行政職員・議会・市民の間の客観的な政策論議

を喚起するという大きな意義を持つ。特に、市民と行政のコミュニケーションは重視されて

おり、行政が政策の目的とその成果を情報公開し、市民がその内容を評価して行政にフィー

ドバックするというコミュニケーションが成立することが期待されている（窪田 1998、p. 

51）。 

わが国において、自治体が導入した政策評価システムは NPM 型政策評価とされている

が、NPM 型政策評価が理想通りの形で導入されているケースは稀有である（窪田 1998、

p. 52）。その理由の 1 つは、多くの自治体で行われている事務事業評価や事業仕分けなどを

通して、事業そのものの有効性や効率性、公平性を「測定」するという意味合いが強くなっ

てしまったという背景がある。  

本来「意思決定プロセス」を重視する NPM では、政策評価には 3 つの重要な要素が必要

だとされる。1 つは、意思決定プロセスに市民ニーズを反映させることであり、2 つめは、

政策の効果を見やすい指標を活用して評価することであり、3 つめは、効果を議会・市民が

監視できるシステムづくりを通して事後評価するしくみの構築を目指すことである（大住 

2003、2005a、2005b）。これらの 3 つの要素を満たしていることが、NPM 型政策評価の核

心であり、政策評価を意思決定プロセスにどのように包含させるかが重要となる。NPM 型

政策評価を「評価システム」として意思決定プロセスに組み込むことで、評価結果が「コミ

ュニケーション・ツール」となり、首長・行政職員・議会・市民の間の客観的な政策論議を

喚起することが期待される。すなわち、行政が政策の目的とその成果を情報公開し、市民が

その内容を事後評価して行政にフィードバックするというコミュニケーションが成立し得

るといえる。評価結果が「コミュニケーション・ツール」となることで、すべての関係者が

ビジョンを共有し、施策を実施することでどのようなアウトカムが期待できるかを理解し、

今後の進路を明確にすることが可能になる。さらに、実施されている事業の内容を知り、改

善するために何をすべきか、あるいは各施策に対して予算を増やすべきか減らすべきかな

どの行政経営における戦略上の判断をすることができる。このことはすなわち、市民ニーズ

を反映させた施策によって地域の資源を有効活用し、成果を上げることで持続可能な自治

体経営を目指すということが可能になり得るのである。 

自治体が NPM を導入することで目指したのは、個々の施策レベルの発想を「手続き主

義」から「成果指向主義」に転換することであった。そのために成果を評価することが重視
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され、ここから 1990 年代以降「評価システム」の導入が自治体に広く普及することになっ

た。しかし、自治体で導入した「事務事業評価システム」は実績着眼型の思考を促し、本来

の目的である行政経営の効率化には貢献し難いものとなった。 

上山・伊関（2003）は、NPM から「行政評価」を「改革のツール」として捉え、4 つの

モデルに類型化している（表 2-3 参照）。これは横軸を行政評価のバリューソースの所在 

で表し、縦軸を改革の主体が行政組織のどこにあるかを示している。左にいくほど改革が行

政組織内部の努力に起因し、右端にいくほど外部からの刺激に起因することを示している。

また下にいくほど改革が庁内の管理部門が統制する中央集権的なものであることを示し、

上にいくほど現場による自主的なものであることを示している。そしてこの縦横の指標か

ら A から D まで 4 つの型のモデルを導き出している。 

 

表 2-3 行政改革のツールとしての行政評価モデル 

より現実主義 

B型：TQMモデル 

（職員の意識改革ツールとして活用） 

D型：ニューパブリックガバナンスモデル 

（戦略的な行政経営ツールとして活用） 

  

  

・現場での自律改革 ・公務員の徹底したプロ意識 

・個々人のレベルでの意識改革 ・住民の主体的参画 

・制度や組織の慣行への挑戦 ・多元的、分権的統治秩序 

  

行政組 

織内で 

の努力 

  行政外

からの 

刺激 
  

  

・資源配分による管理 ・情報の積極開示 

・管理部門による統制 

・調書主義 

・評価基準作成過程における 

住民主権と行政との緊張関係 

 ・多元的議論と指標解釈の自由 

  

  

A型：査定管理モデル 

（行政内部の管理ツールとして活用） 

C型：住民コミュニケーションモデル 

（住民参画ツールとして活用） 

より中央集権的 

（出所）上山・伊関（2003、p. 51）をもとに筆者作成 

 

A 型は査定管理モデルであり、改革の主役は行政組織内部の管理部門（企画、財政、人事

など）である。ここでは、人事や予算の中央統制のためのツールとして行政評価を活用する。

B 型は TQM27モデルであり、職員の意思改革を目的としてツールを活用する職員参加型の

モデルである。ここでは、予算や人事などの資源配分よりも現場の業務のやり方の変革と職

 
27 Total Quality Management の略。戦後間もない頃に米国のデミング博士が提唱し、日本企業が主として製造現場の

生産性改善に活用した手法のこと（上山・伊関 2003、p. 53）。 
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員の意識改革を目的としている。B 型モデルでは、「現場での自律改革」、「個々人レベルで

の意識改革」、「制度や組織の慣行への挑戦」であり、現場レベルの行動改革が重視される。

C 型は住民コミュニケーションモデルである。これは行政評価の主体を住民と考え、住民参

画ツールとして活用される。情報公開をテコに行政機関の外部の視点から目標達成度をチ

ェックしていこうというアプローチである。青森県を参考にして政策マーケティング（4.1.4.

参照）を実施した本稿の事例である東海市はこのモデルであり、住民側が一旦白紙の状態か

ら政策ニーズと評価指標をあぶりだし、行政は評価項目に沿って目標達成にコミットして

いる。そして D型はニューパブリックガバナンスモデルであり、A、B、C の三つのモデル

を統合した理想的進化モデルである。戦略的な行政経営ツールとして活用する。ここでは、

公務員組織はプロとして、そして住民は自治能力をもった主体として、お互いの信頼関係の

もとに責任を分担し、公共サービスはさまざまな社会問題の解決に臨む。このモデルの要件

は 3 つあり、「公務員の徹底したプロ意識」、「住民の主体的参画」そして「多元的・分権的

統治秩序」である。上山・伊関（2003）は、「わが国の自治体は、これまで A 型モデルの行

政評価を制度化する流れが加速したが、既存の行政文化の中に取り込まれて順応してしま

えば成果を上げることができないままである。NPM の本格化に向けての先兵になれるかが

真の改革を目指すうえでの課題である」と述べている。つまり、「業績測定」（3.2.3.参照）

を主とした業績着眼型の評価思考では評価システムを制度化しても既存の行政文化に取り

込まれてしまえば A 型査定管理モデルの域をでないということであり、D 型の NPG 理想

的進化モデルに達するためには、職員の意識改革を促す B 型の TQM モデルの段階や住民

参画ツールとして活用する C 型の住民コミュニケーションモデルの段階というハードルを

越えなければならないということである。以上を念頭に、評価システムが全国的に普及する

きっかけとなった三重県の評価システムについて改めて概観したい。 

 

2.2.2. 三重県の事務事業評価システム 

 三重県は「行政評価」を組織的に行った最初の自治体である。1995 年知事に就任した北

川正恭氏は、「アントレプレナーシップ（企業家精神）をもつ行政」（オズボーン・ゲーブラ

ー 1992）を志向して行政改革に着手し、評価システムの構築にあたっては、民間のコンサ

ルタントを導入した28。当時は、改革に税金を投入するなど言語道断という認識が支配的で

あったため、行政改革は職員による「手作り」で設計され、従来の行政文化の発想と手法の

枠を越えきれない自治体がほとんどであった（上山・伊関 2003、p. 19）。北川知事は、「行

政評価」という手法を使って旧態依然とした日本の行政文化そのものの変革を目指したこ

とで、全国から注目されることになった。その中身は、事務事業（予算単位との見合いで約

3,200 件）を単位として「目的評価表」を導入し、個々の事業の目的を把握してコスト削減

の可能性と改革の方向性を明らかにすることで行政評価の嚆矢とするものであった（森 

2003）。 

 
28 日本能率協会が主導した。 
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 1995 年当初三重県の事務事業評価システムは、職員の自己評価を出発点としていた（梅

田 2001、p. 71）。つまり、行政経営の簡素化・効率化というよりも職員の意識改革と政策

形成能力の向上を目指していた。このことは当時の北川知事も、行政改革の第 1 段階は「県

職員の意識を変える」ことだと述べている（北川 2002）。1997 年度には評価表を公表して

いるが、公表のねらいは職員に真剣な取り組みを促すためであった。また総合計画「三重の

くにづくり宣言」を策定し、政策体系に基づく基本事務事業単位の設定を行い、総合計画に

掲げられた 880 個の数値目標について、評価システムの指標との整合性を追求しようとし

たが不徹底に終わったとしている（梅田 2001、p. 71）。その後事務事業のより上位の単位

として、事務事業をとりまとめた基本事務事業（約 500 件）に対する目的評価が実施され、

1999 年に結果の公表を行うとともに新規事業にも運用を開始した。さらに三重県の NPO

関係者が自ら携わった県の事業について評価した「市民による事業評価システム 99」を発

表した。また計画と評価を組み合わせて予算編成との連携を具体化するために 2002 年度か

ら「みえ政策評価システム」の検討を開始した。これは、評価システムを「施策評価」・「基

本事務評価」・「事務事業評価」の 3 層の評価に分けて再構築するというものであり、施策

67 本についての評価を導入し、基本事務評価・事務事業評価と併用した（三重県 2001）。 

 こうした三重県における事務事業評価システムが資源配分の効率性を改善することにな

ったかを検討した長峯（2004）によれば、事務事業評価の成果として喧伝されてきた事業

数の大幅減が、必ずしも財政状態とは関係しておらず、三重県の財政状態はむしろ悪化して

いることを示していると述べている29。つまり事務事業評価は、個々の事務事業を対象とし

て評価を行うため、それぞれの事務事業の実態の把握には役立つが、事務事業全体でみた場

合において、事務事業間の優先順位を決定するという目的においては有効ではないといえ、

また事務事業評価と予算編成の連関がないケースも多い。このため、予算編成との兼ね合い

で、どの事務事業を廃止し、どの事務事業を優先的に行うかの正しい判断がつかないまま、

個々の事務事業の現状だけを見て継続、廃止等を決定することになり、効率的な資源の配分

に貢献しないという結果となることが考えられる。従って、行政経営の効率化を図る目的で

事務事業評価を導入した自治体においては、労力のわりには効果が見えずに失望感が広が

っているのが現状である。三重県では 2003 年知事が交代し、2004 年度から「行政経営体

系」という名称でより体系的な経営システムの色彩を強めた形に整理している（上山・伊関 

2003、pp. 55-56）。これは事務事業評価については簡素化を進め、目標管理に重点を置くも

のとなっており、当初の評価システム位置付けを変換していくものとなった。   

以上のように、行政評価の嚆矢といわれた三重県の「評価システム」は、上山・伊関（2003）

のモデルに従えば、職員の意識改革を促す B 型の TQM モデルであったといえるだろう。

しかし事務事業評価が実績着眼型の評価思考であったために、資源配分の効率化に貢献す

るものとはならなかった。北川知事の在任中は、総合計画との整合性の模索や NPO関係者

らの市民による事業評価システムの展開、また計画と評価を組み合わせて予算編成との連

 
29 詳細は長峯（2004）参照。 
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携を具体化するシステムが検討されるなど試行錯誤が続いた。2003 年知事の交代によって

三重県の「評価システム」は、事務事業評価から「目標管理の重視」への転換が行われるこ

とになった。 

 

2.3. 総合計画 

 わが国では、自治体計画30という自治体政策の枠組み策定を行う行政文化がある。これは

日本が開発した独自の手法であり、国際的にみても特徴的である（西尾 2001、江藤 2009、

松下 2005）31。2000 年の地方分権改革で、機関委任事務制度が全面廃止となり地方自治体

の裁量の余地が拡大した32。分権時代に地方自治体に求められたのは、政策立案能力の向上、

成果主義と説明責任、市民参加と協働（パートナーシップ）という 3 つの要素であり、これ

らは計画行政型の自治体運営を要請するものであった（新川 2009）。 

総合計画は、持続可能なまちづくりを目指すうえで最上位の計画として行政経営の根幹

を担うものである（例えば、西寺 2010、p. 12, 佐藤 2013、p. 16, 玉村 2014、p. 261、長

瀬 2014、p. 52）。今日の総合計画にみられる基本的な構造と体系は、自治省行政局振興課

の「市町村計画策定方法研究報告」33（1966）で提唱された 3 階層の計画体系（基本構想、

基本計画、実施計画）であり、この計画体系が長きにわたり多くの自治体で採用され定着し

てきた34（新川 2003a）。1969 年の地方自治法改正により、「市町村は、その事務を処理す

るに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」（地方自治法第 2

条第 4 項）と定められ、計画的な行政経営を推進するために市町村に基本構想の策定を義

務づけた。さらに、「基本構想は、市町村の将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期

にわたる市町村の経営の根幹となる構想」であり、「基本構想は当該市町村の行政経営を総

合的かつ計画的に行うことを目的として策定されるものであること」（自治行政局 市町村

の基本構想策定要綱）と通達された（1969 年自治省行政局長通達）。 

2011 年 5 月 2 日に地方自治法が改正されて第 2 条第 4 項は削除されたが、同日の総務大

臣通知 に基づき条例 を根拠に基本構想を策定する地方自治体はその後も増加した（東京

市町村自治調査会 2013）。むしろ基本構想のみならず、基本計画まで議決事案化する自治

体が増え、議会の承認を得るという手続きは継続された（大杉 2010a）。その背景には、総

 
30 本稿では、西尾（1990）にしたがい、自治体計画とは市町村計画を指すこととする。 

31 諸外国でも、総合計画（アメリカ）、開発計画（イギリス）、都市基本計画（フランス）、地区詳細計画（ドイツ）と

いった自治体計画はあるが、それらは地域開発計画や都市計画、土地利用規制や資源利用の計画である。日本のような

福祉や教育を包含した総合計画ではない（江藤 2009、p. 48 注(2)）。 

32 具体的には、地方議会で条例制定が可能になったことと、自治事務を法的に拘束するものは法令等に限定（必置規

制の緩和）されたことで国の関与が大幅に縮小したことが挙げられる（西尾 2007）。 

33 自治省（当時）が研究委託した市町村計画策定方法研究会（磯村英一委員長）の報告書（「市町村計画策定方法研究

会報告」1966年 3月）。この報告書の趣旨にそって地方自治法が改正された（神原 2009、pp. 9-10）。 

34 佐藤（2013）が、全国の市及び東京都特別区 810団体（都道府県・町村を除く）を対象に 2012 年に行った調査票

調査では、基本構想の策定率 99.5%、基本計画の策定率 98.1%、実施計画の策定率 90.3%となっている（回収率

73.5%）。 
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合計画を行政が提示する政策や計画の策定根拠にするという意図があった（新川 2003a、

p. 23、佐藤 2013） 。 

また、首長選挙においてマニフェストを掲げて市民の支持を仰ぐスタイルが当たり前に

なっている昨今では、首長のマニフェストを政策として総合計画にいかに反映させるかに

ついても問われている（久田・青山 2003、pp. 82-83、伊藤 2009、2010）。このことからも

総合計画は行政経営の支柱となり、全体調整と体系化を図る役割が期待されてきたといえ

るだろう。したがって行政経営全体でみた際に、総合計画の政策体系を「可視化」し、行政

活動が市民生活の向上にいかに貢献しているかを市民に分りやすいかたちで「説明責任を

果たす」という視点が重要となる。しかしながら、実際に総合計画がまちづくりを目指すう

えで行政経営の主軸となる役割・機能を果たし、市民のニーズを反映した市民にとって分か

りやすい計画になっているだろうか。 

今日の総合計画の問題点を整理すると概して以下 3 つがあげられる。すなわち 1．総合計

画に掲載されている施策や事業の優先順位が明確でないものが多い。2．施策や事業に対し

ての財源の裏付けが明確にされておらず、毎年度の予算への反映など実効性が担保されて

いない。3．進捗管理が適切になされておらず、機動的な見直しがなされていない。またそ

のことが職員や市民に共有されていないという点である（新川 2003a、pp. 21-22、東京市

町村自治調査会 2013、p. 2）。 

総合計画は総花的であるとの批判をうけて、計画の「実効性」の確保については基本体系

が設定されて以来、長い間の懸案とされてきた（斎藤 1994、p. 1）。実際に計画の「実効性」

の追求を目的とする具体的なシステム化の必要性についてはこれまでもしばしば取り上げ

られている（例えば 斎藤 1994、財団法人日本都市センター 2003、大杉 2010b、2010c、

西寺 2014）。具体的には、基本計画や実施計画を議決事案とする方策や、自治立法を強化

させる考え方として、自治基本条例に総合計画策定の目的や原則を明記することなどが提

案された（西寺 2010）。さらに詳細に総合計画の構成や策定手続きを別立ての総合計画基

本条例で定めて実効性のある総合計画の根拠とし、あわせて財政的な実効性を保証させる

という提案などもある（江藤 2010）。あるいは戦略的な政策やプロジェクトを重視して「重

点施策」を強調することによって計画を先導し、計画全体の実現可能性の向上を図ることも

有効だとされた（新川 2003a）。すなわち重点施策によって計画全体を牽引したり計画の意

義を浸透させることで総合計画の「実効性」を高めるというものである。さらにこれらの重

点施策が部門横断的に提案されることで、施策について優先順位づけを明確にすることも

可能になるとしている（新川 2003a）。 

しかしいずれもマネジメント・サイクルの基幹に総合計画を位置づけて、どのように

PDCA を循環させていくかというような方法論にまで踏み込んだ議論に展開していない。  

こうした問題の背景には、総合計画に市民のニーズを反映させ、説明責任を果たすための具

体的な手段についての議論がこれまで十分になされてこなかったという経緯がある。その

ため、実務の現場でどのように総合計画をマネジメントするかといった方法論が自治体に
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おいて検討されてこなかったといえる。実際に多くの自治体では、総合計画改訂においては

計画の中身についての個別的な検討が優先され、関係部署間におけるそれらの合意形成と

調整作業に終始してきた（地域科学研究会 2003、p. 9）。したがって企画担当職員など一部

を除き、自治体職員ですら総合計画に眼を通すことは稀であるというのが実態であった（大

杉 2010a）。 

以上のような議論をふまえ、総合計画の問題を克服するためには、総合計画の「策定プロ

セス」と「運用のしくみ」に論点を分けてそれぞれを改善することが重要である（東京市町

村自治調査会 2013）。すなわち、「策定プロセス」の最初の段階で市民のニーズ調査を行い、

施策に正統性のある優先順位をつけることや、首長のマニフェストに基づき行政として取

り組むべき政策を明確にして施策に反映すること、そして優先順位にしたがって予算と連

携させることである。実際「策定プロセス」については、多元的な参加を欠いた計画策定は

もはや考えられなくなっており、多くの自治体が市民ニーズに基づく計画づくりをするた

めに幅広い階層の住民から意見を聴く機会が設定されている35。しかしそのほとんどは、専

門家や各種団体代表、議会議員などが委員となる従来の「審議会」や「公聴会」方式による

ものである。こうした形態が定着した背景には、1969 年自治省行政局の方針として表した

「基本構想の策定要領について」（1969 年自治省行政局長通達）のなかで、計画策定段階に

おいて「審議会への諮問答申」をその策定手順に盛り込んだことにある（新川 2003b、pp. 

23-24）。国の所轄官庁によるこうした執務に関する技術的助言は、自治体にとっては一種の

「お墨付き」機能を果たす。そのため助言は寄りかかるべき指針となり、多くの市町村で実

践されることで事実上の基準を形成していったのである（金井 2010、p. 82）。  

また、自治体で実施されている市民のニーズを反映するための調査票調査やパブリック

コメントの募集は、情報収集の把握と手続き的な「参加」の意味合いが強いのは否めず、こ

こでの市民参加は「市民の声を聞いた」レベルに留まっているのが現状である。したがって

市民の声をどのように目標設定に反映させるか、進捗状況をどのように市民が評価するか

について、また成果をいかに市民に説明してフィードバックするかという観点から包括的

に行政と市民が議論し、合意形成するような策定プロセスの取り組みを行うことが重要で

ある。 

一方総合計画の「運用のしくみ」については、行政経営における PDCA の構築を前提と

して、行政と市民が協働で進捗管理ができるような制度設計が求められる。つまり、成果目

標に対して有効な施策を企画立案し、施策の実施過程をモニタリングして評価し、評価結果

をフィードバックして改善するという循環を定着させ、資源を有効活用して目標の達成を

実現することである。そしてそのために活用できるツールを検討することが重要である。 

 PDCA の構築については、NPM を導入することでマネジメント・サイクルを実現するシ

ステムへの転換を目指した自治体が急増したが、実際に PDCA を構築した自治体は僅かで

 
35 豊中市の事例については、佐藤（2001）、浦安市の事例については、大野（2009）、三鷹市の事例については、一

條（2000）、齊藤（2014）参照。 
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ある。その理由はさまざまだが、一つは NPM によって成果志向型になるためには成果を評

価することが重要だとされ、自治体で導入した「評価システム」が、総合計画の運用におけ

る PDCA に制度化されたシステムとして組み込むことに適応されていないことが挙げられ

る。 

 以上のことから、総合計画の「策定プロセス」と「運用のしくみ」の改善のための具体的

な方法論の検討は意義があると考える。まず、「策定プロセス」の改善には、多様なステー

クホルダーが議論を通じて合意形成するプロセスを構築することが重要である。そのため

に市民と行政のコミュニケーション・ツールとしての活用が期待されているのがベンチマ

ーク（社会指標）である（佐藤 2005、児山 2012）。ベンチマークは、地域社会の目指すべ

きビジョンを明らかにし、そのビジョンを達成した望ましい状態を設定して目標に対する

進捗状況を測定するものである。ベンチマークを活用しているオレゴン州は、その開発のプ

ロセスを重視し、タウンミーティングやワークショップの開催などによってステークホル

ダーや市民が直接参加して合意形成を図る場が設定されている（佐藤 2005）。 

一方わが国でもベンチマークが活用されている自治体はあるが、行政や審議会が中心と

なって原案を作成し、これに対する調査票調査やパブリックコメント方式によって成案化

するケースが多い。また、これまで総合計画はマネジメントを念頭に置いて策定されること

がほとんどなかったため、定量的な指標や目標値がほとんど設定されていなかった。概して

ベンチマークは総合計画の管理・評価ツールとしてはあまり機能していなかったといえる

（佐藤 2005, pp. 130-131）。ベンチマークを有効活用するためには、目標設定を明確にし

て、目標達成に至るまでの進捗状況を評価するための適切な指標を設定する必要がある。 

また「運用のしくみ」に関しては、総合計画を行政経営の柱として運用していくために 

マネジメント・ツールとして開発援助の分野で実績のあるロジック・モデルを活用すること

が有効であることを主張したい。ロジック・モデルで活用される「まちづくり指標」（4.1.5.）

は、行政活動のアウトカム・レベルを測定するベンチマークの一つであり、主観指標と客観

指標を織り交ぜてそれぞれの生活課題について、数個の指標が設定されている（後・上山 

2004、児山 2013a）。また「まちづくり指標」には役割分担値が含まれており、地域社会を

担う様々な主体が指標を活用して協働で地域をマネジメントしていくという発想が込めら

れている。政策・施策レベルで設定されるベンチマークは、行政が市民や事業者など地域社

会を構成する各主体と協働で達成すべき共通目標であり、自治体経営においてベンチマー

クの実効性を向上させるためには、行政経営のマネジメントとともに地域マネジメントと

して機能させることが重要である。事業を実施する主体が行政とともにベンチマークを共

有し、ロジック・モデルを活用して総合計画を管理していくことが望ましいかたちだといえ

るだろう。 

 NPM 型改革として各自治体で取り組まれてきた成果志向型の行政経営への転換は、同時

に市民のニーズへの応答と説明責任が厳しく問われることになった。それが計画的な行政

経営を基本としなければならない大きな理由となり、総合計画は持続可能なまちづくりの
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根幹となるべく存在意義を得たともいえる。成果に結びつく行政活動をどのように進めて

きたか、その結果どうであったか、結果を受けてどのような改善が必要なのかを、「政策」

を具体化した「施策」と、施策に繋がる具体的な「事業」との繋がりを可視化することによ

って目的と手段の因果関係を明らかにし、市民に対して説明責任を果たすことが重要であ

る。したがって、ロジック・モデルを活用して総合計画をマネジメントするという発想は地

方分権化時代の要請に適応しているといえるだろう。
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第 3 章 ロジック・モデルの理論的考察 

 

3.1. アジェンダ 21 から 2030 アジェンダへ 

 2015 年 9 月、国連総会において 2015 年から 2030 年までの長期的な開発の指針として、

持続可能な開発のための「2030 アジェンダ」が採択された。この文書の中核を成すのが 2030

年までの持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、以下 SDGs）である。SDGs

の策定プロセスでは、「リオ＋20」（後述）とポストミレニアム開発目標（Millennium 

Development Goals、以下 MDGs36）の 2 つの流れがある。2001 年に合意された MDGs は

2015 年を達成期限として、「貧困と飢餓の撲滅」など 8 つの目標（ゴール）と 21 のターゲ

ットで構成されている。国連による MDGs の達成状況の評価によると、貧困率が半分以下

に減少するなど目標達成について一定の成果が上げられたとする一方で、男女間の不平等

や貧困層と富裕層、都市部と農村部の格差の拡大等、解決されていない課題も残された（国

連ミレニアム開発目標報告 201537）。また、目標の達成度は目標そのものや国・地域によっ

て異なり、さらに目標全体でみた場合に、経済・環境に関わる目標の数が不十分だったとい

う課題が指摘されている（環境省 2017、p. 7）。 

一方「リオ＋20」の流れは、1992 年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミット

において、「持続可能な発展」が世界共通の合意として掲げられアジェンダ 21 が採択され

た（序章 参照）。その地球サミットから 20 年となる 2012 年 6 月に、同じくリオ・デ・ジ

ャネイロで開催された国連持続可能な開発会議（以下、リオ＋20）において、MDGs の後

継の開発目標と統合された形で SDGs が策定されることが合意された。リオ＋20 の成果文

書「我々が望む未来（The Future We Want）」では、持続可能な開発を達成するために、経

済・社会・環境の統合的政策をあらゆるレベルで主流として組み込む必要があることを宣言

した。その具体的な手段として MDGs の課題を踏まえ、環境、経済、社会の統合の概念を

前面に打ち出して SDGs を採択することと、さらにこれを MDGs の後継目標となるポスト

2015 開発アジェンダに統合することが決定された。ポスト 2015 開発アジェンダの検討プ

ロセスでは、開発の目標やターゲットだけでなく、その達成のために必要な資金の確保や活

用も重要な検討課題となり、議論が進められてきた。さらに SDGs は、国連加盟国だけで

なく、国際機関、民間企業、市民社会、研究者等の多様なステークホルダーが関与するプロ

セスを経て採択された。 

2030 アジェンダでは、SDGs で野心的な目標を掲げ、その達成のために必要な手段を逆

算して決めていくバックキャスティングの考え方を採用している。すなわち、あるべき理想

像からスタートし、かつ未来の姿（ターゲット）を基準に“終わりから始めて”現在の課題

解決に至るまで遡っていくというアプローチを採用している。このバックキャスティング

 
36 MDGs とは、2000年 9 月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットにて採択された「国連ミレニア

ム宣言」と、1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠

組みとしてまとめられたものである。国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所ウェブサイト

https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/mdgoverview/mdgs.html（アクセス日 2020/2/19）参照。 
37 https://www.unic.or.jp/files/e530aa2b8e54dca3f48fd84004cf8297.pdf（アクセス日 2020/2/19）参照。 

https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg/mdgoverview/mdgs.html（アクセス日2020/2/19
https://www.unic.or.jp/files/e530aa2b8e54dca3f48fd84004cf8297.pdf（アクセス日2020/2/19
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のアプローチは「目標ベース」であり、SDGs の特徴を示している。MDGs の枠組みはゴー

ルが最上位に掲げられ、その下にそれぞれのゴールを具体化したターゲットと、ターゲット

の進捗状況と成果を測るための指標が設定されている。この枠組みがSDGsでも踏襲され、

17 のゴールと 169 のターゲット、ターゲットに紐付された 232 の指標で構成されている。

また MDGs の経験から、モニタリングによって指標で評価することにより目標達成が可能

となることが強調され、持続可能なデータは必要不可欠だとしている（国連ミレニアム開発

目標報告 2015）。 

SDGs のなかでも都市に特化した目標が設定された「ゴール 1138」は、急速な都市化と都

市の重要性を考慮して設定された39。その背景には、市民生活の都市化に伴う人口動態の急

速な変化によってエネルギーや環境問題、健康福祉、教育等に関する公共サービスへの市民

ニーズがますます高度化していることがあげられる。都市の面積は地球全体の 2％以下に過

ぎないが、その限られた領域に世界総人口の半数が居住している（LSE Cities 2013）。全世

界の国内総生産の 8 割が都市で創出され、そのエネルギー消費量は世界全体の 3 分の 2 に

まで達している（World Bank 2015）。日本においても SDGs の取り組みは政府主導のもと

で奨励されており、ゴール 11 の目標達成は地方自治体においても無視できない政策課題と

なっている。こうした世界の潮流から、日本の地方自治体においても、SDGs の特徴である

バックキャスティングのアプローチのための方法論としてロジック・モデルのフレームワ

ークと進捗状況を評価するための指標の重要性が議論されるようになった。しかし自治体

行政では、ロジック・モデルの方法論について、また評価指標についての議論は整理されて

いないのが現状である。この章では、ロジック・モデルの概念と多くの自治体で採用してい

る KPI（Key Performance Indicator）の理論的考察を試みる。 

 

3.2. ロジック・モデル概念の変遷 

ロジック・モデルの概念の応用については 2 つの流れがある。一つは開発援助の分野に

おいてプロジェクト・レベルで活用されてきた「ロジカル・フレームワーク」の概念であり、

もう 1 つは限られた予算で最も効率よく目的を達成するためのシステムとしてアメリカ合

衆国で開発された PPBS（Planning Programming Budgeting System) によって、政府機

関や地方自治体で普及した「プログラム評価」の流れである。 

1990 年代 NPM の潮流から、先進諸国で実施された公共部門の行政改革により、日本に

おいても多くの地方自治体で成果志向型の行政経営が目指された（第 2 章 参照）。成果志

向となるためにアウトカム評価の重要性が謳われ、先進諸国では業績測定が広く普及した。

一方、開発援助の分野でもこの影響を受けて成果重視の傾向が助長され、各国の援助機関に

 
38 ゴール 11「包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実現する」。 

39 Corbett and Mellouli（2017）は、都市（cities）が SDGs に取り組む手順について提言している。Kanuri ら

（2016）は、SDGs の達成のために自治体において統合的な情報システム（information system）の必要性について述

べている。Kanie and Bierman（2017）は、目標ベースのガバナンス（governance through goals）について詳述し

ている。 
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対して政府開発援助（Official Development Assistance、以下 ODA40）の評価の効果的・効

率的実施についてそれ以前よりも厳しくアカウンタビリティが問われるようになった

（DAC 2000、p. 3）。これらの 2 つの流れを踏まえて、政策・施策レベルの評価の重要性が

謳われるようになり、セオリー評価が注目されるようになった。ロジック・モデルはセオリ

ー評価の成果物としてその重要性がますます高まっている。最近のロジック・モデルの実践

では、セオリーオブチェンジ（ToC）が主要理論として活用されている。以下本節では、ロ

ジック・モデルの歴史的な経緯としてのロジカル・フレームワーク、プログラム評価それぞ

れについて概観し、セオリーオブチェンジ（ToC）に関する議論をレビューする。 

 

3.2.1. ロジカル・フレームワーク 

開発援助の分野では、ロジック・モデルの概念をプロジェクトの計画と評価のマネジメン

トのためのツールとして活用されてきた。ロジック・モデルの原型であるロジカル・フレー

ムワーク（通称ログフレーム Log Frame）は、1960 年代、アメリカ合衆国の国際開発庁

（United States Agency for International Development、以下 USAID）が開発、考案した

ことに始まる（山谷 1997、p. 94）。その背景は、それまで USAID は主に大規模な資本お

よびインフラストラクチャプロジェクトに関与していたため、財務および経済の収益率に

焦点を当てた評価（収益率評価モデル）が適切だった。しかしその後、いわゆる BHN (Basic 

Human Needs) のアプローチを採用したことにより、BHN 充足型プロジェクトの評価方

法としてそれまでの収益率評価モデルでは適応できなくなったことにある。1968年USAID

は最初の評価局を設立し、ロジカル・フレームワークを開発した（USAID 1990）。その後

1970 年代に米国内で発展・洗練され、国連開発計画（UNDP：United Nations Development 

Programme）、国連児童基金（UNICEF：United Nations International Children's 

Emergency Fund）などの国際機関を始めとして、多くの開発援助機関によって研究され導

入が検討されてきた。 

ロジカル・フレームワークは政府開発援助政策におけるプロジェクトのプランニングと

事前評価（appraisal）、そして事後評価を行うために使用する「論理的枠組み」のことであ

る。マトリックスを使用して、プロジェクトの目標、目的、結果、および活動を、対応する

指標によって検証し、仮説をたててフレームワークに整理する方法である。各指標にはベー

スラインデータが使用され、結果はプロジェクトの期間中に四半期ごとに報告された。ただ

し当初これらのデータは、目標に対する実際の達成度を測定するだけのものであり、投入し

た資源と達成された効果とを比較して分析することには活用されなかった（MacArthur 

1994）。 

このロジカル・フレームワークの基本的な考え方のステップは下記のとおりである（表 3-

1 参照）。まず、プロジェクトを構成している構成要素（目標の定義、プロジェクトのイン

 
40 ODA とは、開発援助のための公的資金のこと。政府は ODA により発展途上国の平和構築やガバナンス、基本的人

権の推進、人道支援等のために資金・技術提供を行う。外務省ウェブサイト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html（アクセス日 2020/2/20）参照。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html（アクセス日2020/2/20
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プット、アウトプットと成果、目標の達成に貢献する事業活動など）についてそれぞれ事前

に把握する。次に、それぞれの構成要素の間に論理的（ロジカル）な整合性を持たせ、それ

を一定の枠組み（フレームワーク）の中に整理する。また、因果関係に影響を与える外部要

因についての仮定を明確にする。次に明確に把握した各要素について、あらかじめ一定の

「ものさし」として指標化した数値を期待値として具体的に指定する。最後にそれをプロジ

ェクト実施の後、一定期間が経過してからそれぞれの実際値を出し、評価を行うという流れ

である41。 

 

表 3-1 ロジカル・フレームワークの作成手順 

１．目標設定 測定可能な、または客観的に検証可能な条項で、プロジェクト

のインプット、アウトプット、目的、より高い目標の因果関係

の階層を定義する。 

2．因果関係の記述 インプット、アウトプット、目的、目標間に論理的（ロジカル）

な整合性を持たせ、それを一定の枠組み（フレームワーク）の

中に整理する。 

3．仮説をたてる 因果関係に影響を与える外部の影響と要因についての仮定を

明確にする。 

4．指標設定 定義された成果、目的、目標の達成の測定または検証を可能に

するため、一定の「ものさし」として指標化した数値を期待値

として具体的に指定する。 

5．評価をする プロジェクト実施後、一定期間が経過してからそれぞれの実際

値を出し、評価を行う。 

（出所）MacArthur（1994、pp. 91-92）をもとに筆者作成 

 

ロジカル・フレームワークは、さまざまなレベルで達成度を測定する指標を設定し、数値

化することを目指している。指標は、目標達成が成功したかまたは失敗したかの判断につい

て曖昧さがないように、可能な限り正確に定量化できるものでなければならない。しかし目

標値は時間の経過とともに変化することもあり、そうした変更もロジカル・フレームワーク

に反映する必要がある。プロジェクトの各レベルで、プロジェクトのプランナーとマネージ

ャーに目標達成の明確な実践論を提供し、目標に対して進捗度を測定できることを保証す

ることが重要だとされている（Cusworth and Franks 1993、p. 20）。指標はまた、プロジ

ェクトのインプットとアウトプットおよびプロジェクト評価に関する比較を可能にする。

効果が出なかった場合は、原因を特定し、既存のシステムと将来のプロジェクトで改善を行

 
41 インプット：アウトプットやアウトカムを生み出す資源、アウトプット：生産され顧客へ届けられた生産物やサー

ビス、アウトプットは、プログラム内部の活動によって産みだされた生産物、生産され、顧客へ届けられた生産物やサ

ービスを指す。アウトカムは、活動やプログラムそのものを越えて発生した出来事、事件、状況のことで、顧客や一般

の人々に直接重要であるものとする（Hatry 1999、p. 13：邦訳 2004、p. 13）。 
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うことができる。こうした指標の活用の背景には、進捗管理における業績測定指標の活用へ

の関心の高まりがある。ロジカル・フレームワークは、実施されているプロジェクトとその

後の継続的なシステムの運用のために、モニタリングシステムの基礎を確立することに活

用できるものである（Cusworth and Franks 1993、p. 20）。 

一方、ロジカル・フレームワークにはいくつかの欠点がある。1 つは、代替案については

説明しておらず、フレームワークで採用されているプロジェクトアプローチが最適である

ことを保証していない。2 つめは、プロジェクトのインプットからアウトプットへの変換、

アウトプットから目的へのトランスフォーメーションが実際にどのように行われるかにつ

いては説明していない。3 つめは、ロジカル・フレームワークはある時点での限定的な状況

を記述するため、状況の変化に対応できないおそれがある。元来プロジェクトはダイナミッ

クなものであり、状況の変化に応じて目標が修正されたり、手段の変更が決断されたりする。

そうしたことを反映できないとロジカル・フレームワークは効力を失うことになる

（Cusworth and Franks 1993、p. 20）。 

ロジカル・フレームワークが普及した背景には、 1982 年に経済協力開発機構

（Organisation for Economic Co-operation and Development、以下 OECD）の開発援助

委員会（Development Assistance Committee、以下 DAC）の下に「評価グループ」と呼ば

れる援助評価に関する専門部会が設置され、ODA の評価の慣行が本格化したことがある。

評価グループは、評価手法や判断基準に関する援助国間の共通理解の形成や合同評価の実

施、さらには発展途上国の評価能力の育成を行ってきた（長尾 2003、p. 1）。 

1983 年ドイツ技術協力会社（Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit、

以下 GTZ）が、現場の意見を取り入れたきわめて実践的性格が高い手法である「目的志向

型プロジェクト立案手法」（Ziel Orientiert Projekt Plannung、以下 ZOPP）アプローチを

開発した。ZOPP は 1980 年代後半にヨーロッパ諸国で導入された（山谷 1997、p. 95）。 

ドイツでは 1992 年より ZOPP の改善を目的に GTZ で活発な議論が交わされ、1995 年

以降の大きな変化へと進んだ。1996 年には ZOPP の分析ツールの使用手順を廃止し、1997

年には使用者の判断により各分析ツールや方法をプロジェクト・サイクル全体において柔

軟に用いることができる ZOPP／PCM（後述）に変更した（GTZ 1997, p. 2）。この ZOPP

／PCM は、必要に応じてプロジェクト・サイクルのどの段階でもプロジェクト管理者間で

の意思決定プロセスや村での集会など異なったレベルでも使用できるため、プロジェクト

の計画、実施やモニタリングに大きな柔軟性をもたらした（Künzel 2001、p. 33）。ZOPP

／PCM は、あらかじめ定義されたモニタリングの概念を示しておらず、各プロジェクトは

独自に必要な方法を確立するよう要求される。なお、プロジェクト自体で実施される「モニ

タリング」に対し、「評価」は外部的な分析と位置づけている。また、GTZ は参加型手法の

使用を義務付けているが、各プロジェクトで使用される方法やその範囲については規定し

ていない（Künzel 2001、pp. 34-35）42。 

 
42 1996 年に GTZ は公に ZOPP と PRA（Participatory Rural Appraisal:農村参加型調査）の統合を試みたが失敗に

おわった。しかし多くの GTZ プロジェクトが PRAと ZOPP 手法を活用しており、現在 PRAと ZOPP の融合を意味
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日本では、1994 年に一般財団法人国際開発機構（FASID）が、ZOPP をもとに開発援助

のためのプロジェクト・サイクル・マネジメント（以下 PCM）手法 を開発している。PCM

は JICA のプロジェクト方式技術協力で広く採用されている。PCM は、評価を行う時の枠

組みや調査の流れを提示した方法論であり、評価を行う時の枠組みは、（1）「評価」という

機能を「計画→実施→評価」という、いわゆるプロジェクト・サイクル・マネジメントの一

つのステップに位置づけ、（2） 「プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）」と呼

ばれるプロジェクト概要表を活用して評価対象プロジェクトのフレームワークを整理し、

（3）「評価 5 項目43 」の視点で総合的な評価調査項目を考えていくことである。また、そ

れらの作業を（4）相手側関係者と評価のプロセスを共有して実施する「参加型アプローチ」、

という特徴がある（源 2001、p. 151）。この PCM が援助機関で広く行われ、歴史的には開

発協力における個別事業に対するセオリー評価（3.3.1.参照）を促進することに寄与してき

た（三好 2002、p. 11）。 

PCM は、「参加型の合意形成のツール」としての特徴と「科学的・論理的分析ツール」と

しての特徴がある（島津 2001）。前者の特徴を活かして包括的にプロジェクトを検討する

ことで、受益者側のニーズに対応した援助計画の立案が可能になる。また、実施者と地域住

民の協議等を通じて合意形成をしていくことが重要視されているため、プロジェクトの対

象地域の住民が意思決定に参加するためのプロセスを構築することが必要不可欠である。

この参加プロセスを構築する前提条件として、プロジェクトの実施者が情報を公開し、透明

性を確保することが求められる（天野・三次 1995）。つまり PCM では、実施者の情報公開

によって透明性を確保し、参加プロセスを構築したうえで住民参加を促すと同時に、実施者

も自ら住民と関わり自律的にプログラムに参加して合意形成をしていくことが重要となる。

また後者の特徴から、「原因―結果」「手段―目的」などの関係に基づいて状況を論理的に分

析することが可能になる。PCM では、期待される開発効果を「上位目標」として一番上に

設定する。この上位目標は、その下の「プロジェクト目標」が達成された結果である。そし

て「プロジェクト目標」を達成するために実現しなければならない事項が「成果」である。

「成果」を達成するために資源投入して実施する具体的な行為が「活動」である。活動は分

野横断的に計画され、上位目標の下に束ねられる。つまり PCM は、「上位目標―プロジェ

クト目標―成果―活動」というツリー状に構成される（FASID 2001）。 

 

3.2.2. プログラム評価44 

一方、公的機関において施策の目的と行政活動との論理性や因果関係を検証するプロセ

 
する PPCM（Participatory Project Cycle Management）という用語が使用されている（Künzel 2001、p. 36）。 

43 DAC の評価 5 基準と呼ばれる①妥当性（relevance）、②効率性（efficiency）、③有効性（effectiveness）、④イン

パクト（impact）、⑤自律発展性（sustainability）を評価の設問として評価グリッドを作成し、分析するという PDM

の評価手法のこと。 
44 プログラム評価とは、プログラムについての判断、プログラムの有効性の向上、および／または将来のプログラミ

ングに関する決定の通知を行うための、プログラムの活動、特性、および結果に関する情報の体系的な収集である

（Patton 1997、p. 23）。 
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スとして注目されたのが、欧米諸国において取り組まれている「プログラム評価」の手法で

あり、その検討・整理・可視化のツールとして「ロジック・モデル」が活用されてきた。 

プログラム評価は、1960 年代後半にアメリカ合衆国会計検査院（U. S. General 

Accounting Office、以下 US GAO）が採用したことから欧米諸国を中心に関心が高まり、

以降政策実務と学問的領域の双方による蓄積によってその概念は徐々に確立されていった。

US GAOは、プログラム評価を 4 つに分類している（表 3-2 参照）。それぞれが評価を実施

していく過程の連続した段階を示しており、プロセス評価→アウトカム評価→インパクト

評価→費用便益・費用対効果分析という流れで評価が実施される。段階が進むほど、より詳

細な施策・事業の成果（達成度合い）が明らかにされ、行政活動とその成果との因果関係を

強固に証明することになる。したがって、最初のプロセス評価の段階で、具体的な行政活動

がどのような道筋を経て、最終的な成果へとたどり着くのかを正しく表現することが重要

である（高崎 2001、p. 59）。 

 

表 3-2 プログラム評価の分類 

評価の種類 概 要 

プロセス（あるい

は実施）評価 

「計画どおりにプログラムが実施されているか」を評価する。 

実施された活動の評価―プログラムのデザインや専門性の基準、顧客の期待値

など、活動に要求されたものが法や規則に則っているか。 

アウトカム評価 

「成果（アウトカム）志向の目標への達成度」を評価する。 

プログラムの有効性を判断するためにアウトプットとアウトカム（意図せぬ効果を含

む）に焦点をあて、どのようにしてアウトカムが生み出されるかを理解するためにプロ

グラムの実施過程を評価する。 

インパクト評価 

「プログラムの純利益」を評価する、アウトカム評価の一形態。 

プログラムを実施しなかった場合に何が起こり得るかを予測し、プログラムのアウトカ

ムと比較することで評価する。外部要因がプログラムのアウトカムに影響を与えるこ

とが判明したときに活用される。目標達成のためのプログラムの貢献度を評価する

ことを目的とする。 

費用便益と費用

対効果分析 

「プログラムのアウトプットとアウトカムを、それらを生みだすコスト（消費された資源）

によって比較」する。既存のプログラムに対して行う場合でも「プログラム評価」とす

る。 

費用対効果分析は、一つの目標達成のコストを評価してその目標を達成するため

の最小コストの代替案を見つけ出すために活用される。 

費用便益分析は、関連するすべてのコストと利益を導き出すために通常はドル換

算で表す。 

（出所）US GAO（2011、p. 5）をもとに筆者作成 

 

プログラム評価の際にロジック・モデルを作成することは、アメリカの US GAO、イギ

リスの国立会計検査院（National Audit Office、以下 UK NAO）、カナダにおける財務委員

会事務局（Treasury Board Secretariat Canada、以下 TBS Can）などで、プログラム評価

の実施マニュアルにロジック・モデルが紹介されている（US GAO 1990、pp. 40-46、UK 

NAO 2000、pp. 57-58、2001、p. 2、TBS Can 2001、pp. 11-16）。プログラム評価は、職
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業的評価担当者（大学研究者・コンサルタント・弁護士など）が主として担ってきた政策評

価である。プログラム評価は政策効果を厳格に把握することに主眼が置かれているため、信

頼性の高い評価結果を期待できる反面、実施に必要な時間や費用が多大になる傾向がある

（Hatry 1999、p. 9：邦訳 2004、p. 9）。 

 一方わが国の中央政府の評価体系は、1998 年の中央省庁等改革基本法と 1999 年の国家

行政組織法改正及び総務省設置法を根拠とし、2001 年に行政機関政策評価法が成立した。

このうち「政策評価」については、「政策評価に関する標準的ガイドライン」（政策評価関係

府省連絡会議、2001 年 1 月 15 日決定）がベースとなっている（行政管理研究センター 

2001）。アウトカム概念については、政策評価を導入する目的の一つである「国民的視点に

立った成果重視の行政への転換を図ること」という項目の「補足説明」の中で規定されてい

るが 、この規定は出力（アウトプット）と結果（アウトカム）という「物理モデル」を背

景とした規定であり、アメリカの業績結果法（GPRA：Government Performance and 

Results Act）を模したものである（平澤・田原・川島・野呂 2006、p. 673、文部科学省 2005）。

わが国の評価制度は、公共経営全般を見直す過程で導入されたものではなく、「成果志向型

の行政への転換」や「マネジメント・サイクルに評価制度を制度化されたシステムとして組

み込む」といった位置づけに適応した新たな公共経営体制が用意されていたわけではなか

った（平澤・田原・川島・野呂 2006、p. 672）。アウトカムの概念は、どのような行政経営

モデルを想定するかによってはじめて規定されるものであり、日本では行政経営の体制の

変革が遅れたたためにアウトカム概念も進化してこなかったという側面があるのではない

だろうか。したがって、ロジック・モデルの活用は「評価システム」への対応に留まり、行

政経営全体に活用するという発想に至らなかったといえる。 

 

3.2.3. 業績測定45 

行政機関の負担軽減のため、プログラム評価に替わってアメリカの州や地方自治体の間

で広く普及したのが、業績測定（performance measurement）である。業績測定とは、行

政が実施する政策の効果や効率性などに着目し、それらの側面を数量的に把握するための

業績指標（performance indicator）と呼ばれる指標を設定し、その指標を計測することに

より、政策の実態について必要な知見を得ることを目的とする手法である。 

業績測定の開発に多大な貢献をしたのは、1968年に設立されたUrban Instituteである。

Urban Institute は、州政府や地方自治体が自ら提供している公共サービスの質やアウトカ

ムについてほとんど情報を持ち合わせていない、もしくはアウトカムのデータがあっても

サービスを評価するために系統だって使われていないということに着目した。彼らは一貫

して市民＝顧客ということを重視し、アウトカム重視型業績測定システムの手法を 20 年に

わたって開発に取り組んだ（Hatry 1999、iv：邦訳 2004、iv）。この顧客志向、公共サービ

スの質志向によって、1990 年代に先進諸国に影響をあたえた NPM に基づく行政改革の潮

 
45 Hatry（1999）は、業績測定（performance measurement）とは、「サービスあるいはプログラム（施策）のアウ

トカム（成果）や効率を定期的に測定すること」と定義している（Hatry 1999、p. 3；邦訳 2004、p. 3.）。 
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流から、成果重視のマネジメントおよび業績測定が普及したのである。 

 

3.3. 政策評価46 

3.3.1. セオリー評価 

西出（2005）は、行政評価が自治体で導入されたにもかかわらず、実際には行政経営の効

率化が実現されていないのは、自治体の多くで実施されている事務事業評価における実績

着眼型の評価思考にあるとしている（西出 2005、p. 15）。行政経営の効率化のためには「実

績着眼型」評価思考から、「理論着眼型」評価思考への転換が必要であり、事業の実績では

なく、その可能性を説明する事業の理論に着目し、評価の目的と評価の実施との最適化状態

を目指すという視点に立脚した評価思考が重要だとしている。この理論着眼型の評価思考

は「セオリー評価」に依拠しており、それを解きほぐした動的かつ実用的な概念である（西

出 2005、pp. 17-18）。 

セオリー評価とは、「インプット、活動、アウトカムまでの一連の予測される流れを追跡

する評価」（Weiss 1998、p. 338：邦訳 2014、p. 442）であり、事業の実施がどのような成

果をもたらすと想定されるかを理論的に検証するものである。セオリー評価は、科学的根拠

を持った社会科学理論と、事業が成功するかどうかの論理性を図評価したロジック・モデル

47に整理される（Birckmayer and Weiss 2000）。前者は、事業と成果の因果関係を社会科学

的に明確にしたものであり48、後者は実用的アプローチである49。 

Wholey（1979）は、評価を 8 つの段階50に分け、ロジック・モデルは第 3 の「情報を統

合的にモデル化」する段階で用いられ、資源のインプット－活動－アウトカム－インパクト

の関係を論理的に図表化したものであるとしている（Wholey 1979、p. 58）。また Wholey 

（2003）は、公的機関における成果志向型のマネジメントにおけるロジック・モデル活用

の有効性についても述べている。成果志向型のマネジメントには 3 つのステップがあり、

そのうち最初のステッップは、成果目標や目標達成のための戦略に関する主体間の合意形

成であり、2 つめが定期的な業績の監視とアウトカム・レベルの評価であり、3 つめに施策

の有効性やアカウンタビリティ向上のための業績情報の活用だとしている。このうち最初

のステップにおいては、施策の目標や目標達成の手段について関係者間の合意形成を支援

する役割があると述べている（Wholey 2003、p. 11）。 

 

 
46 本稿では西尾（2000）に従い、政策・施策・事務事業のいずれのレベルを対象にするにせよ、政府の活動方針とそ

の結果の関係を当該活動方針に内在しているはずの目的・手段連鎖に照らして評価する活動をすべて広義の「政策評

価」と呼ぶ。  
47 Hatry（1999）は、最初に「ロジック・モデル」の用語を用いて例を示したのは、Wholey (1979)だとしている

（Hatry 1999、p. 54；邦訳 2004、p. 64） 。 
48 1980 年代に理論主導型評価（Theory-Driven Evaluation）として Chen and Rossi が提唱したもの（Chen 

1990）。 

49 McLaughlin and Jordan（1999）参照。 
50 ①プログラムの選定、②対象プログラムに関する情報収集、③情報を統合的にモデル化、④業績評価指標の開発、

⑤実績データの収集、⑥目標に対する活動の妥当性の検証、⑦評価やマネジメントについてのオプションの検討、⑧成

果報告の 8 段階（Wholey 1979、pp. 75-76）。 
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3.3.2. ロジック・モデルの特徴 

ロジック・モデルは、多くの自治体で行われている業績測定とは異なったセオリー評価の

手法である51。ロジック・モデルは、すべての施策について、どの事業がどのような結果を

もたらすかについての仮説を持っていると捉え、各事業によってもたらされるアウトプッ

ト、中間アウトカム、最終アウトカムの流れ図を示すことによってこうした仮説を明らかに

しようとするものである。ロジック・モデルによって、施策が何を生み出すことが期待され

ているかが視覚的に理解でき、最初のインプットから最終アウトカムに至るまでの事業の

時間的流れを組み立てることができる。またロジック・モデルを活用する最大のメリットは、

プログラム（事業、施策）の計画から実施、その効果の評価という一連の流れの中で、プロ

グラムに関係する計画立案者、実施者、受益者等で意見を交換し、プログラムの効果を高め、

改善するための「コミュニケーション・ツール」となり得るという点である（WKKF 2003、

p. 1）。 

ケロッグ財団のロジック・モデルガイドブック（Kellogg Foundation 2004）では、目的

の違いからロジック・モデルを「理論モデル」、「アウトカム・モデル」、「活動モデル」の 3

つに分類している。「理論モデル」はプログラムの企画立案を重視し、主として資金獲得の

ための説明に用いることを目的としている。「アウトカム・モデル」はプログラム設計の初

期段階でプログラムのデザイン自体の評価と戦略の判断に役立てることを目的とし、期待

される成果（アウトカム）をもとにアプローチの方法を検討することに用いる。「活動モデ

ル」は実施プロセスに重点を置くモデルであり、プログラムで行われている実際の活動と青

写真を照らし合わせ、プログラム全体のモニタリングや運営に活用するものである。そして

これら 3 つの類型が、マネジメントのサイクルとなって示されている52。つまり、マネジメ

ント・サイクルの中でそれぞれの段階の目的に応じてロジック・モデルが活用でき、マネジ

メントを支援するツールであることを示唆している。 

ロジック・モデルの表現形式は、1 つのインプット（資源の投入）を出発点とし、最終成

果を到達点とする単線型がほとんどである。個別の出来事の要素を 1 つの流れ図の枠に表

現して「要素」単位でのつながりを見る（図 3-3 参照）。これは行政活動において、一つ一

つの事務事業がどのような成果をもたらすかを評価することには有効だといえるが、事務

事業全体でみた場合に目標達成に向けてどの事業が有効で、どの事業が有効でないかの優

先順位をつけるという評価には貢献しない。 

 

 

 

 

 

 
51 Suchman（1967）は、「評価とは目的の連鎖（Chain of Objectives）の達成度合を扱うものである」（Suchman 

1967、p. 55、p. 177）としている。 
52 詳細は大西・日置（2016）参照。 
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図 3-3 単線型ロジック・モデル 

 

3.3.3. セオリーオブチェンジ（ToC）の開発53 

それまでのロジック・モデルがインプット（資源の投入）を出発点として、最終成果を到

達点とした「左から右へ」の単線型であったのに対し、セオリーオブチェンジ（Theory of 

Change 以下、ToC）では、複線型（ツリー型）を用いる。複線型（ツリー型）ではそれぞ

れの段階にある複数の出来事を束ねて 1 つのフレームに表現して体系的に「ブロック」単

位の繋がりを見ることができる（図 3-4 参照）。 

 

図 3-4 複線型（ツリー型）ロジック・モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

ToC は、1990 年代半ばのプログラム理論およびプログラム評価の分野から、社会的、政

治的変化（Change）をもたらすための方法論として発案された（Weiss 1995）。Weiss（1998）

は、ToC を「プログラムのインプット（投入）とアクティビティ（活動）が予定された目的

の達成まで結びついているという仮説であり、実装理論 implementation theory とプログ

ラム理論 program theory の双方を含むものである」と定義している（Weiss 1998、p. 338：

邦訳 2014、p. 441）。ToC は、コミュニティ社会の変化を検討する実用ツールとしてアスペ

ン研究所円卓会議で初めて提案された。ToC はロジック・モデルの概念と類似するが、その

 
53 セオリーオブチェンジ（ToC）のフレームワークについては、Patton (2008)の Chapter 10 参照。 

Inputs Activities Outputs Outcomes
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特徴はまず「長期目標」を設定し、目標達成のために必要な前提条件を特定するためにマッ

ピングを行うことが強調されている（Brest 2010）。すなわち、バックキャスティングの手

法を用いることが重視され、多様なステークホルダーとの対話や合意形成を重ねて作成、検

証するというコミュニケーション・ツールとしての役割が重視されている。ToC の革新は、

望ましい成果と実際の成果を区別し、目標達成に向けて変化をもたらすことだと捉える。そ

して目標を達成するための具体的な手段を決定する前に、ステークホルダーが望む成果を

マッピングによってモデル化する（Taplin et al. 2013）。 

Auriacombe（2011）は、セオリーオブチェンジの概念に基づくプログラムロジックモデ

ルが政策評価に貢献できることを検証し、実際に新南アフリカ国家パフォーマンス管理シ

ステム the new South African National Performance Management System のフレームワ

ーク（図 3-5 参照）で活用されていることを紹介している。 

 

図 3-5 鍵となるパフォーマンス情報の概念図 

 

 （出所）National Treasury（2010、p. 3）をもとに筆者作成 

 

3.4. ロジック・モデルの政策・施策レベルでの活用 

山谷（1994）は、政策とは抽象的で漠然とした大きい単位から、より個別的で具体的な小

さい単位へと整序された一つの体系であるとしている。すなわち政策体系とは、政策の階層

構造から成り、その構造は目的と手段の因果関係を保有して構成されるものである。したが

って行政活動は、政策を具体化した「施策」と、施策に繋がる具体的な活動を「事業」とい

うように階層構造をもち、「事業」は「施策」の目的を達成するための手段であり、「施策」

は「政策」の目的を達成するための手段であるといった目的と手段の因果関係をもつ（山谷 
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1994、p. 18）。このように考えると行政活動は、「理念―政策―施策―単位施策―事業群」

という目的と手段の因果関係を体系的に可視化することができ、目標を具体的に測定可能

な指標や数値に置き換えていくことで現状の数値と比較して進捗状況を評価することが可

能になる54。 

また、政策形成と市民のニーズは深く関わっており、生活環境から市民ニーズが発生し、

その市民ニーズに応答するかたちで政策の目標が設定される。目標を達成するための「活動

（事業）」に対し予算や人員などの資源が「投入」され、「活動（事業）」が実施される。「活

動（事業）」が実施された結果生み出されるアウトプットやアウトカムに対し、投入される

資源を何にするかの判断には「効率性」という評価基準が適応される。そして最終的な「成

果」は、「インパクト」として、社会的・経済的に一定の働きかけをして生活環境に変化（改

善）が生じる。こうしてある政策の効用と持続可能性は市民ニーズと成果との関係において

判断される。ニーズがある限り対策を講じる効用はあり、そこに持続可能性が認められる

（Pollitt and Bouckaert 2000、p. 13)。したがって、ロジック・モデルを政策・施策レベル

で活用し、政策体系を包括的かつ論理的に整理するとともに、市民ニーズに対してどのよう

な成果が見込まれるかを可視化することは、行政が市民に対して説明責任を果たすという

意味でも有効である55。 

図 4-6 のように、ツリー型ロジック・モデルは、右側に成果目標を定めることから始める

バックキャスティングの手法を用いた、いわば ToC である。最終的な成果目標を達成する

ためにはどのような状況（環境）になっていることが必要か、長期目標を設定する。長期目

標を達成するために具体的な中期成果は何であるか、目的と手段の因果関係を意識して設

定する。中期成果まで設定したところで、一番左側に配置した事務事業から突き合わせる。

こうして事業―直接の結果―短期成果―中期成果―長期成果―成果目標という一連のロジ

ックを「複線型」で構築する。このロジック・モデルによって、どの事業のロジック（論理

的必然性）が強く、どの事業のロジックが弱いかということが判別できる。そのため、ロジ

ックが弱い事業は「有効でない」と評価され廃止するという判断が可能となり、また「有効

である」とされる新しい事業提案が可能になる。すなわち右端に位置する成果目標（インパ

クト）の段階から左に向かって、目的と手段の因果関係を説明していき、なぜこの事業をや

らなければならないかが論理必然的になっているかを検証していく。それにより、目標が達

成されるために有効な事業のみを採用するという意味で、企画立案の重要性を認識できる

うえに、実施されている事業の内容を知り、改善するために何をすべきか、各施策に対して

予算を増やすべきか減らすべきかなどの行政経営における戦略上の判断をすることが可能

になる。また、ロジック・モデルの各段階に指標が設定されるならば、実施計画の各段階に

おける有益なフィードバック情報をもたらすことができる。具体的には、政策分野ごとに活

動に関わっている関係者が、5 年後、10 年後の現実的目標としての「中間目標値」を設定

 
54 佐藤（2003b）参照。 
55 日本におけるロジック・モデルの活用状況、普及実態については、児山（2016）、佐藤（2017）参照。 
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し、「アウトカム指標」から求められた結果と「中間目標値」に対する趨勢から、現在の状

況が改善なのか停滞なのか、あるいは悪化しているのかを評価することができる。 
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表 3-6 ツリー型ロジック・モデルシート 
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3.5. 業績指標 KPI（Key Performance Indicator）56 

2014 年各都道府県知事宛てに内閣府地方創生推進室長より「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の策定について通知が送付された（平成 26 年 12 月 27 日閣副第 979 号）。その中

で、「重要業績評価指標（Key Performance Indicator、以下 KPI）とは、施策ごとの進捗状

況を検証するために設定する指標をいう」とあり、KPI は原則として実現すべき成果に係

る指標を設定するが、行政活動そのものの結果に係る指標を設定することも差し支えない

としている（「Ⅲ 地方版総合戦略 3．記載事項、(3)具体的な施策と客観的な指標」）。これに

より、多くの自治体では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定とともに行政評価の

ための成果指標として KPI という用語が用いられてきたが、その一つ一つの指標について

は、どのような検討を経て設定されているのか明確でないものが多い。 

元来 KPI は企業経営の議論のなかで生まれた概念であり、論者によって多様な用語が用

いられている57。昨今の自治体経営において使用されている KPI が、どのような議論を経

てきたか、マネジメント・コントロールの枠組みと指標の関係性（役割・機能）に着目して

概観する58。 

Daniel（1961）は、マネジメント・プロセスにおける「計画と統制（Planning and control）」

の重要性を述べており、そのための情報提供として「成功要因」に着目することの必要性を

指摘している。すなわち、報告されるデータは「成功要因（success factors）」に焦点を当

てたものでなければならず、どの産業にも通常 3～6個の成功を決定づける要因が存在する」

と述べている（Daniel 1961、p. 116）。 

Anthony（1965）は、マネジメント・コントロールの定義を「管理者たちが組織の諸目標

の達成のために資源を有効かつ能率的に取得・使用するように確保するプロセス」（Anthony 

1965、p.17）と定義し、マネジメント・コントロールの目的は、戦略的計画で決定された組

織目標を達成するために資源を有効かつ能率的に取得・使用することだとした。彼はその後、

マネジメント・コントロールの目的を「戦略的計画プロセスで決定された戦略を実行し、そ

れによって組織目標を達成すること」だとして、計画の実行を強調している（Anthony 1988、

p. 34）。 

Simons（1995）は、重要業績変数（critical performance variables）を「意図した事業

戦略を成功させるために、達成または実行しなければならない要因」（Simons 1995、p. 63）

と定義し、重要成功要因（Key success factor）や主要成功要因（critical success factors）

とよばれるものと同じものであるとしている（Simons 1995、p. 63）。そしてこの重要業績

変数には、財務的なものと非財務的なものの両方が含まれるという（Simons 1995、p. 64）。  

 
56 Simons（1995）によれば、KPI（Key Performance Indicators: 重要業績指標）の活用は、20 世紀初頭のデユポン

社における投資利益率を展開したチャート・システムが始まりだとされる（Simons 1995、p. 64；邦訳 1998、pp. 

132-134）。 
57 例えば、Key Variables（Anthony 1965）、Critical Success Factors（Bullen & Rockart 1981）、Critical 

Performance Variables （Simons 1995）、Key Success Factors（Brown 2000）など。 
58 森口（2013）は、KPI の概念を整理し、マネジメント・コントロールの枠組みの中での KPI の役割・機能につい

て検討している。 
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Simons によるマネジメント・コントロールの枠組みは、1．信念のシステム（beliefs 

system）、2．境界のシステム（boundary systems）、3．診断型のコントロール・システム

（diagnostic control systems）、4．対話型のコントロール・システム（interactive control 

systems）という 4 つのコントロールレバー（levers of control）を活用して戦略をコント

ロールするものである。このうち診断型のコントロール・システムが、意図した戦略の実行

を調整し、監視するためのシステムであり、KPI が重要な役割を果たす。診断型のコントロ

ール・システムは、「組織の成果を監視し、事前に設定された業績基準からのギャップを修

正するために、マネージャーたちが活用するフォーマルな情報システムである」（Simons 

1995、p. 59）と定義している。そして診断型のコントロール・システムでは、意図した戦

略の重要な業績を表すアウトプット変数が測定されるが、そのアウトプット変数が重要業

績変数（critical performance variables）であるとしている（Simons 1995、p. 63）。 

Parmenter（2010）は、KPI を「現在ならびに将来の組織の成功に対して最も重要な業

績の側面に焦点をあてた尺度」（Parmenter 2010、p. 4）と定義している。そして KPI の特

徴として 7 つをあげている。すなわち、1．非財務的な尺度であること 2．頻繁に測定され

ること 3．CEO もしくは上級マネジメントチーム主導であること 4．必要な行動が明確に

示されていること 5．下部組織の責任に結びついた尺度であること 6．重大なインパクトを

持っていること 7．適切な行動を促すものであること、である（Parmenter 2010、p. 6）。 

Anthony ら（1965）は、テキスト Management Control Systems の初版59のなかで、重

要変数（key variables）という用語をもちいて、マネジメント・コントロール・システムの

設計における重要成功要因（critical success factors）と重要変数の重要性について述べて

いる。すなわち、マネジメント・コントロール・システムは、各企業の活動に適合するよう

に設計される必要があり、企業活動の成功のためには「主要成功要因」を識別し、マネジメ

ントにおいて注意深く継続的に関心をもち続けなければならない。また、あらゆる階層のマ

ネジメントの報告書において、それらの重要変数の値を強調しなければならないとしてい

る（Anthony et al. 1965、p. 107）。 

その後 Anthony と Govindarajan（1998）は、Management Control Systems の第 9 版

で、初めて業績測定（Performance Measurement）に関連して KPI を捉えている。すなわ

ち重要変数に関し、「ある種の非財務情報は、選択された戦略が満足のいくように実施され

ているかについての重要な指標（Key indicators）である」としている（Anthony and 

Govindarajan 1998、p. 461）。業績測定システムの主要な目的は戦略の実行にあり、したが

ってシステム構築に際しては、企業の戦略を最もよく表す一連の尺度（ものさし）を選択す

る必要がある。またこれらの尺度（ものさし）は、「現在並びに将来の主要成功要因（critical 

success factors）」とみなすことができるとしている（Anthony and Govindarajan 1998、

p. 461）。 

さらに第 10 版（2001）では、戦略の実行が成功するためには、財務尺度のみならず、非

 
59 Management Control Systems は、12 版（2006）まで出版されている。 
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財務尺度も用いた複合的な尺度で測定する必要があることを指摘し、「このような戦略の実

行をサポートする非財務尺度を重要成功要因（Key Success Factors: KSF）もしくは重要業

績指標（KPI）とよぶ」と述べている（Anthony and Govindarajan 2001、p. 443）。 

 以上のように、KPI は戦略的な計画のコントロール・システムにおいて意図した戦略の

実行のための重要な成功要因（KSF）として位置づけられてきた。そして業績測定の普及と

ともに、戦略の実行を財務尺度と非財務尺度を用いた複合的な尺度（ものさし）で測定する

必要性が強調され、非財務尺度として重要業績指標（KPI）が謳われるようになったのであ

る。 

 

アウトカム指標 

業績測定システムを構築する際に重要となるのは、個々の業績（アウトカム）をより具体

的に測定するための KPI の選択である。把握しようとするアウトカムは、複数のアウトカ

ム指標に置き換える必要がある。アウトカム指標は測定可能であり、特定の数値で示され、

それによってアウトカムの達成状況がわかるものでなければならない。このため、KPI は

通常「…の数」、「…の割合」、「…の比」といった言葉で表される（Hatry 1999、p. 55：邦

訳 2004、p. 67）。 

 

表 3-7 アウトカム指標を選択する基準 

■プログラムの使命や目標、およびその指標によって測定しようとしているアウトカム

に対して適切かどうか。 

■その指標を使って測定しようとしているアウトカムにとっての重要性、指標はアウト

カムの重要な側面を測るものとなっているか。 

■何が測定され報告されているのか、利用者にとってのわかりやすいものになっている

か。 

■指標について、かなり信頼度の高いデータを収集できるかどうか。 

■独自性が確保されているか。ある指標が他の指標と重複していれば、その重要度は低く

なる。 

■サービスの質を示す特色が明示され、アウトカムにたいして顧客（市民）の満足度を測

るものが含まれているか。 

（出所）Hatry（1999、p. 58：邦訳 2004、p. 70）をもとに筆者作成 

 

SDGs のゴール 11 の達成のためには、戦略的な計画と、進捗状況を管理することが重要

である。そのためにバックキャスティングに貢献するロジック・モデルのフレームワークと

進捗状況を評価するための KPI の重要性の議論を概観した。ロジック・モデルをマネジメ

ント・ツールとして活用し、「終わりから始める」ことで目的と手段の連鎖の過程を可視化

し、抜け洩れなく発想を助けることが可能になる。また環境・経済・社会ニーズを満たす分
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野横断的な施策を展開することでトレードオフのリスクを可能な限り回避するとともに指

標間の相乗効果も期待できるだろう。また KPI は、「成功要因」に着目し、目標を達成する

ためにはどのような環境になっているべきか、その環境を評価するための適切な指標が設

定されるべきである。そして KPI から具体的なアクションまで落とし込み、アクションの

影響をステークホルダー間で確認し、進捗状況を把握することが求められる。KPI は戦術

レベルの事象を評価する指標といえ、良い KPI はいかに具体的な表現になっているかが重

要である。そのために主観指標と客観指標を織り交ぜ、行政活動のアウトカム・レベルの業

績を測定する評価システムを開発することで、目標の達成状況を数値で点検することが可

能になる。 
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第二部 事例研究編 

第 4 章 第 5 次東海市総合計画策定のプロセス 

 

4.1. 第 5 次東海市総合計画策定の背景 

4.1.1. 東海市の特徴 

東海市は、昭和 44 年（1969 年）4 月 1 日に市域の北部に位置した上野町と、南部に位置

した横須賀町が合併して誕生した。知多半島の西北端に位置し、東西 8.06km、南北 10.97km、

面積 43.43k ㎡、人口 114,511 人（2018 年国勢調査）の都市である。北は名古屋市に隣接

し、東部は自然に恵まれた丘陵地であり、伊勢湾に面した西部は、愛知県の主要な工業地域

である名古屋南部臨海工業地帯の一角を形成しており、産業上の拠点都市としての役割を

果たしている。新東名高速道路と新名神高速道路を結ぶ伊勢湾岸自動車道のインターチェ

ンジを有し、さらに近隣には名古屋港、中部国際空港もあることから、陸海空にわたる交通

ポテンシャルが高いことも特徴の一つである60。 

昭和 33 年に現在の新日鐵住金名古屋製鐵所である東海製鐵（株）を中京地区に誘致する

ことが決定し、すでに名古屋港管理組合によって埋め立てが開始されていた東海市臨海部

に製鉄所を建設することになった。これを契機に鉄鉱関連の大手企業が進出し、中部圏最大

の鉄鋼のまちとして変貌を遂げた（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづ

くり―）。東海市の財政規模（歳出）は、443 億 6720 万円（2018 年度）である。市内総生

産は、803,899 百万円（2015 年度）であり、経済活動別では全体の約 50%が製造業となっ

ており、製造業が経済活動の中心となっている61。 

 

4.1.2. 鈴木敦雄市長の誕生 

第 5 次東海市総合計画の実施の背景には、鈴木敦雄市長のリーダーシップがある（G1、

G2）。2001 年 5 月に初当選した鈴木市長は元行政職員という経歴を持ち、市の総合計画策

定に関わった経験もある。企画部部長時代に調査票調査等で市民の意見を募ったが、市民ニ

ーズにきちんと対応しているのか疑問に感じていた（G2）。鈴木市長は、「簡素・透明でス

ピーディーな市政」、「市民の視点に立ったまちづくり」、「東海市をふるさととして誇りを持

ち、元気いっぱいの新しいまちづくり」の 3 点を公約に掲げていた。鈴木市長は選挙戦か

ら、自らの経験から行政として展開してきた施策と、市民が実際に感じていることの間には

乖離があることを実感していた（玉村 2014、p. 105）。市長に当選後はまちづくりの責任者

として、どのような行政経営をしていくかは最も重要な課題であった。鈴木市長は、「市民

のニーズと行政活動が乖離していてはいけない。まちづくりの最上位の計画である総合計

画は今のままではだめだ」という思いが頭の中にあったという（G2）。それまでの東海市の

総合計画は、他の自治体と同様に行政が何をやるかという「事業」を全面に出したものであ

 
60 東海市ウェブサイト http://www.city.tokai.aichi.jp/（アクセス日 2019/12/12）。 
61 東海市ウェブサイト http://www.city.tokai.aichi.jp/（アクセス日 2019/12/12）。 
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り、市民ニーズを汲み取っているとはいい難いものであった。鈴木市長は次の総合計画は市

民のニーズを反映したものにする必要があると考えていた。 

鈴木市政が発足した当時の東海市は「鉄冷え」と言われる時期であり、鉄鋼関連企業の業

績不振により税収が落ち込み、人口増加も頭打ちとなるなど新たな課題を抱えていた。財政

難のあおりを受けて市民活動の事業費は 3 割カットとなった（C1）。それまで東海市は、臨

海部への鉄鋼関連の大手企業の進出や、それに伴って人口が増加し、市内に企業団地を建設

するなど、財政的に豊かな状況が長く続いていた。豊かな財政を背景に、市は市民の要望に

比較的応えることができたこともあり、市民は行政に対して大きな期待を持つようになっ

ていた。そのため市民が主体的にまちづくりに参画するという動きは少なかったといえる

（G1、G2）。 

当選後鈴木市長は、これまでの行政主導のまちづくりでは市民が満足できる市政運営は

できないと考え、これからの市政は市民の声を包括した政策を職員が市民と共に実施して

いくことが重要だと考えた。そして東海市出身の偉人細井平洲の「民の心に従う政（まつり

ごと）」の教えに従い、「協働」と「共創」をキーワードに市民と共に地域に根ざしたまちづ

くりを行うための市民参画推進システムの構築に着手した（企画政策課資料―市民と行政

の協働・共創によるまちづくり―、p. 2）。これは、少子高齢化が急速に進むなかで、個性豊

かで活力に満ちた地域社会を実現し、将来世代に引き継いでいくためには、行政だけでなく、

市民や企業などあらゆるまちづくりの主体がそれぞれの役割と責任のもとで主体的にまち

づくりに参加することが重要であるとの考えによるものである（G1、G2）。 

 

4.1.3. 市民参画推進委員会 

市民参画推進システムの構築に向けて、鈴木市長は就任 2 ヶ月後の 2001 年 7 月に市民の

ニーズをまちづくりに生かしていくための手法を検討するために市民参画推進準備室を庁

舎内に設置し、同年 10 月市民参画推進室に改組した。市民参画推進システムは 6 つの柱と

して、まちづくり基本条例・市民参画条例、男女共同参画の推進、市民参画プラン、地域ま

ちづくりネットワーク、NPO・ボランティア支援、電子会議室「東海みんなの広場」で構成

されている（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 3）。 

2001 年 8 月に市長は腹心の部下である職員を NPO 全国フォーラム東海会議（2001 年 8

月 4 日・5 日開催）の研修会に参加させて、助言を求めるために NPO 代表理事である大学

教授とコンタクトをとった。その時のことについて NPO 代表理事である大学教授は、次の

ように述べている。すなわち、「東海市は市長の強い意向で市民参画のシステムをつくりた

いが、具体的にどうすればよいか助言をいただけないか」と尋ねられた。その当時は市民参

加が自治体の間で流行りのようになっていて、「市民の声を聞いた」レベルの市民参加が横

行していた。その程度の市民参加では意味がなく、まずは行政経営の PDCA を構築するこ

とが重要である。PDCA ができたらそのシステムに市民参加をドッキングさせることが必

要であり、市民参加ありきではなく、行政経営のマネジメント・システムの構築が先である、
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と答えたという（N2）。行政側では、市長が企画部部長時代に総合計画には事務事業の評価

システムの導入が重要だとの思いから、東京の大手コンサルタント会社に委託して、評価の

しくみを学び、職員でシステムを作ろうとした経緯があった。どのような項目で、どのよう

な指標をつくるかについて検討したが、結局行政の視点でしか案はでてこない。各部署の職

員と企画部でつくるだけの指標では意味がなく、市民の声が入った評価のしくみをつくる

ことが重要だという結論に至ったという。市民参画の言葉を調べていくうちに NPO代表理

事で政治学・行政学を専門としている大学教授に行きつき、前出の研修会に参加したという

（G2）。その後東海市から再度 NPO 代表理事である大学教授のもとにコンタクトがあり、

「総合計画策定とセットで市民参画のしくみづくりをお願いしたい」という事業としての

委託があり、受諾することになったという（N2）。こうして東海市は、行政経営のマネジメ

ント・システムの構築とプロセスへの市民参加の実現を目指すスタートラインに立ったの

である。 

2002 年 2 月市民の声を市政に反映するしくみづくりのために、まちづくり市民委員会

（5.1.1.参照）の準備組織として市民参画推進委員会（事務局は市民参画推進室）を立ち上

げた。市民参画推進委員は任期を 2 年とし、公募 25 名、地区代表者62・商工会議所・農協

の代表者など 22 名、学識経験者 3 名の合計 50 名によって構成された。公募を 25 名とした

ことに対して、当初行政側では「本当に 25 名もの委員が集まるのか」と懐疑的だったが、

現役を退いた 60 代の男性や女性団体の会長など、積極的な参加があり、行政職員の不安は

杞憂であった（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 3）。そし

て、会長と各部会の正副部会長等 20 名で運営される幹事会を設置し、5 つの分野別の部会

（都市基盤、保健・医療・福祉、生活環境、教育・学習、産業）とまちづくり指標の普及活

動や委員会の検討、ガイドブックの作成など役割別の部会（ひろめたいグループ、パートナ

ーシップグループ、編集グループ）が設置された。市民参画推進委員会の役割は 3 つあり、

まちづくり基本条例と市民参画条例の検討、まちづくり指標の作成、そして生活課題の改善

をめざしたアクションプランの作成であった（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創に

よるまちづくり―、p. 4）（表 4-1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 東海市は小学校区で棲み分けされた「コミュニティ」と呼ばれる地域の組織がある。12 あるコミュニティの各代表

者が市民参画推進委員となった。 
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表 4-1 市民参画推進委員会（2002 年 2 月～2004 年 3 月） 

役割 「協働・共創によるまちづくり」のための道具づくり 

1．まちづくり基本条例、市民参画条例の検討 

2．まちづくり指標の作成 

3．アクションプランの作成 

委員数 50 名（公募 25 名・推薦 25 名）  

分野別部会 都市基盤、保健・医療・福祉、生活環境、教育・学習、産業 

役割別部会 ひろめたい部会、パートナーシップ部会、編集部会 

（出所）筆者作成 

 

 市民参画推進委員会の役割において、「協働と共創のまちづくり」を法的に位置づけたこ

とが特徴的である。「まちづくり基本条例」を策定し、自治運営の理念・目標を明確にして、

東海市のめざすべき将来像を示すとともに、それを実現するためのまちづくりの基本条項

を定めている。また市民と行政が協働で計画的なまちづくりを進めるために、自治の担い手

の役割と責務についても定めている。同時に市民の市政への参画を制度的に保障するため

に「市民参画条例」を策定している（玉村 2014、p. 108）。そして市民参画推進委員会の最

も重要な役割として、「政策マーケティング」と「まちづくり指標」の策定がある。これら

は、第 5 次東海市総合計画の核心ともいえるものであり、次項で詳細に検討する。 

 市民参画推進委員会は、2002 年 2 月から 2004 年 3 月までの活動期間のうち、全体会を

16 回、幹事会を 13 回開催している。また、5 つの部会はそれぞれ生活環境が 31 回、保健・

医療・福祉が 29 回、教育・学習が 24 回、産業が 27 回、都市基盤が 24 回開催している。 

役割別部会は、ひろめたい部会が 6 回、パートナーシップ部会が 10 回、編集部会が 6 回開

催している（玉村 2014、pp. 107-108）。 

 

4.1.4. 政策マーケティング63 

 東海市は自治体としての成果目標を設定するために、2004 年 4 月から 7 月にかけて、青

森県をモデルとした市民のニーズ調査から始める「政策マーケティング」64（表 4-2 参照）

を実施した。「政策マーケティング」とは、政策に関する「潜在ニーズ」を探った上で、そ

のニーズを満たす政策を創造し、提供していく社会的なプロセスを実現することと、政策に

関する多様な価値や情報の交換が行われ、関係者に満足を提供する「政策市場」をつくるこ

とだとされている（上山 2002、p. 119）。 

 政策マーケティング調査は、最初に様々な属性の住民を属性ごとに 6～8 名程度のグルー 

プに分けてフォーカス・グループ を実施する。東海市は、40 代～60 代の市民参画推進委

 
63 一連の作業は市職員と東海市より委託を受けた市民フォーラム 21・NPO センターの支援を受けながら市民参画推

進委員会が行った。 

64 詳細は上山（2002）、児山（2006）参照。 
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員、小学生、中学生、高校生、20 代のグループに分けて計 10 回実施した。ここでは、各自

が感じている身近な生活課題を自由に出してもらい、グループで話し合う。その際のポイン

トは、「網羅的に」課題を洗い出すという点である。これらの発言はすべて記録し「発言分

解」と呼ばれる作業を行う65。 

 フォーカス・グループ実施後、「発言分解」によってあぶりだされた発言を施策レベルの

生活課題へと統合、整理して 100 前後の生活課題リストを作成する。東海市は 95 の生活課

題リストを作成し、この生活課題を 7 つにグループ化して、それぞれのグループの方向性

を端的に表現できる 7 つのキーワードとして、「魅力」「快適」「いきいき」「安心」「ふれあ

い」「活力」「共創」を選定した。さらに、この 7 つのキーワードとそれぞれに属する生活課

題を市全体の調査票調査の回答選択肢として、市民の平均的な意見を反映させるために調

査票調査を行うこととなった。 

2002 年 8 月、16 歳以上の市民から無作為抽出した 3,500 人の市民に調査票調査を行い、

1,615 人より回収した（回答率 46.7%）。調査票の設問は、7 つのキーワードから 4 つを選

択し、また各キーワードに属する生活課題から 4 つを選択して、95 の生活課題の重要度を

5 段階で評価するものであった。回答結果から、最も重視しているキーワードの上位 5 つ

「安心」「快適」「いきいき」「ふれあい」「活力」を基本理念として採用した。さらに、それ

ぞれの理念を実現するために重要だと思われる生活課題を、上位 5 つと個別に重要度が高

いと評価された生活課題を足して合計 38 の生活課題に絞り込んだ。それらをタテに関連す

る各分野、ヨコに 5 つの基本理念（キーワード）を置き、38 の生活課題を表にして東海市

の生活課題マトリクスを作成した（表 4-3 参照）。これら調査票調査で採用された 38 の生

活課題は、第 5 次東海市総合計画において 39 の市民施策とし、市長の政治的理念に基づく

施策や、行政として取り組むべき重要課題であると判断された行政側の 14 の施策を足して

市全体の 53 の施策を決定した66。 

政策マーケティングの特徴的な点は、目指すべき市の将来像を決める理念や理念の実現

に向けた生活課題を市民のニーズから採用するための調査票調査で、回答選択肢そのもの

がフォーカス・グループの結果を反映したものであることである。自治体において、市の理

念の実現に向けた生活課題を市民への調査票調査で採用することはしばしばみられるが、

多くは行政から委託を受けたコンサルタント会社や中間支援団体によって作成されたアン

ケート用紙を市民に配布する、という方法が一般的である。しかし、それでは回答選択肢に

掲載する生活課題の項目が、市民ではない第三者の想像の域を越えないものでしかないこ

とになり、市民のニーズを正確に反映したものであるとは言い難い。調査票の回答選択肢が、

市民自身による日常生活において感じている思いを網羅的に拾った課題であることが注目

すべき点である。こうして市民の意思として尊重された生活課題は、ロジック・モデル・シ

 
65 この作業は、フォーカス・グループにファシリテーターとして参加した市民フォーラム 21・NPO センター職員が

行った。 
66 詳細は後・上山（2004）参照。 



79 

 

ート上の成果目標（アウトカム）として設定された。 

 

表 4-2 政策マーケティング調査の流れ 

1．フォーカス・グループ 

属性ごとにグループを分けて、グループ対話形式で住民の生活実感を拾い、生活課題を「網

羅的に」抽出する。 

 

2．アンケート骨子の形成（回答選択肢そのものを住民起点にする） 

生活課題から読み取れる方向性や理念を洗い出し、生活課題を「理念」で整理する。 

 

3．アンケート調査 

政策の理念的な方向性を生活課題のなかでより重要なものを市民が選ぶ（優先度の確認）。 

 

4．キーワードと重要生活課題の設定 

市民が支持した優先度の高い理念を「重要生活課題」として施策化し、理念型の政策体系を

編成する。 

 

5．まちづくり指標（ベンチマーキング）の策定 

【現状値】 

生活課題に関連した現状

を表す。既存の統計デー

タや調査票調査で現時点

での数値を洗い出す。 

 【めざそう値】 

5 年後、10 年後のめざす

水準や状況を示す数値を

アンケートにより設定す

る。 

 【役割分担値】 

すべての生活課題につい

て、多様な活動主体がそ

れぞれ役割を担っている

ことを数値で表す。役割

り分担値は調査票調査に

より設定する。 

 

市民のニーズに基づく明確な目標設定 

 

（出所）市民フォーラム 21・NPO センター資料をもとに筆者作成 
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表 4-3 東海市 生活課題マトリクス 

 安心（理念 1 位） 快適（理念 2 位） いきいき（理念 3

位） 

ふれあい（理念 4位） 活力（理念 5 位） 

みんなが安全に不

安なく生活してい

るまち 

さまざまなサービス

が便利に使え、気持

ちよく暮らせる環境

が整っているまち 

一人ひとりが生き

がいを持ち、充実

した日々を送るこ

とができるまち 

世代・立場・地域な

どをこえた交流が

活発で人々が支え

合っているまち 

農業・工業・商業が

盛んで活気のある

まち 

都

市

基

盤 

子ども、高齢者、車

いすの利用者など

が安全に通行でき

る歩道が整備され

ている。 

自動車が使いやすい

道路や駐車場が整備

されている。 

  区画整理や農地整

理が進み土地が有

効利用されてい

る。 

水道やガス、道路

などが地震などの

災害に耐えられ

る。 

公共施設が利用しや

すく配置されてい

る。 

住宅・工業・農業・

商業など目的別に

区分けされた土地

利用が進められて

いる。 

 川や池がきれいで市

民の憩いの場となっ

ている。 

 

 まちに花や緑が豊か

である。 

 

保

健 

・ 

医

療 

・ 

福

祉 

医療機関や福祉施

設が利用しやすい

場所にある。 

保健・医療・福祉の

連携が図られ総合的

なサービスが提供さ

れている。 

高齢者が活躍でき

る場があり生きが

いを感じている。 

障がい者や高齢者

を持つ家族への支

援がされている。 

 

医療サービスが安

心して利用でき

る。 

それぞれの医療機関

が機能的にネットワ

ーク化されている。 

介護・福祉などに

関わる人材が豊富

である。 

障がい者について

の理解を促す教育

が行われている。 

介護などの高齢者

福祉が充実してい

る。 

   

生

活

環

境 

大気汚染、ばいじ

ん、汚臭がなく空

気がきれいであ

る。 

まちや公園にごみが

落ちていない。 

   

下水道が整備され

生活排水が適切に

処理されて川や海

等の水がきれいで

ある。 

ごみの減量化やリサ

イクルが進んでい

る。 

街灯などが整備さ

れており夜間も安

心してまちを歩け

る。 

 

地震などの災害に

備えて救急病院や

避難所、連絡網が

確保されている。 

 

防災情報が十分に

提供されて市民の

防災意識が高い。 

 

生

涯

  青少年が健全に成

長できる環境であ

家庭や学校などで

モラル教育が十分
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学

習 

る。 されている。 

子どもたちにとっ

て学校が楽しく不

登校児童が少な

い。 

学校・家庭・地域が

連携して子どもの

教育を担っている。 

 

産

業 

食品の安全性が高

い。 

 若い世代、女性、障

がい者などを含め

就業の場が豊富で

ある。 

 魅力的な飲食店や

商店がたくさんあ

る。 

  商店街が活性化し

ている。 

  新しい地場産業や

特産物が生み出さ

れている。 

市

民

参

加 

・ 

行

財

政 

市民のプライバシ

ーが守られてい

る。 

税金のむだ遣いがな

い。 

 世代を越えて住民

が交流している。 

 

 それぞれの行政施策

が縦割りではなく連

携して実施されてい

る。 

 

（出所）市民フォーラム 21・NPO センターの資料をもとに筆者作成 

 

4.1.5. まちづくり指標 

市民参画推進委員会は、2002 年 10 月～12 月に 38 の生活課題の達成度を数値で点検す

るための 99 のまちづくり指標を設定した。まちづくり指標の策定は、5 つの分野別部会ご

とに委員とその分野に関係する行政職員が協議を重ねて、次の 3 つのステップの手順で進

められた。ステップ 1 は、生活課題が達成されている状態をさまざまな立場や環境（生活場

面と呼ぶ）から考える作業を行う。ステップ 2 は、それぞれの生活場面からあらゆる指標を

網羅的に考える作業を行い、ステップ 3 で生活課題の達成度をはかる「ものさし」として最

もふさわしい指標を取捨選択する。指標の選定では、客観的な統計的指標（アウトプット指

標）と主観的な市民満足度指標（アウトカム指標）を組み合わせて、生活課題の改善状況を

様々な角度から把握できるように工夫した。チェックポイントとしては、「主観指標と客観

指標のどちらかに偏っていないか」「アウトプットではなくアウトカムをはかる指標になっ

ているか」「生活課題の改善状況をはかる上で、核心をつく指標になっているか」が挙げら

れる。最終的に指標を決定するまでには、指標第 1 次案―1 次案コメント―指標第 2 次案―

2 次案コメントを経て、幹事会検討を実施している（表 4-4 参照）。策定された指標のうち

市民満足度指標（アウトプット指標）については、満 16 歳以上の市民から無作為抽出した

3,500 人を対象に毎年調査票調査を実施して、数値を点検して現状値を把握した（企画政策

課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 7）。これらの作業を経て、99 の

まちづくり指標が設定され、第 5 次東海市総合計画では、この指標を「ものさし」として活

用することで、生活課題の改善状況やまちづくりが市民のニーズに即した方向に進んでい

るかどうかを数値で確認することが可能になった。 
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表 4-4 まちづくり指標 検討シートの一例 

生活課題 3：街灯などが整備されており、夜間も安心してまちを歩ける 

生活場面 指標 1 次案 （中略） 1 次案コメント 委員会検討結果 

車道や歩道に街灯が

設置され、死角がな

く安心して歩ける 

街路灯、防犯灯の

数、又は率 
・・・・ 

・街路灯、防犯灯

の満足度（市に数

値あり） 

・「率」は分母の特

定が困難 

街路灯、防犯灯の満

足度 

設置されている街灯

（明るさ・場所）に

満足している人の割

合 

・・・・   

要望箇所に設置され

た街灯の割合 
・・・・   

道路の明るさランキ

ング 
・・・・   

街灯の保守管理が十

分できている（街路

灯、防犯灯を含む） 

玉切れ等連絡してか

ら修理が完了するま

での時間 

・・・・   

街灯の点灯割合 ・・・・   

夜間の路上犯罪が少

なく、誰でも安心し

て歩くことができる 

夜間に安心して歩け

ると感じる人の割合 
・・・・ 

・夜間も安心して

まちを歩けると感

じる人の割合（数

値なし） 

夜間も安心してまち

を歩けると感じる人

の割合 

ちかんの発生件数 ・・・・  
ちかん・ひったくり

発生件数 

ひったくりの発生件

数 
・・・・   

路上犯罪多発地域で

の新しく設置された

街灯の数 

・・・・   

（出所）企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 7 をもとに筆者作成 

 

市民参画推進委員会は 2003 年 2 月～3 月に各指標について現状値を算出し、3 月～4 月

にめざそう値を設定した。めざそう値は、5 つの政策分野ごとにその分野の活動に関わって

いる関係者・当事者（各分野 20 人、計 100 人）に依頼し、「まちづくり指標」をもとに 5 年

後、10 年後の現実的目標としてどのような数値が適切かを調査票調査によって回答をもら

い、その中央値を「めざそう値」として設定している（後 2005a、pp. 112-113）（玉村 2014、

p. 110）。 

さらに市民参画推進委員会は、めざそう値の設定と同時に、各分野の関係者・当事者への

調査票調査に基づき「役割分担値」を設定した。まちづくりにおいて責任を担うべき必要な

主体として、①個人・家庭、②NPO・市民団体、③コミュニティ・町内会、④企業・農協・

商工会議所、⑤学校、⑥市、⑦県・国、⑧その他の 8 つに分類し、指標の改善に期待される

役割の大きさについて主体ごとに数値化したのである（表 4-5 参照）。それぞれの役割と責
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任を明確にすることで、まちづくりに関わる全ての主体に役割と責任があることを自覚す

るための指標とした。それは、総合計画に基づいた行政の活動だけでは「めざそう値」の達

成はできるものではなく、民間の役割においてや、民間が行政と協働・共創することで改善

できることが多くあるという考えからである（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、

p. 5）。また東海市の生活課題の解決は、8 つの主体の共同作業でなければ達成できないとい

うことが、可視化されることが重要である。指標によって、各主体の責任の度合いが違い、

ある指標では特定の主体の責任が重く、別の指標では違う主体の責任が重いということが

表現されることで、行政がいくら躍起になっても他の主体がそれぞれの役割を果たして協

力していかなければ数値は改善せず、市民も行政に要求するだけでなく、自分たちが能動的

に関わっていくことが必要であることに気づく、という意味においても意義がある。 

 2004 年 3 月、市民参画推進委員会は設定した 38 の重要生活課題とまちづくり指標をま

ちづくりに活用するため、生活課題を改善させるために有効な活動プランや事例等をまと

めた「まちづくりガイドブック」を作成して、後継組織である「まちづくり市民委員会」に

その役割をバトンタッチした（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、 p. 5）（玉村 

2014、p. 114）。 
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表 4-5 役割分担値 キーワード【安心】生活環境分野の生活課題の一例 

キ

｜

ワ

｜

ド 

生活課題 
指標 

（単位） 

現状

値 

（200

2

年） 

5 年

後の

めざ

そう

値 

10

年後

のめ

ざそ

う値 

役割分担値 

① 

個人・ 

家庭 

②NPO・

市民団体 

③コミュニ

ティ・町内

会 

④企業・農

協・商工会

議所 
⑤学校 ⑥市 

⑦県・

国 

⑧その

他 

安

心 

1 

大気汚染、ばいじん、

汚臭がなく空気がき

れいである 

1 
20 歳以上の特定疾病患

者数（人） 
521 500 490 

 

2 
降 下 ば い じ ん の 量

（t/km2・月） 
4.4 4 3.5 

 

3 
大気汚染基準値の達成率

（%） 
73 80 90 

 

2 

下水道が整備され生

活排水が適切に処理

されており皮や海な

どの水がきれいであ

る 

4 

河川の 

BOD濃

度 

・海の

COD濃

度 

河川の BOD

濃度（mg/l） 
14.4 10 7 

 

海の COD濃

度（mg/l） 
3.5 2.8 2.5 

5 下水道普及率（%） 43.8 51 

67.5 

 

3 

街灯などが整備され

ており、夜間も安心

してまちを歩ける 

6 
街路灯・防犯灯の満足度

（%） 
21.4 35.4 

50 

 

7 

夜間も安心してまちを歩

けると感じる人の割合

（%） 

15.1 30 50 

 

8 
ちかん・ひったくり発生

件数（件） 
22 14 10  

（出所）後・上山（2004、p. 78）をもとに筆者作成

 14.95% 15.37% 11.58% 11.16% 16.42% 

2.95% 

10.53% 17.05% 

 
10.44

% 
18.07% 12.25% 10.64% 17.47% 

1.00% 

10.64% 19.48% 

 12.99% 18.11% 11.42% 10.83%

% 
16.93% 

0.98% 

10.04% 18.70% 

 15.21% 16.10% 12.70% 11.27% 15.56% 

0.72% 

11.81% 16.64% 

 13.40% 18.72% 11.06% 10.64% 21.06% 

0.00% 

12.34% 12.77% 

 10.34% 16.09% 10.80% 11.26% 19.31% 

2.53% 

16.32% 13.33% 

 12.96% 12.77% 12.57% 12.19% 14.89% 

7.35% 

15.47% 11.80% 

 16.06% 13.69% 12.41% 14.05% 15.51% 

2.37% 

14.78% 11.13% 
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表 4-6 まちづくり指標算出方法 

 指標 算出方法 

生

活

環

境 

1 降下ばいじんの量 

市内 10 箇所（一番畑保育園、上野中学校、阿知和ビル、文化センター、横須賀中学校の定点測定と養父児童

館、名和保育園、三ツ池保育園、後藤萬仏具店、名和東児童館の移動測定）で、毎月測定した数値の各測定

値 1 年間の平均値の合計／10 箇所 

2 大気汚染基準値の達成率 
大気汚染常時監視測定局（二酸化硫黄 6 局、窒素酸化物 5 局、浮遊粒子状物質 6 局、光化学オキシダント 4

局、一酸化炭素 1 局の合計 22 局）のうち測定項目の環境基準適否の評価で適合した局数／22 局×100 

4 下水道普及率 処理区域内人口（下水道が利用できる区域に住んでいる人の数）／人口×100 

5 

河川の BOD 濃度（大田川大宮橋） 年 4 回の BOD 測定の平均値 

海の COD 濃度（名古屋港海域） 
名古屋港の北部海域で測定した COD 濃度の 1 年間の平均値（県水質調査結果を参照） 

調査ポイント：名古屋港（甲）N-2 地点の経年変化 75％水質値 

6 
道路や公園にごみが目立つと思う人の

割合 
市内の道路や公園に、ごみが目立つと思う人の数／アンケート回答総数×100 

7 公園のごみの回収量 都市公園を管理受託している業者が清掃センターに持ち込んだごみの量（剪定ごみを除く） 

8 市民一人当たりのごみの排出量 1 年間の家庭系ごみ（可燃物+不燃物）の清掃センターへの総搬入量／365 日／人口 

9 市民一人当たりのごみの資源化量 分別収集・資源集団回収で回収した 1 年間の総量／365 日／人口 

10 
再生品やエコマーク商品をなるべく選

ぶ人の割合 
買い物をするとき、再生品やエコマーク商品をなるべく選ぶ人の数／アンケート回答総数×100 

11 ごみのリサイクル率 
分別収集・資源集団回収・資源用袋で回収した 1 年間の総量／（1 年間の家庭系ごみの総搬入量＋分別収集・

資源集団回収・資源用袋で回収した 1 年間の総量）×100 

13 一人当たりの避難所面積 グランドなど広域避難場所として指定されている場所の総面積／人口 

15 
災害時の対処方法、連絡先、連絡方法

を知っている人の割合 
災害時の対処方法、連絡先、連絡方法を知っている人の数／アンケート回答総数×100 

16 
耐震指数 0.3 未満の避難所の割合 耐震指数 0.3 未満の避難所数／24 施設×100 

耐震指数 0.7 以上の避難所の割合 耐震指数 0.7 以上の避難所数／24 施設×100 

17 
災害に対する家庭内での備えが出来て

いる世帯の割合 
家庭での災害に対する備えができていると答えた人の数／アンケート回答総数×100 

18 
災害時の対応について、隣近所で話し

合っている世帯の割合 
家庭での災害時の対応について、隣近所で話し合われていると答えた人の数アンケート回答総数×100 

19 
けが人、病人に応急手当が出きる人の

割合 
けが人や病人に応急手当ができる人の数／アンケート回答総数×100 

20 
ライフラインの耐震補

強率 

電気 マグニチュード 7 程度の地震に耐えられる電柱の数／電柱の総数×100 

ガス 低圧管に係るポリエチレン管の延長／低圧管の延長×100 

水道 （水道施設配水管延長―石綿セメント管延長）／水道施設配水管延長×100 
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橋りょう 緊急輸送道路に架かる 13 橋のうち、必要な落橋防止及び橋脚補強工事が行われた橋の数／13 橋×100 

21 排水区域の整備率 （公共下水道及び都市下水道整備面積＋臨海部処理区域面積）／市面積×100 

22 街路灯・防犯灯の満足度 市内の街路灯や防犯灯の整備状況に満足している人の数／アンケート回答総数×100 

23 
夜間も安心してまちを歩けると感じる

人の割合 
市内で、夜間も安心してまちを歩けると感じる人の数／アンケート回答総数×100 

24 ちかん・ひったくり発生件数 
1 年間で市内でおこった性犯罪（合間、強制わいせつ）、軽犯罪（身体露出、のぞき見、つきまとい等）、迷惑

防止条例違反（婦女からかい行為）、ひったくりの発生件数のうち警察が把握している数 

保

健 

・ 

医

療 

・ 

福

祉 

29 

保健・医療・福祉機関の連携が十分図

られていると感じる各機関の従事者の

割合 

保健・医療・福祉の各機関の連携が十分図られていると感じる従事者（医師、保健師、看護師など）の数／

アンケート回答総数×100 

30 

病気。生涯、痴ほうなどに対する予防

体制が充実していると思っている人の

割合 

市内での病気、生涯、痴ほうなどに対する予防体制が充実していると思う人の数／アンケート回答総数×100 

32 20 歳以上の特定疾病患者数 
愛知県及び東海市が特定疾病（慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ）と認定した 20

歳以上の患者の合計人数 

34 かかりつけ医を持つ市民の割合 かかりつけの医者がいる人の数／アンケート回答総数×100 

35 
医療の質・ミスに不安を感じた人の割

合 

自分や家族がこの 1 年間に受けた医療サービスについて、医療の質やミスに不安を感じたことがある人の数

／アンケート回答総数×100 

36 

市内の医療機関を利用した際に、診察

室などでプライバシーが守られていな

いと感じた人の割合 

過去 1 年間に、市内の医療機関を利用したとき、診察室などでのプライバシーが守られていないと感じたこ

とがある人の数／アンケート回答総数×100 

37 
個人の保険・医療・福祉のデータを相

互に活用している機関の割合 
（検討中） 

38 

紹介・逆紹介患者数

（11・12 月の 2 ヶ月

間） 

紹介患者数 2 ヶ月間に、診療所等から病院（中央病院、小嶋病院、市民病院）に紹介され受信したと回答した患者の総数 

逆紹介患者数 2 ヶ月間に、病因（中央病院、小嶋病院、市民病院）が診療所等に紹介したと回答した患者の総数 

39 
開業医と総合病院の連携が図られてい

ると感じている人の割合 
市内での、開業医と総合病院の連携が図られていると感じる人の数／アンケート回答総数×100 

41 
介護サービスに満足している高齢者の

割合 
介護認定を受けている高齢者で、介護サービスに満足している人の数／アンケート回答総数×100 

42 生きがいを持っている高齢者の割合 65 歳以上の高齢者で、生きがいを感じて生活している人の数／アンケート回答総数×100 

43 
高齢者のボランティア活動・地域活動

への参加率 

65 歳以上の高齢者で、過去 1 年間に、ボランティア活動や地域活動に参加した人の数／アンケート回答総数

×100 

44 
就労したいが働く機会のない高齢者の

割合 

65 歳以上の高齢者で、過去 1 年間に、就労したいが働く機会がなくて困ったことがある人の数／アンケート

回答総数×100 
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45 
居宅生活支援のサービスを受けている

人数（高齢者と障がい者） 
障がい者や高齢者で、過去 1 年間に給食、送迎、介護器具貸与などの居宅生活支援サービスを受けた人の数 

46 

障がい者や高齢者を持つ家族の中で、

身近に相談できる人や機関がある人の

割合 

障がい者や高齢者を持つ家族として、身近に相談できる人や機関がある人の数／アンケート回答総数×100 

47 
障がい者の家族の内、社会参加したい

ができない人の割合 
社会参加したいと思っているが、できないでいる障がい者の家族の数／アンケート回答総数×100 

48 
社会で障がい者が理解されていると思

う人の割合 
社会で障がい者が理解されていると思う人の数／アンケート回答総数×100 

49 

理解されていると感じて

いる障がい者・家族の割

合 

障がい者 社会に理解されていると感じる障がい者の数／アンケート回答総数×100 

家 族 社会に理解されていると感じる障がい者の家族の数／アンケート回答総数×100 

50 
体験学習を通じて、障がい者のことを

理解できたと感じている中学生の割合 

この 1 年で参加した体験学習を通じて、障がい者のことを理解できたと感じた中学生の数／アンケート回答

総数×100 

53 
この 1 年で、自分の周囲に児童虐待が

あると感じた人の割合 
過去 1 年間に、自分の周囲に児童虐待があると感じた人の数／アンケート回答総数×100 

54 乳幼児・児童虐待件数 1 年間に家庭児童相談室が、乳幼児や児童の虐待として把握した件数 

62 
市内でよく利用する病院・医院へ行く

にかかる時間 
市内でよく利用する病院・医院に行くのにかかる時間のアンケートによる平均値 

63 
福祉施設への移動に不便を感じている

人の割合 
市内でよく利用する福祉施設への移動に不便を感じている人の数／アンケート回答総数×100 

64 福祉ボランティアとして携わる人の数 
1 年間に 1 回以上福祉施設（保育園、あすなろ学園、さく更生園、東海の里、市養護老人ホーム）でボランテ

ィア活動をした人の数 

65 
福祉に専門的資格を持って携わる人の

数 

市内で障がい者・高齢者・児童福祉に携わる行政機関、社会福祉法人、社会福祉機関、高齢者福祉機関で働

く人で、保健師、看護師、保育士などの専門的資格を持っている人の数 

生

涯

学

習 

68 
困ったときに学校の先生には相談しに

くいと思う生徒の割合（中学生） 
困ったときに学校の先生には相談しにくいと思う中学生の数／アンケート回答総数×100 

69 不登校児童・生徒の数・割合 

1 年間に連続又は継続して 30 日以上欠席した児童・生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるい

は社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にある児童・生徒（病気や経済的

理由などによる者を除く）の数／児童・生徒の総数×100 

70 
学校が楽しいと感じる児童・生徒の割

合（小学生・中学生） 
学校が楽しいと感じる小学生と中学生の数／アンケート回答総数×100 

71 地域の人で学校教育に関わった人の数 1 年間に、授業での外部講師や部活の指導者などとして、学校教育に関わった地域の人の数 

72 
子どもの教育について学校・家庭・地

域の連携が十分だと思う人の割合 
子どもの教育について、市内での学校・家庭・地域の連携が十分だと思う人の数／アンケート回答総数×100 
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73 
青少年の健全育成のために何か行動し

ている人の割合 
青少年の健全育成のために、何か行動している人の数／アンケート回答総数×100 

74 青少年の犯罪・補導件数 1 年間にしないで検挙・補導された少年の数 

75 
家庭で安らげると感じている青少年の

割合（中学生・高校生） 
家庭で安らげると感じる青少年（中学生と高校生）の数／アンケート回答総数×100 

76 
この 1 年で人に親切にしたことがある

中学生・高校生の割合 
1 年間に、人に親切にしたことがある中学生と高校生の数／アンケート回答総数×100 

77 
この 1 年でルールを守っていない子ど

もに注意をしたことのある人の割合 
1 年間に、ルールを守らない子どもに注意をしたことがある人の数／アンケート回答総数×100 

82 

15 歳～30 歳の若者の中で、伝統文化

を継承しているグループに所属してい

る人の割合 

15 歳～30 歳の若者で、伝統文化を継承しているグループに所属している人の数／15 歳～30 歳人口×100 

産

業 

84 農地の有効利用率 耕地面積／総農地面積×100 

87 
市場占有率が全国 10 位以内の産物の

数 

市内で生産・製造される農業や産業の産物で市場占有率が全国で 10 位以内の数。現状値の 19 品目の内訳

は、粗鋼、特殊鋼、テトロン原料等化学繊維原料（7 品目）、吸湿性樹脂等化学製品（6 品目）、清涼飲料水、

ソース、かつら、フキ 

88 市場占有率が県内 5 位以内の産物の数 
市内で生産・製造される農業や産業の産物で市場占有率が県内で 5 位以内の数。現状値の 23 品目の内訳は全

国 10 位以内の産物及び洋ラン、タマネギ、ミカン、イチジク 

89 地場産業の業種の数 ソース製造業、みそ製造業、漬物製造業、ジャム製造業、えびせんべい製造業 

90 市内産物を使った加工品の数 漬物・佃煮（フキ、カリモリ、ナス、キュウリ、白菜、大根）、ジャム（フキ） 

91 
市内の商店街で主に買い物をする市民

の割合 
主な買い物を、市内の商店街でする人の数／アンケート回答総数×100 

92 
事業所統計の卸・小売業・飲食店・サ

ービス業の店舗数 
市内の卸売・小売業、飲食店、サービス業の店舗の数 

93 
お気に入りの飲食店ベスト 5 の内、東

海市内の店の数 
自分のお気に入りの飲食店ベスト 5 のうち、市内の店の数のアンケートによる平均値 

94 
お気に入りの商店ベスト 5 の内、東海

市内の店の数 
自分のお気に入りの商店ベスト 5 のうち、市内の店の数のアンケートによる平均値 

95 商業統計による売上高 経済産業省が行う統計調査での市内の卸売業・小売業の年間販売額 

97 商工会議所の会員数 年度末の東海商工会議所の会員数 

99 有効求人倍率 ハローワーク半田（半田公共職業安定所）における 1 年間の求職者数に対する求人数の倍率の平均値 

100 希望職種への就職率 
男 就職している人で、希望職種で就職している男性の数／男性のアンケート回答総数×100 

女 就職している人で、希望職種で就職している女性の数／女性のアンケート回答総数×100 

101 従業員数 工業統計調査の工業統計調査産業分類（中分類）に属する、市内の事業所における従業者の数 

102 障がい者雇用補助金の受給者数 1 年間で、障がい者雇用補助金の対象となった障がい者の数 
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103 
食品の安全性を信頼して買い物をして

いる人の割合 
食品の安全性を信頼して買い物をしている人の数／アンケート回答総数×100 

104 低・無農薬農産物 
品目数 低・無農薬農産物と認められる品目の数（現状値算定時点の対象品目はカリフラワーとミニトマト） 

出荷量 低・無農薬農産物と認められる品目の出荷量（現状値算定時点の対象品目はカリフラワーとミニトマト） 

都

市

基

盤 

107 市街化区域内の有効利用率 
都市計画基礎調査の中の土地利用現況調査で（市街化区域面積－田・畑・山林・その他の空地面積）／市街

化区域面積×100 

108 歩道の設置が不十分だと思う人の割合 市内の歩道の設置が不十分だと思う人の数／アンケート回答総数×100 

109 歩道のバリアフリー度 

幅 2.5ｍ以上

の歩道の割合 
幅 2.5m 以上の歩道のある道路延長／幅員 7.0m 以上の道路延長×100 

交差点のフラ

ット化率 
車道と歩道の間に段差がない交差点数／歩道のある道路の交差点数×100 

110 歩行者関連交通事故件数 1 年間に市内で起こった、歩行者と車による交通事故の数 

111 
市内を車で移動するときにスムーズに

できていると思っている人の割合 
市内で自動車を運転するとき、目的地にスムーズに行ける人の数／アンケート回答総数×100 

112 
市内を車で出かけて駐車場に困ったこ

とが多い人の割合 
過去 1 年間に、市内で駐車場がなくて困った人の数／アンケート回答総数×100 

113 
公共施設への移動で困っている人の割

合 
過去 1 年間に、市内の好況施設への移動で困ったことがある人の数／アンケート回答総数×100 

114 家庭で花や木を育てている人の割合 家庭で花や木を育てている人の数／アンケート回答総数×100 

115 一人当たりの公園面積 都市公園面積／人口 

116 一人当たりの緑地面積 東海市緑の基本計画に規定する緑地の面積／人口 

117 
まちの公園・街路樹などに満足してい

る市民の割合 
市内の公園の花や樹木、街路樹に満足している人の数／アンケート回答総数×100 

118 
緑などの自然環境に満足している市民

の割合 
市内の緑などの自然環境に満足している人の数／アンケート回答総数×100 

119 川や池に親しみを持っている人の割合 
市内の川や池に親しみを持っている人の数／アンケート回答総数×100 

 

120 水辺で生息している生物の種類 
大池（大池公園）・土留木川河口では鳥、大田川・横須賀新川では魚、山田池（上野台公園）・大田川では水

生昆虫、名和新池では水生植物を定期的な調査で観察される各生物の種類の数 

122 
目的別に区分けされた土地利用が進め

られていると思う人の割合 
目的別に区分けされた土地利用が進められていると思う人の数／アンケート回答総数×100 

123 まちなみが整っていると思う人の割合 まちなみが整っていると感じている人の数／アンケート回答総数×100 

市

民

参

126 
地域活動・ボランティア活動に参加し

ている 30 代の割合 
地域活動・ボランティア活動に参加している 30 歳代の人の数／アンケート回答総数×100 

130 プライバシー侵害に関して行政に寄せ 1 年間に、市に寄せられたプライバシー侵害に関する苦情の件数 
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加 

・ 

行

財

政 

られた苦情の件数 

131 
プライバシーの侵害を受けたと感じた

人の割合 
過去 1 年間に、学校・職場・地域などで、プライバシーの侵害を感じた人の数／アンケート回答総数×100 

135 
税金が有効に使われていると思う人の

割合 
市で税金が有効に使われていると思う人の数／アンケート回答総数×100 

136 民間への委託 
事業数 一般会計当初予算の委託料（13 節）の委託事業数 

金 額 一般会計当初予算の委託料（13 節）の委託予定事業に対する金額 

137 経常収支比率 経常経費充当一般財源の額／（経常一般財源の額＋減税補てん債＋臨時財政対策債）×100 

140 
市内でワンストップサービスが受けら

れる場所の数 

市内で市民が、様々な行政手続きを 1 回または 1 箇所で済ませることができる場所の数（現状値は、北出張

所＜しあわせ村＞、南出張所＜文化センター＞の 2 箇所 

141 
この 1 年で縦割り行政の不都合を感じ

たことのある市民の割合 
過去 1 年間に、縦割り行政の不都合を感じたことがある人の数／アンケート回答総数×100 

142 
この 1 年で縦割り行政の弊害を感じた

ことのある市職員の割合 
過去 1 年間に、縦割り行政の弊害を感じたことがある市職員の数／アンケート回答総数×100 

（注）総合計画の成果指標は 142 あり、そのうち 99 が「まちづくり指標」である。指標番号が連番でないのはそのためである。 

（出所）第 5 次東海市総合計画参考資料をもとに筆者作成 
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4.2. 第 5 次東海市総合計画の策定過程 

4.2.1. 策定過程67 

 第 5 次東海市総合計画は、2002 年～2003 年に策定された（策定までのスケジュールは

表 4-7 参照）。これは、第 4 次総合計画（1997-2006）策定時の予測を大きく超えて社会情

勢が変化し、市民生活に直接影響を及ぼす重要な課題が顕在化してきたことと、まちづくり

への市民の参加意識が高まってきたことから 2 年前倒ししたものである（企画政策課資料

―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 10）（G2）。 

第 5 次東海市総合計画策定に関する基本事項の調査検討をするために、「東海市総合計画

策定会議規定」に基づき東海市総合計画策定会議（以下、策定会議）が設置された。策定会

議の委員長は助役が務め、副委員長は収入役が就任した。委員は各部門の部長・次長級の職

員 28 人（旧委員 5 名含む）が任命された。また策定部会相互の連絡調整を図るため、策定

幹事会が設置され、会長はフレーム部会長、副会長を市民参加・行財政部会長が選出された。  

委員は生活環境・産業、保健・医療・福祉、生涯学習、都市基盤の 4 つの部会長、副部会

長と市民参加・行財政の副部会長、フレーム副部会長で組織された。また策定会議の補助を

目的として、6 つの策定部会を設置した。各部会長は、生活環境・産業部会が環境経済部次

長、保健・医療・福祉部会が市民福祉部次長、生涯学習部会が教育委員会次長、都市基盤部

会が都市建設部次長、市民参加・行財政部会が総務部次長、フレーム部会には企画部次長が

市長より任命された。正副部会長は、担当分野の次長職、課長職としたが、部会員は公募に

よった。部会員の 1 割程度が立候補したが、それ以外の部会員は、次長の責任で課長と相談

のうえ決定した。各部会の委員数は、第 4 次総合計画の前例や、課・係の数を考慮して企画

政策課が配分数を例示した（G3）。 

 部会の作業内容は、施策・単位施策の検討として、市民施策以外の行政の責任で必要とす

る施策の検討、施策を構成する「単位施策」の検討と設定、施策、単位施策の進行管理に必

要な指標の検討と設定、生活課題からの施策化の名称検討と設定、行政指標の現状値の把握、

めざそう値の設定である（G3）。 

また文章の作成や事務事業の配置などによる体系化の作業は、各章ごとに担当する分野

別の 5 部会と、序章と基本構想部分を担当するフレーム部会の計 6 部会がおこなった。フ

レーム部会は、土地利用構想図、人口推計、テーマの検討と設定の文章化を担当し、分野別

部会は、現状と課題、基本方針、字句の解説などの文章の検討と、総合計画に載せる図表、

写真の検討、成果指標算出方法の設定と、これらの文章の校正作業をおこなった（G3）。 

 総合計画策定には約 1 割の職員が参加し、策定過程において、中堅・若手職員が施策や事

務事業の内容の把握や文章化作業を通じて、先輩・上司とのコミュニケーションをとること

が期待された。実際は、部会長（次長）が策定幹事会で部会間の調整をして、部会内の運営

をおこなった（G3）。 

また、総合計画に関して必要な調査及び審議を行うために、「東海市総合計画審議会条例」

 
67 この節は、第 5 次東海市総合計画巻末の参考資料を参考にした。 
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に基づき東海市総合計画審議会（以下、審議会）を設置した。委員は学識経験者、福祉関係・

教育関係・農業者・商工業者・勤労者・青年・女性の各団体の代表者、町内会、自治会等の

代表者、市議会の議員、市教育委員会・市農業委員会の委員、市内在住者、市の職員が委嘱

され、会長は日本福祉大学知多半島総合研究所所長が選出された。また審議会では、生活環

境、産業、都市基盤に関する基本計画について審議する第 1 部会と、保健・医療・福祉、生

涯学習、市民参加・行財政に関する基本計画について審議する第 2 部会を設置し、第 1 部

会長は東海商工会議所副会頭、第 2 部会長は市教育委員会の委員が会長より指名された。 

審議会の活動については、全体会が 2003 年 7 月 3 日に第 1 回、2003 年 7 月 26 日に第 2

回、2003 年 10 月 28 日に第 3 回が開催された。審議内容は、第 1 回が委員委嘱、諮問、計

画案の概要説明、部会編成について、第 2 回が基本構想・基本計画の審議、第 3 回が修正

案・答申案の調整、答申について審議された。部会の活動については、第 1 部会が 2003 年

8 月 13 日に第 1 回、2003 年 8 月 28 日に第 2 回、2003 年 9 月 30 日に第 3 回が開催され

た。第 2 部会については、2003 年 8 月 11 日に第 1 回、2003 年 9 月 3 日に第 2 回、2003

年 10 月 2 日に第 3 回が開催された。各部会では基本計画の審議、部会とりまとめ等につい

て審議された。 
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表 4-7 総合計画策定の経過 

  市民参画推進委

員会 
庁内体制 総合計画審議会 市議会 その他 

平

成

14

年 

1 月      

2 月 設 置     

3 月      

4 月      

5 月 キーワード・ 

生活課題作成 

 

 

 

 

 

設 定 

策定会議・策定 

部会設置 
   

6 月     

7 月 第 4 次総合計画フォ

ローアップ・人口フ

レーム・土地利用フ

レーム調査 

   

8 月   アンケート調

査（キーワード・

生活課題の重要

度） 
9 月  

基本構想・基本計

画の作成 

  

10 月     

11 月     

12 月 まちづくり指標

の設定 
   

平

成

15

年 

1 月     

2 月    アンケート調

査（まちづくり

指標、現状値） 3 月 現状値・めざそ

う値・役割分担

値の設定 

  

4 月 財政フレ 

ーム調査 

 

設 定 

   

5 月     

6 月   全員協議会骨子

（案）の報告 
 

7 月   諮問・審議 

 

 

答 申 

  

8 月     

9 月   全員協議会計画

素案の報告 
 

10 月     

11 月      

12 月    定例会  

基本構想の議決 
 

（出所）第 5 次東海市総合計画参考資料、p. 202 をもとに筆者作成 

 

4.2.2. 政策マーケティングの活用 

 第 5 次東海市総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の基本体系になっている。

このうち「基本構想」と「基本計画」は 2004 度から 2013 年度の 10 年を期間としている。

「基本構想」は、まちづくりの目標となる東海市の将来像として「元気あふれる 快適都市」

というテーマを掲げ、「共に創る 安心 快適 いきいき都市」をキャッチフレーズに協働
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と共創の考えを大切にしたまちづくりという方向性を明確にしている。この将来像を実現

する 5 つの理念として採用されたのが、政策マーケティングを経て決定された 5 つの基本

理念（キーワード）「安心」「快適」「いきいき」「ふれあい」「活力」である。また基本理念

（キーワード）と基本構想のキャッチフレーズとの関係については、2002 年 8 月の第 5 次

東海市総合計画策定幹事会（以下、策定幹事会）において、そのままの言葉でなくてもキー

ワードを採用せざるを得ないという見解が示され、政策マーケティングの調査票調査結果

の上位 3 位「安心」「快適」「いきいき」を採用することになった（児山 2008、p. 55）。 

 次に生活課題を総合計画の施策にどのように反映させるかについては、2002 年 12 月の

策定幹事会において、市民参画推進委員会会長（以下、会長）より、38 の生活課題を必要

に応じて修正して施策にするとともに、5 つのキーワードからトップダウンで考えて、必要

な施策を新たに取り上げるという方法が説明された（児山 2008、pp. 55-56）。こうして基

本計画における政策体系の施策に反映されたのが、政策マーケティングの結果設定された

38 の重要生活課題に対応した 39 の市民施策と、市長の政治理念や行政側で必要とされた

14 施策を加えた 53 施策である。体系図は理念別と分野別に構成されており、市民施策は青

字、行政側の施策は黒字で表されている（第 5 次東海市総合計画、pp. 30-31、pp. 42-43）。 

 

4.2.3. まちづくり指標の活用 

 基本計画の成果指標として、市民参画推進委員会で策定された 99 のまちづくり指標と、

行政施策の追加に合わせて 43 の指標を足した合計 142 の指標が設定されている。99 のま

ちづくり指標については、市民参画推進委員会で策定された 5 年後、10 年後のめざそう値

と役割分担値が記載されている（4.1.5. 参照）。まちづくり指標の活用方針はどのように決

定したのか、その経緯については児山（2008）の会議議事録の検証をもとに整理する68。 

第 5 次東海市総合計画の策定は、初期の段階から市民参画推進委員会の活動と連携して

進められた。2002 年 2 月第 1 回市民参画推進委員会全体会（以下、全体会）で、行政側よ

り 2002 年～2003 年に総合計画の全体を見直すことが発表された（C1）。これに対し会長よ

り、総合計画策定と市民参画推進委員会での議論が並行するため、総合計画の 5 年後・10

年後の目標とまちづくり指標の 5 年後・10 年後のめざそう値が違っていたらおかしい。内

容的にうまく結びつける必要があるという主旨の発言があった。また、4 月の全大会・幹事

会においても、まちづくり指標と総合計画が矛盾するものであってはならず、繋がることが

自然であるという主旨の発言が再度会長よりあったという。またこのとき助役からは、市民

参画推進委員会の提言を総合計画に盛り込みたいという意向が示されている（児山 2008、

p. 55）。 

 一方第 5 次東海市総合計画策定会議（以下、策定会議）においても、2002 年 5 月の第 1

回会合の場で、市民参画推進委員会がまちづくり指標の策定を通じて市民の意思を総合計

 
68 活用方針についての経緯は児山（2008）の検証をもとに、インタビュー・データで確認した。 
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画に反映させる役割を担っているとの説明があり、策定会議は市民参画推進委員会の部会 

と連携していくことが共有されたという（児山 2008、p. 55）。また同月の第 1 回策定幹事

会では、目標値の設定によって方向性が全く変わることがあるため、目標値を早く決めて欲

しいという主旨の意見があったが、事務局（市民参画推進室）より、市民参画推進委員会で

2003 年 1 月～2 月に目標値を設定するスケジュールにしているとの説明があった。ある幹

事からは、市民がつくる目標値に行政が合わせていく形なら、市民の意見の方向性が見えな

ければ動きようがないとの発言があり、市民参画推進委員会の進捗状況を見守る姿勢がみ

られたという。そしてこのような策定会議と市民参画推進委員会との連携は最後まで維持

され、市民参画推進委員会との調整がとれているかどうかを確認する発言が策定会議や策

定幹事会の場で何度もあったとのことである（児山 2008、p. 55）。 

 まちづくり指標の 5 年後・10 年後のめざそう値と役割分担値は、基本計画にそのまま記

載されている。しかしめざそう値（目標値）については、当初策定会議・策定幹事会で、財

政的な制約により達成困難なものがあり、修正が必要だという意見が相次いだという（児山 

2008、p. 56）。市の職員からは、市民の要望を 100％受けることは財政面から再検討される

べきであり、市として責任ある目標値を設定しなくてはならないといった意見や、市民参画

推進委員会は決定機関ではなく、行政が策定する計画に対して助言をもらうということで、

その意見は参考に留めるべきといった主旨の意見があった（児山 2008、p. 56）。また財政

難の状況で数値を上げることは困難であり、目標値の見直しが必要だという意見や、都市基

盤の分野は過去 10 年間バブル期だったため、この現状値を基にめざそう値を考えるのは危

険である。市民参画推進委員会に東海市の現状をフィードバックする必要があるとの意見

もあった（児山 2008、p. 56） 

 こうした意見に対し事務局（市民参画推進室）は、財政難が数値に影響するものばかりで

はなく、すべてのめざそう値が達成困難だとは考えていない。また、まちづくり指標に行政

が全責任を負う必要はないと説明し、最終的にめざそう値はそのまま基本計画に記載され

ることとなった（児山 2008、p. 56）。しかし、基本計画にめざそう値を記載することに対

して不安視する意見は、2003 年 10 月最後の策定会議でも相次いだ（児山 2008、p. 56）。

今後のめざそう値の取り扱いはどのように行っていくのかといった意見や、成果指標を市

民に公表してもよいのか、達成できなくても構わないという認識でよいのかといった意見

などが各部長から出された（児山 2008、p. 56）。これらに対し事務局（市民参画推進室）

からは、めざそう値は努力目標として管理していく。最大限努力した結果、最終的に達成で

きない場合はやむを得ないと思うとの回答があった（児山 2008、p. 56）。役割分担値につ

いては、市民参画推進委員と市の担当職員で策定したものに信憑性があるのかといった意

見や、数値が分かりづらいという意見があった。その一方で、市民がやるべきことを市民自

身が考える契機となるという主旨の意見や、達成度が低かった場合に、行政だけを責めるこ

とを回避することにもなるので記載することは良いという意見もあり、結局 99 のまちづく

り指標について、役割分担値が記載されることになった（児山 2008、p. 56）。 
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第 5 章 第 5 次東海市総合計画運用のしくみ ―ロジック・モデルの活用― 

 

5.1. 第 5 次東海市総合計画の進捗管理 

5.1.1. 東海市施策評価システムの活用 

 東海市では、総合計画のめざす都市像を施策体系で可視化し、市民のニーズに応答的で成

果志向型の行政経営を行うために PDCA のマネジメント・サイクルの中で進捗管理を行う

「東海市施策評価システム」を構築した。施策評価システムは、総合計画の体系に基づき「施

策」「単位施策」「事務事業」の 3 階層による評価で構成している（図 5-1 参照）。単位施策

については、単位施策評価表を活用し、毎年 4 月～6 月に前年度の成果指標の現状値を把握

したうえで増減の原因を分析、評価して次年度の方向性を検討する。単位施策評価表には、

単位施策の対象・意図・成果指標とその数値、主な事業、上位の施策への貢献度、成果の向

上の余地、改善の方向性などを記入する（児山 2013b、p. 54）。単位施策の成果に影響を及

ぼす個々の事務事業については、事業マネジメントシートを活用し、前年度の活動状況、事

業コスト、成果について把握するとともに、単位施策の目標達成に向けた次年度の方向性を

検討している。施策については、施策を構成する単位施策の評価結果などから、施策の目標

達成に向けた進捗状況を評価して、施策（まちづくり）達成度報告として公表する（第 5 次

東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書 平成 23 年度版、p. 4）。 

 

図 5-1 東海市施策評価システム 

 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 4 より筆者作成 

 

施策評価 

施策ごとに目標に対する評価と達成度を報告 

[施策達成度報告書] 

単位施策 

単位施策の達成度を成果指標で把握し、原因

を分析・評価して今後の方向性を検討 

[単位施策評価表] 

事業管理 

事務事業の活動内容や成果を担当者の視点で

把握し、単位施策の達成度から事業の改善案

を検討 [事業マネジメントシート] 
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5.1.2. まちづくり市民委員会 

市民参画推進委員会（4.1.3.参照）では、まちづくり指標（4.1.5.参照）の新しい数値が確

定した時点で、数値の趨勢について行政と市民で毎年定期的に議論する場を設けることが

提案された（児山 2008、p. 59）（G1）。その市民側の参加者として、2004 年度以降の後継

組織が将来的に市民主体の活動、すなわち NPO 法人になることも視野に入れて検討された

（児山 2008、p. 60）（C1）。 

第 5次東海市総合計画は、市政運営の基本として開かれた市政と市民参画の推進を掲げ、

行政と市民の双方で、定期的に施策の達成状況を「まちづくり指標」によって評価し、協働

型の進行管理を行うことを明記している（第 5 次東海市総合計画、p. 29）。2004 年 6 月市

民側の進行管理を行う組織として、市民参画推進委員会の後継組織である「まちづくり市民

員会」が発足した。まちづくり市民委員会は、東海市の要綱に基づいて設置され、事務局は

市の企画政策課が担当した。委員は任期を 2 年とし、市長からの委嘱という形態がとられ

た。発足当初は公募 38 人、推薦 12 人の計 50 人だったが、2 期目の 2006 年度からはすべ

て公募とし、定数をなくした。まちづくり市民委員会の運営経費は市が負担し、委員活動は

無償であり活動の対価は支給しないとした（G2）（玉村 2014、p. 114）。2006 年 4 月企画

政策課が担当していた事務局を独立させ、市民自らが担うかたちで市民活動センターの中

に設置した。また会長の指名により、まちづくり市民委員のなかから事務局長と事務局次長

が選出され、市の負担により給与が支給された（児山 2008、p. 61）（C5）。 

 

表 5-2 まちづくり市民委員会（規約より抜粋） 

（目的） 第 3 条 市民委員会は、市民と市との協働・共創によるまちづくりを進め、まちづ

くり指標を活用し、住みつづけたい東海市をめざすことを目的とする。 

（事業） 第 4 条 市民委員会は、次に掲げる事業を行う。 

  （1） まちづくりの進み具合を確認し、および評価すること。 

  （2） まちづくりに関する提言及び提案を行うこと。 

  （3） 市民活動の推進に関する啓発を行うこと。 

  （4） その他協働と共創によるまちづくりの推進に必要な事項を調査

等すること。 

（委員） 第 5 条 委員は、市内に住所を有し、協働と共創のまちづくりに熱意を持つ 18 歳

以上の者のうちから、市長が委嘱する。 

 2 委員は市が毎年公募し、その任期はそれぞれ公募した年の 4 月 1 日から

始まる 2 年間をする。ただし、再任は妨げない。 

 3 委員活動は無償とし、活動に対する対価は支給しない。 

（出所）筆者作成 
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 まちづくり市民委員会は、総会、全体会、役員会、幹事会、部会（生活環境、保険・医療・

福祉、生涯学習、産業、都市基盤、市民参加・行財政）、プロジェクトチーム（大会運営、

ガイドブック）の会議を開催し、市との連携を図るため幹事会、部会には市職員も出席した。

各部会については、主に 19 時以降の夜間の時間帯に市内の公共施設などで開催され、部会

の開催回数などは各部会により違いはあるが、概ね年 20 回程度開催された。それぞれの会

議には、まちづくり市民委員会の役員や事務局、行政側から企画政策課の担当職員や事業等

を所轄している担当課職員も各部会からの要請があれば出席し、市民と市職員間の議論の

場が設けられた（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 14）。 

 

 

まちづくり市民委員会の組織図 

 
部会【最高議決機関】 

全委員 
 

  

 

  

幹事会【意思決定機関】 

会長・副会長 

各部会長・副部会長 

事務局長・事務局次長 

 役員会【執行機関】 

会長・副会長 

事務局長・事務局次長 
 

  

  事務局【運営機関】 

事務局長 

事務局次長 

 

 

 部会【活動機関】 

 
     

 

〔生活環境〕 

 

委員 

 

活動協力者 

 〔健康・医

療・福祉〕 
 

委員 
 

活動協力者 

 〔生涯学習〕 

 

委員 

 

活動協力者 

 〔産業〕 

 

委員 

 

活動協力者 

 〔都市基盤〕 

 

委員 

 

活動協力者 

 〔市民参加・

行財政〕 
 

委員 
 

活動協力者 

     

 

（出所）東海市企画政策課資料および玉村（2014、p. 117）をもとに筆者作成 
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表 5-4 まちづくり市民委員会活動実績（2012 年度） 

総会  1 回（4 月） 

大会  3 回（評価の大会：7 月、提案の大会 10 月、確認の大会：3 月） 

役員会 14 回（原則 毎月 1 回） 

幹事会 14 回（原則 毎月 1 回役員会前に開催） 

部会  116 回 

研修会 14 回（6 月～9 月） 

（出所）玉村（2014、p.116）をもとに筆者作成 

 

 まちづくり市民委員会の役割は、市民参画推進委員会で策定したまちづくり指標を活用

した「協働・共創によるまちづくりの推進」であり、まちづくり市民委員会の各部会では、

1．まちづくり指標の現状値の把握、2．指標の改善状況の評価、3．改善に効果的な事業の

見直しや新規事業の提案、4．提案した事業が予算や実施計画にどう反映されているかの確

認を、まちづくり大会（5.1.3.参照）を通して行った。また、毎年 38 の重要生活課題とまち

づくり指標の現状値の推移を分析し、「まちづくりガイドブック」を作成してまちづくりを

支援した（企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり、p. 12）（東海市ま

ちづくり市民委員会活動のまとめ、pp. 5-6）。 

 2004 年～2012 年度のまちづくり市民委員会の主な提案事業は、生活環境部会では、基本

理念「安心」について市民生活における防犯や防災をテーマにした改善事業を提案し、基本

理念「快適」では、環境問題のうち生活ごみに関する改善事業を提案した（表 5-10、1．生

活環境部会参照）。保健・医療・福祉部会では、基本理念「安心」について、介護・医療サ

ービスに関する改善事業を提案し、基本理念「快適」については、病気の予防の観点から改

善事業を提案した。また基本理念「いきいき」、「ふれあい」では、高齢者、障がい者への支

援の観点から提案を行った（表 5-10、 2．保険・医療・福祉部会参照）。生涯学習部会では、

基本理念「いきいき」、「ふれあい」について、生活課題 27「子どもたちにとって学校が楽

しく、不登校児童が少ない」や生活課題 32「学校・家庭・地域が連携して、子どもの教育

を担っている」に関して、地域と学校という関係に着目し、学校教育への地域の支援に関す

る新たな提案を行った（表 5-10、3．生涯学習部会参照）。産業部会では、基本理念「安心」

について、食の安全に関する新たな事業提案を行い、基本理念「活力」については、生活課

題 36「新しい地場産業や特産物が生み出されている」に関して、2004 年、2005 年、2007

年、2008 年に地産地消をテーマとして、東海市の都市近郊型農業についての新たな事業提

案を行った。また、観光協会や商工会議所との連携を図り、地場産業や東海市内の商店の活

性化を促進する事業提案を行った（表 5-10、4．産業部会参照）。都市基盤部会では、基本

理念「安心」について、生活課題 11「子ども、高齢者、車いすの利用者などが、安全に通

行できる歩道が整備されている」に関する事業として、市民と行政が一体となった歩道の整

備を目的に、ワークショップ方式で整備計画などを取りまとめる事業を提案した。この事業
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は各コミュニティで実行に移され成果を上げている。また基本理念「安心」について、生活

課題 12「水道やガス、道路などが地震などの災害に耐えられる」に関しては、東海市内の

ライフラインを点検して、耐震・防災への取り組みの強化を提言した（表 5-10、5．都市基

盤部会参照）。市民参加・行財政部会では、基本理念「ふれあい」について、コミュニティ

活動の課題を取り上げ、地域とコミュニティ活動の在り方を問う提案を行った。特に生活課

題 33「世代を越えて住民が交流している」に関する事業を、2004 年、2005 年、2007 年、

2009 年以降は毎年提案した（表 5-10、6．市民参加・行財政部会参照）。全体を通して地域・

コミュニティのエンパワーメントに繋がる事業提案が多いことから、地域の再生や地域力

の強化が、今後のまちづくりを進める上での重要な課題であることが示唆された。 

  

5.1.3. まちづくり大会 

 市民参画推進委員会では、2004 年度から行政と市民の議論の場を本格的に開始するため

のキックオフ大会が提案された（児山 2008、p. 60）。キックオフ大会は、まちづくり指標

を市政運営の重要な指標にすることを市長が正式に表明し、行政の各部局や職員にまちづ

くり指標を浸透させることを目的としていた（児山 2008、p.60）。そして 2003 年 10 月に

「まちづくり大会キックオフ大会」が開催され、まちづくり指標の活用方法に関する意見発

表会や、分野別意見交換会などが行われた。参加者は、市民参画推進委員 35 人、職員 50

人、一般・その他 165 人であった（児山 2008、p. 60）。 

 まちづくり市民委員会と行政の協働のサイクルは、毎年 1 月末から 2 月に実施する 16 歳

以上の市民 3,500 人を対象とした調査票調査（以下、まちづくりアンケート）と 2 月～3 月

に市職員を対象に庁舎内で調査票調査を実施することから始まる69（G3）（図 5-5 参照）。ま

ちづくりアンケートの結果から得られた指標の推移をもとに、まちづくり市民委員会と行

政が生活課題の進捗状況を確認し、現状をそれぞれ評価する。そしてまちづくり市民委員会

では、評価結果を踏まえて、生活課題を改善するための新たな事業等を市民の視点で検討す

る。検討した事業を行政に提案し、行政側でそれを受け止めて事業化するかどうかを検討し

て市民に返答する、という流れである（G1、G2）。このサイクルの節目に、「まちづくり大

会」という一般公開の議論の場がまちづくり市民委員会と行政の共催により設けられた。 

まちづくり大会は、原則として年 3 回開催された70。6 月～7 月にまちづくり指標の数値

の推移から生活課題の改善状況を確認し、まちづくりの進捗状況を評価する「評価の大会」、

9～10 月に生活課題の改善に効果のある新たな事業などを市民が提案する「提案の大会」、

そして 3 月に市民が提案した事業などが、まちづくりにどのように反映されたかを確認す

 
69 市民を対象とした「まちづくりアンケート」の回収率が 53％なのに対し、職員への調査票調査の回収率が 47％の

ときもあり、企画政策課が自主的に各課に回収に向かうこともあった（G3）。 
70 2004 年度の「評価の大会」は、まちづくり市民委員会が 6月に発足したばかりであることから、その活動期間を

保証するために 8 月に延期された。また同年度の「確認の大会」は、4 月に市長選挙を控えていたことから本格的な予

算編成が行われなかったため、2005 年 6 月に開催された（後 2005b、pp. 100-101）。2007 年度の「評価の大会」は

開催されなかった。その理由は前年度に評価作業を続ける中で提案の方向まで検討するようになっていたため、評価の

大会を開催せず、提案の大会に向けての作業に入ったためだとされる（児山 2008、p. 74、注（6））。 
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る「確認の大会」である。大会には、まちづくり市民委員が 30～40 人、市職員 70～110 人、

一般市民等71が 30～80 人程度が出席している（児山 2008、p. 61）（玉村 2014、p. 118）。 

評価の大会では、市長による現状の報告として、まちづくり指標の数値が改善／悪化した

ものの比率などが簡潔に紹介され、まちづくり市民委員会と行政の双方から、指標の数値の

推移から、改善／悪化の評価や原因の分析を通じて今後の課題や方策などを記載した評価

書72が提出された。これらの評価書をもとに、全大会や分科会で、まちづくり市民委員、市

職員、一般市民等の間で意見交換が行われた（児山 2008、p. 61）（東海市まちづくり市民

委員会活動のまとめ、p. 6）。 

 提案の大会では、まちづくり市民委員会から、提案事業の内容や効果を記載した提案書が

提出され、各部会が発表した。提案書は経年的統計データを主な根拠に、ロジック・モデル

を用いてその提案事業が最終成果にどう繋がるのかを整理して発表を行った。2006 年度と

2007 年度の提案書には、提案事務事業―活動―直接の結果―短期成果―中期成果―長期成

果―最終成果の関係を示したロジック・モデルが掲載された（児山 2008、p. 62）。 

 確認の大会では、提案の大会で発表されたまちづくり市民委員会の提案事業について、行

政からどのように対応するか（予算への反映等）や他団体への働きかけなどを記載した確認

書が提出された（児山 2008、p. 62）。市民側からの提案事業に対して行政側の考え方とし

ては、生活課題の改善に向けて貢献性があるか否かを検討し、貢献性がある場合は税金を投

入しても問題がないかどうか、問題が無い場合は予算をつけて実施が可能かどうか、他に類

似する事業がないかどうかの観点から採用／不採用を判断するとしている（玉村 2014、p. 

120）（G2）。 

 年 3 回のまちづくり大会を継続して実施していく過程で、まちづくり大会の場だけでな

く、その前後の部会においてもまちづくり市民委員と市職員の意見交換が積極的に行われ

ており、市民と行政がまちづくりについて建設的に議論できる場が形成された（玉村 2014、

p. 121）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 一般市民等には、議員 8～16人（2006 年度以降、それ以前は不明）、市外からの傍聴者 50人程度（2007 年度、そ

れ以前は不明）を含む（児山 2008、p. 74 注（7））。 

72 まちづくり市民委員会からは、『まちづくりの進み具合の確認表』、行政からは『施策の進み具合一覧表』が提出さ

れる。 
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図 5-5 まちづくり市民委員会と行政の活動サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉村（2014、p. 122）をもとに筆者作成 

 

5.1.4. ロジック・モデルの活用 

 第 5 次東海市総合計画策定時には、成果目標（重要生活課題）の設定が重要視され、進捗

状況（達成度）を確認するためのまちづくり指標は策定したが、実施事業が生活課題・施策

にとって有効かどうかの精査は不十分であった（後 2005c、p. 98）。そのため総合計画策定

後、まちづくり市民委員会と行政がまちづくり大会という議論の場を定期的に開催するこ

とで、評価―改善―企画立案―実施の協働型のマネジメント・サイクルを確立し、実施事業

が生活課題・施策に対して有効かどうか、有効でない場合はどのような事業が有効なのかを

検証するためツールの必要性が浮き彫りになった。そのため、生活課題と事業の間の因果関

係を 1 枚の図で表し、事業の有効性を確認するために行政と市民の「コミュニケーション・

ツール」として活用したのが、ロジック・モデルである（図 5-6、5-7 参照）。 

自治体でのロジック・モデルの活用は近年急激に増加しているものの、その実態は行政評

価システムの構築、すなわち事務事業の成果を評価するための指標づくりに活用したもの

や、事務事業そのものの妥当性を検証することを目的としたものがほとんどである73。これ

 
73 例えば加古川市は、事務事業評価の評価シートの作成にあたり、適切なアウトカム指標を考案するための手法とし

てロジック・モデルを活用している（村岡 2002）。また豊中市は、政策・施策評価段階での指標の設定過程でロジッ

ク・モデルを活用している（佐藤 2003a）。2014年に制定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を受けて、「地

方版総合戦略」の効果検証手法として、目標体系のフレームワークをロジック・モデルで整理している氷見市などの自
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らは、ロジック・モデルの「科学的・論理的分析ツール」としての側面に注目した活用事例

といえるだろう。これに対してロジック・モデルの「参加型の合意形成のツール」としての

特徴に着目した事例は少なく、これらは計画策定段階での市民参加を実現するためにロジ

ック・モデルを活用している74。さらにロジック・モデルの「科学的・論理的分析ツール」

と「参加型の合意形成のツール」という 2 つの特徴を活かしてマネジメント・ツールとして

総合計画に活用している事例は、本稿で取り上げた東海市のようにごく僅かである75。 

 

図 5-6 東海市の協働型マネジメント・サイクルとロジック・モデルの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 次東海市総合計画で活用されているロジック・モデルは、東海市より委託を受けた

特定非営利活動法人市民フォーラム 21・NPO センターが開発したツリー型ロジック・モデ

ルである。このツリー型ロジック・モデルの特徴は、従来のロジック・モデルの作成手順の

ように、資源→活動→アウトプット→アウトカム→インパクトと左から右へ向かって組み

立てていくのではなく、一番始めに成果目標（重要生活課題）として、目標が達成された社

会の状態をイメージし、そこに到達するためにはその一歩手前にどのような環境になって

 
治体がある（玉村・宮本・長瀬 2015）。 

74 秋田県（NPO 法人秋田市民政策支援ネットワーク［編］（2010）『平成 22 年度秋田県外部評価報告書（多様な主体

の協働による地域活力の創造）』）や島根県大田市稲用地区（島根県農業会議［編］（2006）『取り組もう「ロジックモ

デル」』）など。 

75 東海市を参考にして、総合計画策定段階からロジック・モデル活用した愛西市、一宮市などがある。詳細は児山

（2009a、2009b、2013a、2013b） 参照。 
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いるべきかを具体的に設定（長期成果の設定）することから始めることにある。この「終わ

りから始める」というのは、期限を明確にした成果目標を設定することが出発点だというこ

とを強調している（後 2013、p. 38）。まず成果目標のビジョンを明確にしたうえで、一番

右（または最上位）に置く。左端（または一番下）にそのビジョンを実現するための事業（活

動）を配置する。ビジョン達成のための長期成果→長期戦略→中期成果まで遡り、シート上

では右から左へ（あるいは上から下へ）組み立てていく。今度は事業から直接の結果→短期

成果→中期成果と因果関係を繋ぎ中期成果と結合させる。こうして「この事業は、このよう

な経路をたどってビジョンの実現に貢献する（有効性をもつ）」というストーリーを可視化

するのである76。 

一例として「大気汚染、降下ばいじんがなく空気がきれいである」という重要生活課題に

関する生活環境課のロジック・モデルを示した（図 5-7 参照）。重要生活課題は、PCM にお

ける「上位目標」にあたる。東海市のロジック・モデルは、重要生活課題―長期成果―中期

成果―短期成果―直接の結果―事業というロジックを「複線型」で構築している。短期～長

期成果はアウトカムとよばれ、これは PCM では成果～プロジェクト目標に相当し、事業が

PCM の活動にあたる。このロジック・モデルによって、重要生活課題のためにどの事業の

ロジック（論理的必然性）が強く、どの事業が弱いかということが判別できる。重要生活課

題に対応する 53 施策に紐付けされた単位施策には、合計 142 の成果指標が設定され、達成

度が数値で示されている。この 142 の成果指標には、市民参画推進委員会が重要生活課題

の進み具合を測るために設定した 99のまちづくり指標が含まれている。まちづくり指標は、

調査票調査による主観指標と、データによる客観指標を 2、3 織り交ぜて重要生活課題ごと

に設定されている。まちづくり市民委員会では、毎年予算をつけてロジック・モデルの研修

を実施し、まちづくり大会の開催ごとにロジック・モデルを活用してスキルアップを目指し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 ロジック・モデル・シートの作成手順については、後・藤岡（2016）、第 3 章参照。 
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（出所）東海市生活環境課資料をもとに筆者作成 

図 5-7 ツリー型ロジック・モデル・シート 
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て
市
民
と
行
政
が
共
に
評
価 

（
ア
ウ
ト
カ
ム
の
評
価
） 

 

長

期

成

果 

  
 

大気汚染物質の発

生が抑制される 

単位施策：大気汚染

を監視する 

 
 

きれいな空気を守る

体制が整備される 

単位施策：きれいな

空気を守る 

  

    

    

         

 

中

期

成

果 

 
 

環境対策が積極

的に実施される 

  
 

環境保全に関する

外部環境が充実す

る 

 
 

地域で環境をテー

マにした活動が活

発になる 

 

   

   

         

 

短

期

成

果 

 

企
業
の
環
境
対
策
に

関
す
る
活
動
に
つ
い

て
の
意
識
が
高
ま
る 

市
内
の
大
気
汚
染
の

状
況
が
公
開
さ
れ
る 

 

住
宅
用
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
設
置
が
促

進
さ
れ
る 

高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー

シ
ス
テ
ム
の
導
入
が

促
進
さ
れ
る 

排
出
ガ
ス
規
制
以
前

の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動

車
の
代
替
が
促
進
さ

れ
る 

低
公
害
車
の
購
入
が

促
進
さ
れ
る 

市
民
に
低
公
害
車
が

浸
透
す
る 

 
新
た
な
環
境
改
善
活

動
が
促
進
さ
れ
る 

環
境
意
識
が
高
ま
り

子
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ

等
の
活
動
が
活
発
に

な
る 

環
境
に
関
す
る
認
識

が
深
ま
る 

          

  

直

接

の

結

果 

企
業
が
環
境
対
策
の
指
導

を
受
け
る 

大
気
汚
染
の
状
況
が
把
握

さ
れ
る 

テ
レ
メ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム

の
更
新
が
さ
れ
る 

 
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
市
民
に

補
助
金
が
支
給
さ
れ
る 

高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
市
民
に

補
助
金
が
支
給
さ
れ
る 

新
長
期
規
制
適
合
車
等
に

代
替
し
た
事
業
者
に
補
助

金
が
支
給
さ
れ
る 

低
公
害
車
を
購
入
し
た
市

民
に
補
助
金
が
支
給
さ
れ

る 市
に
低
公
害
車
が
導
入
さ

れ
る 

環
境
保
全
林
が
整
備
さ
れ

る 市
長
が
環
境
改
善
に
関
す

る
補
助
事
業
の
情
報
を
得

る 小
中
学
生
が
環
境
問
題
に

関
す
る
出
前
講
座
を
受
け

る 市
長
が
環
境
に
つ
い
て
の

講
演
会
の
受
講
や
学
習
を

行
う 

市
長
・
事
業
者NPO

等
が

環
境
基
本
計
画
の
推
進
活

動
に
参
加
す
る 

 

 

          

  

 

 

 

事

業 

公
害
防
止
協
定
等
に
基

づ
き
企
業
に
対
す
る
措

置
を
す
る 

き
れ
い
な
空
気
を
保
全

す
る
た
め
に
大
気
汚
染

の
調
査
等
を
行
う 

大
気
汚
染
を
常
時
監
視

す
る
た
め
機
器
の
更
新

を
行
う 

 地
球
温
暖
化
防
止
対
策

と
し
て
ク
リ
ー
ン
エ
ネ

ル
ギ
ー
利
用
促
進
の
た

め
補
助
金
を
支
給
す
る 

地
球
温
暖
化
防
止
対
策

と
し
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
促
進
を
助
長
す
る
た

め
補
助
金
を
支
給
す
る 

自
動
車NO

x

・PM

法
の

規
制
対
象
デ
ィ
ー
ゼ
ル

車
の
早
期
代
替
促
進
を

助
長
す
る
た
め
補
助
金

を
支
給
す
る 

大
気
環
境
改
善
対
策
と

し
て
低
公
害
車
の
普
及

促
進
に
向
け
て
補
助
金

を
支
給
す
る 

低
公
害
車
の
普
及
促
進

を
図
る
た
め
電
気
自
動

車
・
天
然
ガ
ス
車
等
を

購
入
す
る 

産
業
道
路
沿
い
に
環
境

保
全
林
を
整
備
す
る 

環
境
改
善
事
業
の
補
助

事
業
の
情
報
収
集
及
び

提
供
を
行
う 

環
境
問
題
へ
の
意
識
向

上
の
た
め
小
中
学
生
を

対
象
に
環
境
学
習
の
出

前
講
座
を
行
う 

環
境
に
つ
い
て
の
知
識

習
得
・
理
解
推
進
の
た

め
学
習
の
場
の
提
供
や

講
演
会
を
開
催
す
る 

環
境
基
本
計
画
の
事
業

推
進
を
図
る
た
め
市

民
・
事
業
者
・NPO

に

参
加
を
呼
び
か
け
る 

 

 

 公
害
対
策 

一
般
経
費 

公
害
対
策 

一
般
経
費 

大
気
汚
染
監
視
テ

レ
メ
ー
タ
ー
シ
ス

テ
ム
設
置
事
業 

 太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
設
置 

促
進
事
業
費 

高
効
率
エ
ネ
ル

ギ
ー
シ
ス
テ
ム

導
入
促
進
事
業 

新
長
期
規
制
適

合
車
等
早
期
代

替
促
進
事
業
費 

低
公
害
車
普
及

助
成
事
業
費 

低
公
害
車
普
及

事
業
費 

環
境
保
全
林 

整
備
費 

健
康
被
害
予
防

事
務
費 

こ
ど
も
環
境
分

析
体
験
事
業
費 

地
球
環
境
保
全

推
進
事
業
費 

環
境
基
本
計
画

推
進
事
業
費 

 

 

  施

策 
大気汚染を監視する  きれいな空気を守る 
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2006 年度より、行政側もロジック・モデルを施策評価と予算編成に活用しようという試

みが始まった。2006 年 10 月には、企画政策課が最初にロジック・モデルの作成を試みた。

2007 年 5 月にロジック・モデルの職員研修を行い77 、各課にロジック・モデルの作成が依

頼された。各課は 5 月末を期限に第 1 次案を企画政策課に提出し、提出されたロジック・

モデルを企画政策課で点検した結果、因果関係に飛躍がある部分やロジックが弱いところ

の見直しや、市民に分かり易い表現にするなど各課に修正を依頼した。各課では再度ロジッ

ク・モデルを検討し、7 月中旬に各施策に関わる複数の課の間で調整を行った。その結果各

施策の主管課から最終案が提出された。このロジック・モデルは完成度が低いということで

公表されていない（児山 2008、p. 62）。 

ロジック・モデルによる施策評価が本格的に予算編成に活用されるのは、2007 年度以降

である。東海市の委託を受けて、政策マーケティングや市民参画推進委員会の活動をサポー

トしてきた NPO 法人が、2007 年度からロジック・モデルの作成・活用について職員研修

を担当した。 

東海市の実施計画は、3 年間のローリングで企画政策課が策定する。実施計画は予算編成

の指針・枠組みとして位置づけられている。また実施計画は、施策評価に基づき予算の重点

化と既存事業の見直しによる事業の再構築を行うことで、限られた財源の効率的な活用を

図るとされている。この実施計画が法令的に問題がなければ予算編成にそのまま活用され、

予算配分が実施される（G3）。特に 2007 年度と 2008 年度の予算編成方針では、実施計画

における計上事業についてはその配分額を遵守した予算配分を実施することが求められて

いた（児山 2013b, p. 55）。 

 実施計画、予算編成の流れは表 5-8 に示す通りである。施策・単位施策評価は 4 月に行わ

れる。企画部長から各課に単位施策評価表の提出が求められ、各課では評価結果を企画政策

課に提出する。2007 年度には施策評価のヒアリングの際に、指標の改善がみられない施策・

単位施策を中心に、ロジック・モデルをもとに説明することになっていた78。6～7 月に企画

部長名で各課に対して実施計画事業計画書の提出が依頼される。実施計画事業の提案にあ

たっては、施策・単位施策評価の指標の推移と向上の余地の分析、および次年度の方針や事

務事業の改善の方針に基づいて行うよう求められた（児山 2013b、p. 54）（G3）。また同時

期に 53 施策をすべてロジック・モデルで整理して、53 施策のどこに改善がみられ、どこが

停滞・悪化しているかを検証し、副市長、教育長、総務部長および企画部長で構成される施

策評価委員会で重点施策、最重点施策、重点指標が決定された（G2）。重点施策については、

重点的に取り組むべき施策や改善が必要な施策のうち、行政の責任で行うものを中心に設

定している。これらはまた、各課が実施計画事業を提案する際の重点項目として通知される。

児山（2013b）によると、2008、2009 年度に最重点施策に関して、施策の改善策について

ロジック・モデルを使用して説明し、提案することが求められていたとしている。2008 年

 
77 その後ロジック・モデルの研修は、主幹課と全課長対象に毎年行っている（G3）。 

78 児山（2013b）は、翌年度からは制度としてはなくなったとしている（児山 2013b, p. 54）。 
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度には重点施策改善シートについて、ロジック・モデルを使用して施策の改善に関する各課

の考え方を説明することが求められた。重点施策改善シートは、まず施策・単位施策の評価

と改善策の概要を明記し、ロジック・モデルにおける直接の結果―短期成果―中期成果―長

期成果のそれぞれに評価を記入する。次にロジック・モデルに従って既存の事務事業群を見

直し、新規に提案する実施計画事業とその評価、目標とする指標の数値などを記入するもの

である。具体的には、現在実施されている事務事業群で不足している内容はなにか、また新

規に提案する事業がどのように有効なのかの考え方を明確にして、提案する実施計画事業

の名称と活動内容―直接の結果―短期成果―中期成果―長期成果と、目標とする指標（短

期・中期・長期）とその数値を記入することになっていた（児山 2013b、p. 54）。 

2009 年度は、最重点施策についてロジック・モデルを活用した有効性評価を基に指標の

改善に有効な事業の提案が求められた。また事務事業の改善と指標の向上を目的として、最

重点施策に係る主管課と関係課の職員を対象に施策別検討会が開催され、ワークショップ

形式でロジック・モデルの作成・点検の研修を実施した（児山 2013b、p. 54）。この重点施

策から予算配分の順番を決定しており、施策ごとに予算枠が決められる。また個々の事務事

業については、成果が見込まれる事業の優先順位を決めて枠内で調整している（G2）。その

際にまちづくり指標を活用し、指標の趨勢の分析を行うとともに、社会環境の変化等からみ

た評価、および単位施策の目標達成の貢献度や成果が見込める余地などの観点から、単位施

策内の事務事業の優先順位や改善の方向性を確認している（G1、G3）。 

 こうした作業を経て、実施計画計上事業の内容についてヒアリングをおこなう。また、実

施計画ヒアリングには予算編成を担当する財政課職員が同席し、予算ヒアリング時には企

画政策課職員が同席することで両課の連携を図っている（G3）。こうした施策評価―実施計

画―予算編成への流れを確立することで、施策評価が実施計画を通じて予算編成に反映す

ることを狙って制度設計された（G3）。施策評価の作業は分析力が必要であり、手間もかか

るため、施策評価が実施計画の核となり、延いては予算編成に反映されることが、担当課職

員の施策評価に取り組む動機づけになる（G3）。したがって企画政策課では、施策・単位施

策の目標達成に繋がる説明になるよう手順を工夫し、限られた時間配分のなかで施策評価

のヒアリングを位置づけた。単位施策は複数課を跨いでの事務事業で構成されており、目標

達成に向けて関係課間の協議が必要不可欠であった。このため企画政策課では、単位施策主

管課に、課内および関係課間の協議をするよう働きかけたという（G1、G3）。 

 予算編成は施策ごとに予算枠があり、上記のとおり枠内で事務事業の優先順位をつけて

いる。財政課で全体を調整して最終案が各担当課に報告されるが、それでも実施したいとい

う事業は担当課で復活を申請することができる。復活が申請された事業をやるかやらない

かを最終的に決定するのは市長判断となる（G2）。 

 市民が提案した事業への予算配分については、市民との「協働」が最優先事項であり、市

民提案は市民協働課で査定され、採択されたものは最優先で予算がついた（G2）。ちなみに、

子育てや福祉、教育の予算が増えないのは、同じような事業なら市民提案を優先して採用し、
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それまで実施していた事業を廃止・縮小していることも影響しているとのことである（G2）。 

 

 

表 5-8 実施計画策定・予算編成の流れ 

【実施計画】 

1．指標の取得 調査票調査結果（企画政策課）、業務取得指標（担当課） 

2．実施計画策定指示・ 

説明会 

（企画政策課→担当課） 

3．単位施策評価表の作成 関係課との協議・研修会、部長決裁 

4．実施計画ヒアリング① 単位施策の目標達成等の視点からの評価のヒアリング（企

画政策課・担当課） 

5．実施計画ヒアリング② 実施計画対象の事務事業のヒアリング（企画政策課・担当

課） 

6．実施計画の部長案の提示 （企画政策課→担当課） 

7．実施計画復活要求 （担当課→企画政策課） 

8．政策推進会議 市長復活、次年度以降の施策推進方針の確認（市長、企画部、

各部） 

9．実施計画の決定 （企画政策課→担当課） 

 

【予算編成】 

1．予算編成方針の提示・枠

配分 

実施計画設定額を基準に財政課が設定（財政課→担当課） 

2．予算要求事業の提出 

（枠配分との比較表の提出

含む） 

（担当課→財政課） 

3．予算ヒアリング （財政課・担当課） 

4．予算の部長案の提示 （財政課→担当課） 

5．予算の市長復活要求 （担当課→財政課） 

6．市長復活ヒアリング （市長、総務部、各部） 

7．予算案の決定 （財政課→担当課） 

（出所）元企画政策課課長へのインタビュー、2015/3/27 より筆者作成 

 

 なお 2010 年度以降はロジック・モデルを活用する制度は見られなくなった（児山 2013b、

p. 55）。インタビュー調査でも、毎年 53 施策の施策評価はロジック・モデルで整理してい

るという前提だが、終盤の数年は見直しにはあまり活用されていないというのが実態であ

ることが明らかになった。これは、まちづくり指標とは別に、事務事業の有効性を評価する
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ための中間指標の必要性を認識しているものの、指標の管理が難しいため現実的ではない

と捉えられているためである（G3）（児山 2013b、p. 55）。 

 

5.2. 後期基本計画（2009-2013）における変更点 

 第 5 次東海市総合計画の後期基本計画では、環境の変化や法改正等を踏まえ、計画内容

の一部について見直しを行った。具体的には、成果指標の項目を 1 つ追加し、6 つの成果指

標を変更した（表 5-9 参照）。従って 142（枝番号を含むと 157）の成果指標によって、ま

ちづくりの進捗管理を行うこととなった。 

 

表 5-9 後期基本計画からの新しい成果指標 

理念 施策名 成果指標 

安心 

1 きれいな空気を保全する 
環境に配慮してマイカーの利用を工夫している

市民の割合 

10 交通ルールが守られている

まちをつくる 
シートベルト着用率（後部座席） 

15 高齢者への福祉サービスを

充実させる 

75 歳以上の高齢者のうち、あんしん電話登録世

帯率 

快適 

12 保険・医療・福祉が連携した

総合的なサービスを推進する 
介護の認定を受けていない人の割合 

45 市民が憩える水辺環境をつ

くる 
きれいな川に生息している生物の種類数 

52 税金を効果的に運用する 民間への委託（事業数・職員換算数） 

活力 
33 魅力のある農業経営を推進

する 
農産物の出荷額 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 6 をもとに筆者作成 
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表 5-10 まちづくり市民委員会の提案事業と行政の対応 

1．生活環境部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

安

心 

1．大気汚染、ばい

じん、汚臭が無く

空気がきれいであ

る 

提案事業 

環境測定キ

ット貸出事

業 

        

行政の対応 

生活環境課での出前講座を

受講した小中学生の 5 名以

上の測定キットの利用方法

の説明を受けたグループに

貸し出す。 

       

2．下水道が整備さ

れ生活排水が適切

に処理されており

皮や海などの水が

きれいである 

提案事業          

行政の対応          

3．街灯などが整備

されており夜間も

安心してまちを歩

ける 

提案事業  

防犯ボラン

ティア登録

制度の推進

と拡張 

①制度の PR 

②個人参加

者が活動で

きる制度の

拡張 

③活動上の

マニュアル

作成、防犯グ

ッズの見直

し 

    

①防犯に対

するニーズ

調査事業 

②地域防犯

活動支援ア

ピール事業 

  

行政の対応  

①防犯教室、家屋防犯診断、

市広報誌、HP、庁内かい、自

治会の回覧板、CATV 等で

PR する。 

②現在の制度は悪用や継続

性を考慮してコミュニティ

   

①防犯に対

するニーズ

調査を行う

ための具体

的検討を進

める。 
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等の団体が防犯ボランティ

ア登録をする制度にしてい

る。今後も登録は団体又はグ

ループ等で行い活動は単独

での行動を可能にする。 

③団体、グループ等のマニュ

アル作成を支援する。使い易

く分かり易い防犯グッズを

検討する。 

②市広報に

おいて防犯

ボランティ

アの活動照

会、防犯パト

ロール活動

用品の貸与

制度の PR

を行う。 

4．地震などの災害

に備えて救急病院

や避難所、連絡網

が確保されている 

提案事業 

①災害用サ

イレンの増

設 

②各種災害

訓練の充実 

③自主防災

組織の強化

と防災リー

ダーの育成 

④災害情報

提供ができ

る環境整備 

⑤公園など

を新規避難

場所として

指定 

        

行政の対応 

①現状十分な体制と考えて

おり増設予定はない。 

②要望により訓練を支援す

る体制ができており行政協

力員会での PR を行ってい

く。 

③県主催の防災カレッジへ

毎年 5 名の市民を派遣して

いる。 

       

5．防災情報が十分

に提供されて市民

の防災意識が高い 

提案事業 

①防災講習

会や救命講

演会の実施 

②学校や職

場での応急

手当講習会

 

①地域防災

リーダー育

成事業 

②自主防災

会地震対策

事業の充実 

  

①運動会へ

の防災種目

導入 

②防災リー

ダー養成講

座の継続及

 

①②学校教

育を活用し

た地域防災

力向上事業

③標高値お

知らせ表示
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の実施 

③災害時の

情報収集や

情報提供の

一元化 

び自主防災

会支援事業 

事業 

行政の対応 

①要望により訓練を支援す

る体制ができており行政協

力員会での PR を行ってい

く。 

②応急手当講習会は職場要

望で年数回実施する。 

③東海市危機管理マニュア

ルで情報収集や提供方法は

定義済みで情報伝達システ

ムにて緊急情報を町内会、自

治会代表者に伝えるシステ

ムはある。地域住民への自治

会代表者からの情報伝達は

各地域でお願いしたい。 

①先進地区

をPR市継続

活動できる

自主防災組

織への衣替

えを働きか

ける。また防

災リーダー

への教育は

あいち防災

リーダー等

に講演会や

講習会を依

頼する。 

②防災活動

物品の整備、

地域防災マ

ップの作成、

補助率及び

限度額の引

き上げ（8割、

政体数に応

じ 20 ～ 50

万）を行う。 

  

①運動会（防

災啓発品の

提供） 

②防災リー

ダー養成講

座の予算化 

 

①自主防災

組織地震防

災対策事業

費補助金 

②防災教育

事業 

③標高表示

板設置事業 

 

快

適 

14．まちや公園に

ごみが落ちていな

い 

提案事業     
東海市一斉

清掃日 
   

まち美化スポ

ンサー事業 

行政の対応     

一斉清掃日

を設定する。 

   

本市ではアダ

プトプログラ

ム（公共施設

の里親制度）

を導入してお

り提案事業は

このプログラ

ムを活用する

ことで同様の
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効果等が得ら

れるため引き

続きこのアダ

プトプログラ

ムによる管理

箇所を増やす

ための取り組

みを行う。 

15．ごみの減量化

やリサイクルが進

んでいる 

提案事業 

①市民リサ

イクル拠点

の設置 

②ごみの有

料化検討 

③レジ袋辞

退者、再生品

購入者への

特典制度導

入 

④リサイク

ルステーシ

ョンの増設 

  

エコポイン

ト制度事業 

     

行政の対応 

①リサイクル拠点の必要性

は感じるが、駅周辺での実施

を考えており無償の場所が

確保できれば具体策を検討

する。（17 年度での実施は

×） 

②現在、超過方式での有料化

は実施しているが市民一人

ひとりにごみ処理のコスト

と他市の有料化事例などに

ついて話題を掲載する。 

③商店主の負担などもあり

17 年度に関係者等に働きか

けをしていく。 

④現在分別収集会場 12 拠

点、店頭回収 14店、常設場

1、および 15 年度からごみ

集積場約 1900箇所で回収し

ているので増設は考えない。 

 

積極的な啓

発と実施店

舗の紹介を

行う。 
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2．保健・医療・福祉部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

安

心 

6．医療機関や福祉

施設が利用しやす

い場所にある 

提案事業          

行政の対応          

7．医療サービスが

安心して利用でき

る 

提案事業    

①24 時間在

宅療養支援

診療所の開

設 

②事前指定

書などで希

望すれば医

療を指定で

きる体制 

     

行政の対応    

①24 時間在宅療養支援診療

所の開設は困難。 

②事前指定書は病院側が予

め用意する性格のものでは

ない。 

    

8．介護などの高齢

者福祉が充実して

いる 

提案事業          

行政の対応          

9．子どもへの虐待

が少ない 

提案事業 

通学時の立

会いと地域

内パトロー

ルの実施 

        

行政の対応 

登下校時の立会いはボラン

ティア且つ輪番制であり虐

待防止としての機能をもた

すことは困難と考える。 

また虐待は家庭内で起きて

おり区域内パトロールでの
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発見は難しいと思われるた

め近所の方の協力により早

期発見に努めていきたい。 

快

適 

16．保険・医療・福

祉の連携が図ら

れ、総合的なサー

ビスが提供されて

いる 

提案事業  

病気、障害、

認知症の予

防体制の充

実を図るた

め、 

①基本健康

調査の受診

率向上と審

査項目の充

実 

②障がい児

の早期発見、

早期療育の

実施 

③認知症、う

つ病、引きこ

もり、精神病

棟の相談体

制や講座の

充実 

   

病気予防の

大切さの広

報活動及び

健康診査の

受診率を向

上させる事

業 

 

予防体制の

充実事業 

 

 行政の対応  

①通知文の内容や配布ちらし、広報紙の内容

を検討し受診勧奨を積極的に実施また市民

の疾病構造や死亡率等のデータを分析、市民

ニーズに合った項目を検討する。 

②母子保健事業の充実を図るとともに関係

機関との連携を密にして障がい児の早期発

見、早期治療を実施する。 

③市内及び近隣市の精神科や市内医療機関

の継続活用、介護事業の中で認知症予防教室

を開催するとともに必要な方には家庭訪問

を実施する。 

 

・未受診者

対策、がん検

診について

医師会と連

携協議する。 

・未受診者

へのフォロ

ー体制は 12

月の再通知

をうまく活

用、または保

険事業のご

案内や健康

診査、がん検

診のお知ら

せなどで啓

発する。 

 

・地域包括

ケア会議の

開催に介護

保険事業計

画にも位置

づける。 

・高齢者支

援ネットワ

ークセンタ

ーを健康福

祉館内に設

置する。 

・健診成果

を活用する

ために受診

率向上を目

指す。 
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・認知度予

防は基本チ

ェックリス

トの質問結

果を活用す

る。 

17．それぞれの医

療機関が機能的に

ネットワークされ

ている 

提案事業          

行政の対応          

い

き

い

き 

24．高齢者が活躍

できる場があり、

生きがいを感じて

いる 

提案事業 

学童保育を

小学校で実

施し、高齢者

を講師とし

て自主運営

を行う 

   

高齢者が気

軽に集い楽

しめる場所

と実効性の

ある管理運

営体制を整

備する事業 

    

行政の対応 

余裕教室での学童保育或い

は高齢者の体験活用は余裕

教室がないため難しい状況。 

ただし各学校の活用したい

という意思と老人クラブの

協力が一致すれば両者の調

整機能は行う。 

＊6 児童館での高齢者との

交流や友遊サタデー事業で

土曜日に高齢者を含む地域

の方に講師になっていただ

き既に活躍している実態も

あり。 

  

敬老の家の

間取り改修

は新たに建

て替え施設

が出た場合

に意見を取

り入れ対応

する。ケアの

必要な人に

対しては各

種地域福祉

活動を通し

て対応する。 

    

25．介護・福祉な

どにかかわる人材

が豊富である 

提案事業          

行政の対応          

ふ

れ

あ

い 

29．障がい者や高

齢者を持つ家族へ

の支援がされてい

る 

提案事業   

①地域生活

支援：自立支

援 

②自立支援

医療：整備 

③就労移行

   

障がい児を

地域で育て

ていく体制

作り 
 

障がい者や家

族を支援する

事業 

①児童館の活

用 

② (福祉サー
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支援（福祉就

労→就労移

行支援→一

般就労） 

ビスの )第三

者評価事業 

③障がい児の

通学支援 

 行政の対応   

①実績のある援護寮「さくら」の利用の他に

有効な社会資源の在り方を障がい者地域自

立支援協議会で 1～2 年をかけて実施可能な

計画を検討する。 

また専門性・継続性のある支援を目的に精神

保健福祉士を 18年 10月より配置している。 

②必要な医療に合わせた福祉施設の利用を

相談できるように相談支援体制を充実する。

緊急入院の 24 時間対応の計画については、

県の医療計画の見直しに合わせて 24 時間対

応病院に関する計画を県に提案する。 

③事業者の移行計画を推進する方向で定期

的な情報交換を始めとする連携、協力を行

い、法人・行政の授産施設支援は、法人の目

的に沿った事業展開ができるよう助言を行

う。また知的障害については法人の授産事業

整備計画を補助事業として実施する予定。  

・あすなろ

学園を子育

て支援課に

統合する。 

・明倫にお

いて特別支

援保育を 3

歳児にも拡

大する。 

・特定の保

育園と療養

施設との交

流を順次拡

大する等。 

 

①障害を持つ

児童が安心、

安全に活用で

きる施設への

改善。 

児童館行事に

高齢者が積極

的に参画でき

るような制

度・しくみの

策定と周知。 

②保育園及び

あすなろ学園

第三者評価事

業導入は子ど

も子育て支援

事業計画の中

で外部の幅広

い関係を集め

総合的に幅広

く検討する。 

③通年かつ長

期にわたる移

動支援は原則

として認めて

いないが介助

を行う保護者

が不可能な場

合で緊急性が

高いと認めら

れる場合には

柔軟に対応す

る。 

30．障がい者につ 提案事業          
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いての理解を促す

教育が行われてい

る 

行政の対応          
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3．生涯学習部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

い

き

い

き 

26．青少年が健全

に成長できる環境

である 

提案事業          

行政の対応          

27．子どもたちに

とって学校が楽し

く、不登校児童が

少ない 

提案事業 

①授業改革

の成果を全

教師で研修

できる場の

設置 

②メンタル

ケア担当の

カウンセラ

ーの設置と

「ホット東

海」との連携 

③週 1 回の

親子話し合

い時間の設

定とふれあ

い交換ノー

トの実施 

④夢のある

授業の実施 

別室登校の

子どもの支

援のため、 

①専属で関

わる教員や

スタッフの

確保 

②スクール

ソーシャル

ワークの導

入 

③天候に対

する柔軟な

措置 

いじめ防止

学習プログ

ラムの導入

事業 

・学校にお

ける LD、

ADHD 対応

事業 

・理科数学

支援教育事

業 

・授業環境

改善事業 

     

行政の対応 

①発表会形

式にて実施。 

継続研究を

行う。 

②カウンセ

ラー3 名雇

用、全学校を

まわる体制

を既に整備

①中学校活

動サポート

事業として

不登校傾向

の生徒や精

神的に不安

定な生徒に

対して個別

の学習支援

①いじめに

関する啓発

については、

学校単位の

実施を検討。 

②児童生徒

による対策

会議や新聞

発行等の自

LD、ADHD

対応は特別

支援教育支

援員を 15 人

から 20 人

に、中学校サ

ポーターを

6人から 8人

に増員。理数
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済み。 

③若あゆ日

記での先生

とふれあい

交換するし

くみは有り。

家庭での子

育てのあり

方の啓発資

料として家

庭教育手帳

を配布済み。 

④地域の人

を講師とし

て活用中。ま

た各学校が

創意工夫を

生かした特

色のある学

校づくりの

ための輝く

学校づくり

事業を行う。 

や放課後の

ふれあい活

動を行うた

め、指導員を

各中学校 1

名設置。 

②元気な子

育成事業と

して低学年

児童に対し

て放課、大放

課、体育の授

業での体力

づくりを支

援する指導

員を 600 人

以上の小学

校に 1 名加

配。スクール

ソーシャル

ワーカーは

人材確保が

難しい状況

であり、導入

は行わない。 

③別室登録

等への転校

に対しては

既に実施済

み。 

ら動いてい

くことにつ

いては児童

会や生徒会

の活動を通

して自主的

に取り組ん

でいる。 

③校長が自

ら児童生徒

や保護者等

から直接電

話や手紙で

相談に応じ

たり、心のポ

ストを設置

して対応し

ている。今後

も定期的に

いじめ実態

調査を行い、

実態把握に

努める。また

市不登校等

問題傾向対

策協議会や

各学校のい

じめ対策委

員会などの

現状を見直

し、質的向上

を図る。 

 

支援は放課

後子ども教

室の継続、ボ

ランティア

募集と参加

数の拡大を

目指す。授業

環境は指導

者の数的制

限があるこ

とから、各校

の実態に合

わせた研修

研究を推進

する校内現

職教育の充

実を図る。 

ふ

れ

あ

い 

31．家庭や学校な

どでモラルの教育

が十分なされてい

る 

提案事業       

・学校での

市民談話事

業 

・表現力地

域講座 

  

行政の対応       
小中学校の

キャリア教
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育の中に地

域の職業人

等から話を

聞く会を取

り入れる。ま

た表現力地

域講座につ

いては、コミ

ュニティ連

絡協議会等

の場で情報

提供するこ

とで支援。 

32．学校・家庭・地

域が連携して子ど

もの教育を担って

いる 

提案事業 

①地域掲示

板へ学校情

報の提示 

②地域高齢

者のボラン

ティアでの

学校環境整

備支援 

③子どもた

ちのアイデ

アや学校、家

庭、地域から

労力や物資

の支援を受

け公園を作

り続ける。 

  

地域と学校

で教育を本

音で語り合

う事業 

子どもの教

育に関する

地域集会 

  

地域学習コ

ーディネー

ター育成事

業 

学校支援ボラ

ンティア強化

拡充 

行政の対応 

①学校だよ

り等コミュ

ニティに未

提供の学校

については

配布するこ

とに決定。地

域掲示板は

今後必要性

について地

域と検討。 

  

各中学校区

で学校関係

者と地域住

民代表等が

話し合う機

会を定期的

に持ってお

り、今後参加

住民の人数

を増やし内

容充実を図

地域主体で

会合の準備

運営ができ

る平洲中学

校区をモデ

ルとして、公

開授業と同

日開催で地

域集会を開

催、その結果

を確認して

  

平成 24 年度

は現在活動

中のボラン

ティアの中

からコーデ

ィネーター

になって頂

く事を検討。

研修会の開

催は現在２

校で運営中

学校支援協議

会を新たに 2

校追加、6 校

にし、全小学

校での協議会

の拡大と取り

組みの充実を

図っていく。

引き続き各学

校での協議会

のボランティ
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②13 学校で

導入中。活用

されていな

い学校につ

いては、今後

導入を図る 

③街区公園

整備は 16 年

度から地域

住民の参加

を得て実施。

17 年度も街

区公園の実

施設計に子

どものアイ

デアが反映

できるよう

地域及び学

校と連携す

る。 

 

る。 

平成 20 年か

ら学校評価

事業を全小

中学校に拡

大し、児童生

徒や保護者、

地域住民の

アンケート

により話し

合いを進め

る。 

今後の展開

を検討する。 

の学校支援

協議会を 4

校に拡大、学

校支援コー

ディネータ

ーを配置す

る予定。 

市民等にて

地域活動応

援講座を開

催し、地域の

人材育成を

行う。 

ア登録を行

う。既存不ル

ープの活用を

引き続き働き

かける。支援

情報の提案は

24 年度に配

置したボラン

ティアコーデ

ィネーターに

より学校ニー

ズをとらえて

適切な規模と

内容で支援の

企画、調整を

実施中。学校

に情報手段の

積極的利用を

働きかける。

活動状況の発

表は、表彰と

いう形態に限

定せず学校判

断とする。事

業の飼料につ

いては、既に

導入している

学校の事例を

情報交換など

の場で提供す

ることによ

り、円滑な導

入を支援す

る。 
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4．産業部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

安

心 

10．食品の安全性

が高い 

提案事業 

①広報や学

校給食を通

じ、地元の農

産物や食品

の表示など

について PR 

②地元の低、

無農薬野菜

を市民がよ

り消費する

しくみづく

り（保育園や

学校給食）の

構築 

    ①安全、安心

農産物業者

等の紹介事

業 

②農産物等

の生産、加

工、飲食店等

の実施見学

バスツアー

事業 

食に関する

リスクコミ

ュニケーシ

ョンの場の

提供 

 食の安心安全

事業として、

特別栽培農産

物について

「食の安全・

東海市民フォ

ーラム」の実

施 

行政の対応 

①広報誌で記事を掲載（牛

肉、無農薬や有機栽培の意味

等）、PR、給食の献立表によ

り詳細な表示を行う。 

②低無農薬農産物は市場原

理で市外で消費され、それを

コントロールするためには

市場価格より高い価格で市

民が購入することになり、積

極的に消費量を増加させる

ことは行政として困難。低無

農薬の給食活用は、量とコス

ト面での課題があり、保護者

の理解が必要。17 年に研究

するかは教育委員会と相談。 

   ①中心市街

地活性化計

画の中で検

討と地産地

消マップの

作成。 

②親子産業

見学会を年

3 回程開催

する。 

食の安心安

全を啓発す

る講座の実

施、農業フェ

スティバル

での生産者

の安全に関

する取組を

紹介する。 

 食の安心・安

全フォーラム

を以下内容で

実施する。 

①東海農政局

から特別栽培

農産物につい

ての説明。 

②農産物生産

者、地元農産

物使用の飲食

店による農産

物等の取扱い

についての講

演。 

い

き

い

28．若い世代、女

性、障がい者など

を含め、就業の場

提案事業          

行政の対応 
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き が豊富である 

活

力 

34．魅力的な飲食

店や商店がたくさ

んある 

提案事業 

       ①プライベ

ートギャラ

リー支援事

業 

②逸品エレ

クション支

援事業 

③近くのミ

ニ映画館支

援事業（生活

課題 35 も関

連） 

 

行政の対応 

       ①商工会議

所の自主事

業として働

きかける。 

②過去、反対

があり中止

した経緯が

有り、参加店

舗の自主的

自発的活動

を支援する。 

③観光プラ

ザでの姉妹

都市の物産

品販売、カフ

ェ等の事業

をモデルに

空き店舗活

用手法を調

査研究する。 

 

35．商店街が活性

化している 

提案事業 

  ①後継者育

成補助事業

（商工会議

所補助事業） 

②観光地促

進事業 

      

行政の対応   ①後継者育       
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成プログラ

ムについて

は商工会議

所と継続的

に共同研究

する。新規出

店としては

定年退職者

を対象に創

業支援事業

を 19 年度か

ら新規に展

開する。 

②横須賀・大

田地区の山

車まつりを

観光資源と

捉え、18 年

度に勤労セ

ンター前広

場に山車か

らくり時計

を設置。今後

ここを出発

点として散

策コースの

策定を検討

する。 

36．新しい地場産

業や特産物が生み

出されている 

提案事業 

①地場産業

や特産品マ

ップの作成

による市民

への周知 

②市民アイ

デアによる

特産品等の

試作品の市

民や関係者

への周知に

よる地場産

遊休農地の

集積化のた

め、「東海市

の都市近郊

農業振興の

ためのプロ

ジェクト」立

ち上げ 

 ①園芸振興

補助事業 

②地域特性

を活かした

21 世紀型農

業の展開事

業 

①地産地消

促進事業 

②特産品発

掘 PR、市内

産物ブラン

ド化事業 
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業や特産品

を生み出す

土台作り 

行政の対応 

①既存の特

産品と新規

に事業所の

考案した特

産品のデー

タを登載し

たパンフレ

ットを作成

し PR して

いく。 

②東海商工

会議所と連

携し、会議所

の会員を中

心に実施方

法を検討す

る。 

東海市遊休

農地再生活

用検討委員

会報告書に

よる農業情

報システム

では農家の

意向調査か

ら地図化、農

地利用調整

まで一貫し

たシステム

を行うが、導

入には多額

の経費がか

かるため、他

市の効果や

東海市の特

徴を見て構

築運用する

かどうか判

断する。また

県が構築す

る農地有効

活用システ

ムの利用も

検討する。 

 ①園芸振興

事業補助金

制度あり。 

②休耕地の

活用・賃貸な

どによる経

営規模の拡

大について

指導・助言、

農業団体に

担い手育成

を依頼。農協

と連携し法

人化に取り

組む。地域振

興作物ブラ

ンド化事業

補助金を実

施する。 

①観光協会

での HP や

チラシでの

産直市の紹

介、市による

地産地消 PR

で支援。低無

農薬は量の

確保と給食

費の高騰に

つながるた

め要検討。 

②ふれあい

ゼミナール

の開催、経営

コンサル派

遣費用補助

の実施。東海

市産品認定

シールは再

検討。野菜は

JA 支援への

合意形成後。 
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5．都市基盤部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

安

心 

11．子ども、高齢

者、車いすの利用

者などが、安全に

通行できる歩道が

整備されている 

提案事業 

・「歩行者の

ネットワー

ク図」作成、

市民と行政

が一体とな

った歩道の

整備 

 道路行政に

対する関心

度・満足度

UP（市民参

加）見向けた

PR 事業 

 ・安心歩行

エリアワー

クショップ

の PR事業・

安心道づく

り事業の強

化 

    

行政の対応 

歩行者のネ

ットワーク

化に向け、歩

道現況図を

市街化区域

を中心に作

成し、18 年

度以降ワー

クショップ

方式で整備

計画などを

取りまとめ

事業を展開

していく。

（ワークシ

ョップはコ

ミュニティ、

町内会など

の区域を対

策に実施予

定）。 

 コミュニテ

ィ単位のワ

ークショッ

プ方式での

整備計画（歩

道設置、カラ

ー舗装化、角

きり設置な

どの総合優

先順位）を全

地区に順次

展開する。 

 東海市 HP

の内容充実、

コミュニテ

ィ連絡協議

会での説明、

コミュニテ

ィ事務局に

出前講座を

実施する。 

    

12．水道やガス、

道路などが、自信

などの災害に耐え

られる 

提案事業 

       ①ライフラ

インの耐震

スケジュー

ル策定 

整備スケジュ

ールに基づき

耐震化の緊急

性が高い場所
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②地震防災

強化計画の

見直しとマ

ニュアル策

定 

から整備を実

施する。必要

に応じ緊急輸

送道路等のル

ートを変更す

る。 

行政の対応 

       ①第 1 次、2

次緊急輸送

道路に関連

する橋りょ

うを優先し

て落橋防止

対策及び耐

震補強工事

を計画的に

取り組む。 

②総合的な

津波対策計

画を 24 年度

に策定予定。

計画内容を

コミュニテ

ィ、町内会に

情報提供、各

地域におけ

る防災対策

やマニュア

ル作りに活

用して頂く。

また防災器

材の購入や

防災マップ

作成等の補

助制度を周

知する。 

橋りょうの耐

震化について

は緊急輸送道

路に関連する

橋りょう農

地、市の防災

機能の向上の

観点から優先

順位を決め、

橋脚補強工事

を計画的に取

り組む。今後

の予定は、樋

端、名和跨道

橋、大田新橋、

信濃新橋の順

に整備する。 

緊急経済対策

として 24 年

度 3月補正に

て前倒し事

業、および 25

年度 6月補正

にて要求予

定。 

快

適 

18．自動車が使い

やすいように、道

路や駐車場が整備

されている 

提案事業          

行政の対応          

19．公共施設が利 提案事業          
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用しやすく配置さ

れている 
行政の対応          

20．川や池がきれ

いで、市民の憩い

の場となっている 

提案事業    

「川に親し

める憩いの

場」整備事業 

     

行政の対応    

・河川堤防

の草刈実施 

20 年度には

エコプロム

ナード計画

策定事業に

おいて地域

住民の意見

を聞く場を

考える。 

     

21．まちに花や緑

が豊かである 

提案事業 

・「全国花の

まちづくり

大会」を起爆

剤に行政の

花や緑に対

する行政の

取り組みを

PR する。 

花いっぱい

の活動を広

げるために 

①常設展示、

情報コーナ

ーの設置 

②アダプト

プログラム

制度の充実 

   

①未整備都

市公園の整

備プログラ

ム策定事業 

②整備済地

区公園の利

用促進事業 

   

行政の対応 

21 世紀の杜

のシンポジ

ウムで東海

市の取り組

みを発表、

PR。今後は

環境保全林

基本構想を

策定、順次環

境保全林の

整備を市民

と協働で進

める。 

全国花のま

ちづくり愛

知大会で行

①大池公園

の動植物資

料館で花壇

コンクール

の常設掲示

の実施、また

情報交換掲

示場所とし

て検討する。 

②アダプト

プログラム

の主旨を考

え、現状どお

り市民主体

で進めても

らうが、地域

   

①緑陽公園

は平成 21 年

度土地登記

簿等の調査、

22、23 年度

基本構想見

直しを行う。 

②整備済地

区公園の改

修費用の財

源確保が厳

しい状況。ワ

ークショッ

プ方式にて

地域住民の

ニーズに応
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政や市民の

取り組み状

況を PR。花

と緑のまち

づくりパン

フレットを

作成し、多く

の市民に事

業の理解と

協力を図っ

ている。 

コミュニテ

ィでの花い

っぱいへの

取り組み推

進は材料費

を増額、充実

を図る。 

えるよう改

修する予定。 

活

力 

37．区画整理や農

地整理が進み、土

地が有効に利用さ

れている 

提案事業       

①市民菜園

バンク制度 

②耕作放棄

地の市民グ

ループによ

る景観美化

事業 

  

行政の対応       

①農業従事

者の取扱等

法的な問題

もあるため、

今後問題整

理と調査研

究を始める。 

②適正な場

所の選定、農

地所有者の

意向、支援団

体、グループ

の育成など、

課題の検討

を進め対応

する。 

  

38．住宅地・工業

地・農業地・商業地

など、目的別に区

分けされた土地利

用が進められてい

る 

提案事業          

行政の対応          
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6．市民参加・行財政部会 

第 5 次東海市総合計画 

理

念 
生活課題 

前期 後期 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

安

心 

13．市民のプライ

バシーが守られて

いる 

提案事業          

行政の対応          

快

適 

22．税金のむだ遣

いがない 

提案事業 

①民間への

事業委託の

推進 

②補助金等

の見直し 

③広域行政

の拡大 

④市民の財

政状況への

関心の情勢 

   滞納額を減

らす対策事

業 

    

行政の対応 

①市で直接行うべきものと

民間に任せた方が良いもの

があるため、行政改革の推進

項目に位置付け、他市の状況

等を参考にしながら、委託可

能な事業の洗い出しや順位

付けを行う。 

②3 年ごとの見直しを実施

しており、直近では 15 年度

に見直し、16 年度に移行順

次実施している。 

③3市 1町による任意合併協

議会を設置して合併の可否

に関わる調査研究を行って

いるため、17 年度は動けな

い状況。 

④16 年 12 月広報誌の決算

状況公表時に歳入・歳出に主

な収入名称、経費名等記載し

  ・滞納処分

が法的に可

能である保

育料・下水道

受益者負担

金等は収納

課に移管。 

・徴収が困

難な案件な

どを県に引

継、滞納整理

を実施。 

・国税徴収

OBを徴収ア

ドバイザー

に委嘱、高額

案件や徴収

困難案件に

対応、解決に
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た一覧表をあらたに登載す

る対応を行っている。 

向かってい

る。 

23．それぞれの行

政施策が、縦割り

ではなく連携して

実施されている 

提案事業 

 行政機能が

十分に発揮

されるよう

に、 

①窓口サー

ビスの充実 

②職員意識

の実態調査

と職員意識

調査のため

の委員会設

置 

①職場の活

性化事業 

②研修事業

（多能職員

養成研修の

実施） 

 

      

行政の対応 

 ①ホテル、百

貨店のサー

ビス現場へ

の派遣研修

を引続き充

実させる。

1F ホール庁

舎の案内コ

ーナーの配

置、案内表

示、案内者と

の連携体制

を検討し、た

らい回しを

起こさない

様手順の明

確化を職場

での周知、徹

底を図り、窓

口サービス

の充実を進

める。 

②縦割り行

政の弊害を

乗り越える

ことができ

①職場単位

でない横断

的なテーマ

による職場

活性化につ

いては、自発

的な自主研

究グループ

活動への支

援制度があ

り、これを職

員に PR し、

グループ増

加を促進さ

せる。 

②問題解決

型の研修と

して政策課

題研修を引

き続き実施、

ファシリテ

ーション研

修、戦略的政

策実践研修

を新たに実

施、幅広い知
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る通過点と

意識改革を

進める人材

育成に関す

る諸施策を

整理体系化

した人材育

成基本方針

に基づいて

研修を行う。

意識調査の

ための委員

会の設置は

進行状況を

見極め必要

に応じて検

討する。 

識を持つ職

員として一

層の能力向

上に努める。  

ふ

れ

あ

い 

33．世代を越えて

住民が交流してい

る 

提案事業 

①地域活動

(事業 )に対

する補助形

態の改正 

②まちづく

り活動支援

事業の拡大 

③地域住民

が参加しや

すい環境の

整備 

まちづくり

活動支援事

業の推進の

ため、コミュ

ニティの活

動（事業）毎

に交付する

方法を 

①一律では

なく事業立

案したもの

に 

②コミュニ

ティと NPO

との協働事

業補助の予

算規模拡大 

③地域人材

の積極的な

活用が図れ

る環境整備 

 ①町内会会

員の加入率

向上事業 

② 提 案 型

NPO と行政

の協働推進

事業 

 ①世代間交

流推進事業 

②市民顕彰

事業 

①コミュニ

ティのあり

方を地域住

民と市全組

織が共有し、

実現に向け

た話し合い

の体制をつ

くる。 

②地域喫茶

開設育成事

業 

①コミュニ

ティ活動調

査研究事業

への支援 

②地域、社会

貢献活動ノ

ウハウ養成

講座の開設 

①コミュニテ

ィを中核とし

て社会背景、

ライフスタイ

ルの変化に対

応した新しい

社会システム

の構築と「と

もにささえあ

い、おもいや

るまちづく

り」を基本理

念とする東海

市社会福祉協

議会との高齢

者対策等生活

支援サービス

の提供を協同

で支援する事

業 

②コミュニテ

ィ活動調査研

究の報告会事
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業 

行政の対応 

①全体の補

助金の整理

や調整には

時間がかか

るために 17

年度に地域

づくり推進

課と関係課

で検討を行

い、18 年度

以降順次実

行する。 

②17 年度に

NPO との協

働指針を作

成し、それに

基づいて各

テーマ毎に

担当する課

が協働の予

算を計上す

る方式を目

指す。 

③地域まち

づくりネッ

トワーク事

業での職員

派遣対象地

区を 6 地区

から 12 地区

にし、地域コ

ーディネー

トを行う。ま

た新規に地

域まちづく

りリーダー

育成講座を

行う。 

①現在策定

中のNPOと

行政との協

働指針検討

会議での共

通のルール

検討結果を

待ち、地域の

実情に即し

た活動が主

体的に展開

されるよう

にする。 

②実績に基

づきニーズ

に合わせて

予算措置を

とる。 

③登録、情報

交換、交流の

場として市

民活動セン

ターを開設

して行う。 

 ①町内会な

どの地縁組

織のあり方

等について

検討。アンケ

ート実施の

必要性も検

討。町内会長

連絡協議会

及びコミュ

ニティ連絡

協議会で未

加入者に対

して加入促

進を依頼。市

役所の窓口

にて転入者

に町内会加

入の呼びか

けを実施中。 

②募集事業

の中に市民

からの提案

事業が導入

できるよう

検討する。 

 ①生涯学習

ガイドブッ

クの全戸回

覧と HP へ

の掲載を実

施する。 

②22 年度に

対象者、対象

となる活動、

活動期間、名

称、推薦・選

考方法等の

制度設計、23

年に対象者

の選考と賞

の授与を行

えるように

進める。 

①モデルコ

ミュニティ

にて地域の

課題を見つ

け解決へ導

くコミュニ

ティのあり

方を検討し

ており、課題

解決のため

の支援策等

を検討する。 

②2 箇所の

市民館にて

モデル事業

として地域

サロンカフ

ェ推進事業

を実施する

予定。一部敬

老の家をモ

デルにサロ

ン及び介護

予防教室等

新たな活用

について検

討する。 

①役員経験

者を含めた

ワークショ

ップの実施、

事前調査と

してアンケ

ート実施を

提案し、コミ

ュニティ内

の協議、研究

への支援を

行う。先進事

例をコミュ

ニティ事務

局員会議等

に情報提供

する。 

②地域活動

応援講座を

開催する予

定。地域サロ

ンカフェに

て人材の発

掘、養成を行

う。23年は 2

館、順次拡大

する予定。 

①今後の取り

組みとして

は、地域にお

ける支えあい

活動への立ち

上げ及び継続

的な活動に対

し、多方面か

らの支援を行

う。また、市

の関係課、東

海市社会福祉

協議会や高齢

者相談センタ

ーなど関係機

関との連携を

十分図るとと

もに、コミュ

ニティ、町内

会、市民活動

団体、民生・

児童委員など

との連携体制

の構築を促

し、地域福祉

活動が円滑に

進むよう支援

する。先進地

区の取り組み

をモデルとし

て他地区へ情

報提供する。 

②コミュニテ

ィ活動調査研

究事業の実施

コミュニティ

による課題と

検討結果、現

在の取組み状
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（出所）東海市まちづくり市民委員会活動のまとめより筆者作成

況の報告会を

全コミュニテ

ィ対象に実

施、意見交換

し地域課題を

認識及び共有

し、解決方法

の検討を継続

的に行えるよ

う支援する。

またコミュニ

ティ連絡協議

会や事務局員

会議におい

て、情報交換

や意見交換を

行う。 
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第 5 次東海市総合計画（2004-2013）は、政策マーケティング（4.1.4.参照）を経て、市

民ニーズを汲み入れた 38 の重要生活課題に対応する 39 施策と、市長の責任で追加した 14

施策の合計 53 施策によって構成されている。東海市はこの総合計画を柱に行政経営（PDCA）

を行い、PDCA の各段階に市民が直接関わる「協働型」の「経営」を実現している。 

PDCA の「実施 Do」の段階においては、事業委託や指定管理や制度によって事業の実施

を NPO などの民間団体に委託している。また、「まちづくり活動支援事業（上限 50 万円の

補助金）において「生活課題やまちづくり指標の改善に貢献する事業」を対象に、事業提案

を NPO などから公募して、有効だと思われるものを協働で実施してきた（後 2005b、p. 

101）。「評価 Check」の段階では、「まちづくり指標」という KPI を活用して市と市民は共

に施策の評価を毎年行っている。また、評価と同時に事業の見直しを行い、有効でないと評

価された事業に対し替わりの事業を提案するという「改善 Action→計画 Plan」の段階にも

市民が直接関わるしくみを実現している。 
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第 6 章 総合評価 

 

本稿のリサーチ・クエスチョンは、開発援助の分野で活用されてきたロジック・モデルを、

持続可能なまちづくりのために総合計画のマネジメント・ツールとして活用することで「協

働型マネジメント・システム」の構築が実現するか、というものである。協働型マネジメン

ト・システムとは、意思決定への市民の「参加」と行政の効率的な「経営」PDCA が同時に

実現している状態をさす。リサーチ・クエスチョンの答えを導くために下記の点を判断基準

として、東海市の事例を検証する（表 5 再掲）。 

 

表 5 リサーチ・クエスチョンと判断基準 

リサーチ・クエスチョン 

ロジック・モデルを持続可能なまちづくりのために総合計画の

マネジメント・ツールとして活用することで「協働型マネジメ

ント・システム」の構築が実現するか 

1．策定プロセス 

1—① 市民のニーズが総合計画の成果目標に反映されてい

るか、首長のマニフェストは政策・施策となっている

か 

1—② 市民と行政がともに KPI となる「まちづくり指標」

を活用する制度設計がなされたか 

1—③ 情報公開がなされ、市民と行政職員が議論をすること

で信頼関係が構築されているか 

2．運用のしくみ 

ロジック・モデルの 

活用 

2—① 計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジ

メントに活用されているか 

2—①a. 目標達成のための有効な施策の選定で活用されてい

るか 

2—①b. 施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくり

に貢献しているか 

2—② 参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツ

ールとして活用されているか 

2—②a. 毎年「まちづくり指標」を測定して施策を評価するこ

とで進捗状況を市民と行政がともに管理しているか 

2—②b. 市民の評価が新たな事業に反映されているか 

（出所）筆者作成 

 

6.1. 策定プロセスにおける実効的な市民参加 

6.1.1. 1—①市民のニーズが総合計画の成果目標に反映されているか、首長のマニフェスト

は政策・施策となっているか 

第 5次東海市総合計画策定前に準備組織として設立した市民参画推進委員会（4.1.3.参照）

において、市民ニーズ調査である政策マーケティング（4.1.4.参照）を実施した。これは、

さまざまな属性の住民を属性ごとに 6～8 名程度のグループに分けて、東海市の課題につい

て自由に発言してもらうフォーカス・グループから始める。フォーカス・グループの目的は、

課題を網羅的に洗い出すことであり、すべての参加者の発言から施策レベルの生活課題 100
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前後をグループ化して、それぞれのグループの方向性を端的に表現できるキーワードを選

定する。このキーワードと生活課題を回答選択肢として、市民の平均的な意見を反映させる

ために無作為抽出した 16 歳以上の市民 3,500 人を対象に調査票調査を行った79。調査票調

査の結果から、キーワードの上位 5 つ「安心」「快適」「いきいき」「ふれあい」「活力」が東

海市の基本理念として採用された。また、それぞれの理念を実現するために重要だと思われ

る生活課題上位 5 つと個別に重要度が高いと評価された生活課題を足して、合計 38 の市民

のニーズから生活課題が決定した。この 38 の生活課題は、第 5 次東海市総合計画において

成果目標（重要生活課題）として設定され、それに対応する 39 の市民施策が総合計画の骨

格として反映された。 

市民参画推進委員会では、まず市民のニーズ調査を行うことが重要であるとして政策マ

ーケティング調査を行ったが、この時点でまだ協働のしくみができていなかったこともあ

り、その結果を「総合計画の成果目標にする」ということまでは想定していなかった（G1、

G2）。政策マーケティング調査の結果を第 5 次東海市総合計画の成果目標（重要生活課題）

として設定すること、また成果指標としてまちづくり指標が活用されることが決定したと

きは、行政側では衝撃的に受け止められたという（G2）。市民参画推進委員会の 2 年の活動

期間の中で、全体会 16 回、幹事会 13 回、5 つの各部会合計 135 回（生活環境 31 回、保

険・医療・福祉 29 回、教育・学習 24 回、産業 27 回、都市基盤 24 回）、役割別部会合計 22

回（ひろめたい部会 6 回、パートナーシップ部会 10 回、編集部会 6 回）、総計 186 回の会

議を開催している（4.1.3.参照）。それぞれの会議には関係部署の職員が参加しており、それ

までの行政文化にはない「習慣」によって、毎日のように市民と議論（時にはけんかに近い

口論）をしていただけという感覚だった（G2）。しかしその結果が総合計画に反映されると

いうことに正直驚いたというのが実感だったという（G2）。第 5 次東海市総合計画が 2 年前

倒しになって策定されたのは、鈴木市長の「総合計画を市民ニーズが反映されたものに作り

直したい」という強い思いがあってのことであり、市民参画推進委員会とは別の次元の話だ

ったのである（G2）。したがって、政策マーケティング実施時には想定していなかったが、

その結果から導き出された 38 の生活課題に対応するかたちで 39 の市民施策が総合計画に

採用されたことで、結果的に市民の声を最大限尊重した成果目標となったのである（政策マ

ーケティングの活用については 4.2.2.を、まちづくり指標の活用については 4.2.3.参照）。さ

らに第 5 次東海市総合計画は、市長の政治理念や公約（マニフェスト）、また行政として実

施すべき施策を 14 の行政施策とし、市民施策に追加して合計 53 施策で構成されている。 

鈴木市長は市長に当選する前の企画部長時代より、行政が行っている施策が市民のニー

ズに応答的であるかどうかを疑問に感じており、その思いは選挙戦や当選後の市民との対

話の場で確信に変わったという（4.1.2.参照）。政策マーケティングの調査票調査のうち、「7

つのキーワードのうち、特に優先すべきだと思うものを 4 つ選ぶ」という質問の回答結果

を分析すると、キーワードの支持率から市民が望むまちづくりは「生活環境の整備」が最優

 
79 回収率 46.7％。 
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先に挙げられている（表 6-1 参照）。その時代の背景にも起因するが、これまで行政主導で

行ってきたまちづくりは「都市基盤の整備」が中心であった（G2）。政策マーケティング調

査の結果は、鈴木市長が当初感じていた、行政が展開する施策と市民ニーズとの乖離を裏付

ける結果となったのである。 

また、鈴木市長が選挙で掲げた 3 つの公約（マニフェスト）、すなわち 1．簡素・透明で

スピーディーな市政、2．市民の視点に立ったまちづくり、3．東海市をふるさととして誇り

を持ち、元気いっぱいの新しいまちづくり、のうち 2．と 3．は、「市民との協働・共創のま

ちづくり」という第 5 次東海市総合計画のテーマそのものになっている。2．市民の視点に

たったまちづくりは、政策マーケティング調査の結果から設定された 39 の市民施策として

具体化され、3．東海市をふるさととして誇りを持ち、元気いっぱいの新しいまちづくりに

関しては、市民施策とともに行政側の判断で追加した施策として、例えば理念「いきいき」

に対応する施策 20「障がい者への福祉サービスを充実させる」、施策 31「だれもが気軽に

スポーツライフを楽しむ」、施策 32「文化に親しみ心豊かに生活する」や、理念「快適」に

対応する施策 48「快適な都市景観と住環境をつくる」、または理念「活力」に対応する施策

36「商工業を活性化する」など分野横断的に反映されている。また、公約 1．簡素・透明で

スピーディーな市政については、行政側で追加した施策のうち、施策 53「各行政施策を効

率的に連携させる」に対応しており、その単位施策「組織を機能的で簡素にする」の成果指

標は、指標 140「市内でワンストップサービスが受けられる場所の数」、指標 141「この 1

年で縦割り行政の不都合を感じたことのある市民の割合」、指標 142「この 1 年で縦割り行

政の弊害を感じたことのある市職員の割合」の 3 つの指標によって改善状況をモニタリン

グして成果を評価している。 

 

表 6-1 政策マーケティング調査票調査結果 一部抜粋 

キーワード キーワードの説明 割合 

安心 みんなが安全に、不安なく生活している 82.0％ 

快適 
さまざまなサービスが便利に使え、気持ちよく暮らせる環境が整って

いる 
74.8％ 

いきいき 一人ひとりが生きがいを持ち、充実した日々を送っている 67.5％ 

ふれあい 世代・立場・地域などを越えた交流が活発で、人々が支え合っている 46.7％ 

活力 農業・工業・商業が盛んで、まちに活気がある 44.9％ 

（出所）企画政策課資料―市民と行政の協働・共創によるまちづくり―、p. 5 をもとに筆者作成 

 

以上のことから、1-①のリサーチ・クエスチョンに関しては、市民のニーズが総合計画の

成果目標に反映され、首長のマニフェストが政策・施策に反映されているといえる。 

 

6.1.2. 1—②市民と行政がともに KPI となる「まちづくり指標」を活用する制度設計がなさ



140 

 

れたか 

 市民参画推進委員会は、2002 年 10 月～12 月にかけて政策マーケティングで決定された

38 の生活課題の達成度を数値で点検するための 99 のまちづくり指標を設定した。指標の

選定では、客観的な統計的指標（アウトプット指標）と主観的な市民満足度指標（アウトカ

ム指標）を組み合わせて、生活課題の改善状況を多角的に把握できるように工夫した。最終

的に指標を決定するまでには、指標第 1 次案→1 次案コメント→指標第 2 次案→2 次案コメ

ントを経て、幹事会検討を実施している。策定された指標のうち市民満足度指標（アウトプ

ット指標）については、満 16 歳以上の市民から無作為抽出した 3,500 人を対象に、毎年調

査票調査を実施して数値を点検し、現状値を把握するよう努めた。第 5 次東海市総合計画

では、まちづくり指標を「ものさし」として活用することで、生活課題の改善状況やまちづ

くりが市民のニーズに即した方向に進んでいるかどうかを数値で確認することが可能にな

った。その意味において、まちづくり指標は優れた KPI といえるだろう。 

 また、まちづくり指標にはベンチマークとなる 5 年後、10 年後のめざそう値と 8 つの主

体（①個人・家庭、②NPO・市民団体、③コミュニティ・町内会、④企業・農協・商工会議

所、⑤学校、⑥市、⑦県・国、⑧その他）のそれぞれの役割分担の比率を示す役割分担値を

設定した。めざそう値は、5 つの政策分野ごとにその分野の活動に関わる関係者や当事者合

計 100 人に依頼して、まちづくり指標をもとに 5 年後、10 年後の現実的目標について適切

だと思う数値を調査票調査によって回答をもらい、その中央値で設定している。役割分担値

は、指標の改善に期待される役割の大きさについて 8 つの主体ごとに数値化した。それぞ

れの役割と責任を明確化することで、まちづくりに関わる全ての主体に役割と責任がある

ことを自覚するための指標となるだけでなく、市民も行政に要求するだけでなく、「自分た

ちがまちづくりに能動的に関わっていくことが必要だ」（C2）ということに気づくという意

味で意義のあるものであった。 

 また 6.1.1.で述べたように、市民参画推進委員会では、当初からまちづくり指標を総合計

画に活用するという想定はしていなかった。しかし 2002 年 2 月の第 1 回市民参画推進委員

会全体会では、行政側から 2002 年～2003 年に総合計画を見直すとの説明があり、その際

に市民参画推進委員会会長から総合計画の 5 年後・10 年後の目標とまちづくり指標のめざ

そう値が異なるのはおかしい。内容的に結びつける必要があるとの発言があったとされる

（4.2.3.参照）。その後も 4 月の全体会・幹事会で会長から同様の発言があり、このとき東海

市の助役からは、市民参画推進委員会の提言を総合計画に盛り込みたいという発言もあっ

たという（4.2.3.参照）。つまり、第 5 次総合計画の策定プロセスでは初期の段階から市民参

画推進委員会の活動と連携して進められていたため、まちづくり指標の活用は第 5 次東海

市総合計画策定委員にとって、それほど抵抗なく検討されることになったと思われる。実際

に、2002 年 5 月の第 1 回第 5 次東海市総合計画策定会議では、まちづくり指標の策定を通

じて市民参画推進委員会が市民の意思を総合計画に反映させる役割を担っているとの説明

があり、市民参画推進委員会の立ち位置が確認されている（4.2.3.参照）。このことが、総合
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計画にまちづくり指標を活用するという決定に影響を与えたことは否めないだろう。 

さらに、まちづくり指標の活用の場としてまちづくり大会の開催を決定したことも重要

である。市民参画推進委員会では、第 5 次東海市総合計画が実施される 2004 年度から行政

と市民の議論の場を本格的に開始するための「まちづくり大会キックオフ大会」を 2003 年

10 月に開催した。この大会において、まちづくり指標を市政運営の重要な指標にすること

を市長が正式に表明し、行政の各部局や職員にまちづくり指標を浸透させる契機となった。

2004 年度以降、毎年 1 月末から 2 月に 16 歳以上の市民 3,500 人を対象とした「まちづく

りアンケート」と、2 月～3 月に市職員を対象に庁舎内で実施する調査票調査によって市民

と行政が生活課題の進捗状況を確認し、現状値の把握を行った。そしてまちづくり指標の数

値の推移から生活課題の改善状況を確認し、まちづくりの進捗状況を評価する「評価の大会」

（6 月～7 月開催）、生活課題の改善に効果のある新たな事業などを市民が提案する「提案

の大会」（9 月～10 月）、そして市民が提案した事業に対して行政がどのように対応するの

か、まちづくりにどのように反映されたかを確認する「確認の大会」（3 月開催）が開催さ

れた。まちづくり大会は市民と行政の協働のサイクルの中に組み込まれ、まちづくり指標の

活用の場として定着した。すなわち、まちづくり大会を年 3 回開催するという協働のしく

みを循環させることで、行政経営のマネジメント・サイクルの構築を促進させたといえるだ

ろう。以上のことから、1-②のリサーチ・クエスチョンに関して、KPI となる「まちづくり

指標」を市民と行政がともに活用する制度設計がなされたといえる。 

 

6.1.3. 1—③情報公開がなされ、市民と行政職員が協議をすることで信頼関係が構築されて

いるか 

インタビュー調査の結果から、市民と行政の信頼関係の構築には情報開示が重要である

ことが明らかになった。 

 元市民参画推進委員らは、「一緒にまちづくりを考えましょう」と言われて委員になった

ものの、自分たちに何ができるのかわからず皆半信半疑だった。そのため、当初は双方が不

信感を抱いていたと複数の関係者がインタビューで述べている（C1、C2、C3）。東海市の

現状を把握するため、元市民参画推進委員らは自ら担当課を訪れてヒアリングを実施した。

当初職員に「オンブズマンが来た」と抵抗感を露わにされたり、「あの資料を出せ、あれを

見せろと何様のつもりだ」と反感をかったりすることもあったという（C1）。このことから、

当初は行政側が市民に対し情報開示に消極的であったことが伺われる。実際に職員へのイ

ンタビューでも、「まちづくり指標や役割分担値を作成するにあたり、どうしても行政の情

報提供が必要だった。また行政側の意見を反映させるためにも「意見交換をする」という主

旨で関係する各部署から職員を出してもらい、部会に参加してもらったが、最初の 2、3 回

は職員からの発言が全く無かった。それまでは、そういった市民会議に出席すると文句を言

われるだけだったので、市民に対してなるべく情報は開示せず、会議では多くを語らないよ

うな慣習があった」と述べている（G1、G2）。 
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 しかし回を重ねるにつれ、それでは出席する意味がないことに気づき始め、話し合いのな

かで市民の行政に対する不信感は情報が共有されていないからだと職員が感じるようにな

った（G1）。また、助役が市民参画推進委員は今までの要求型の市民ではなく、議論をする

相手であるということを各部長に説明したことで、会議に参加する職員の発言が増えてい

った。そして行政の政策情報を市民に分かり易い形で開示することで市民の行政に対する

理解が深まり、1 年半後には対等な議論ができるようになったという（G2）。 

 また市民と職員との協議において、「まちづくり指標」がコミュニケーション・ツールと

しての役割を担ったことも重要な点である。成果目標（重要生活課題）の進捗状況を評価す

るまちづくり指標は市民と職員の「共通のものさし」であり、市民はまちづくり指標を介し

て行政と同じ土俵に立つことができたと元市民参画推進委員、元まちづくり市民委員らが

インタビューで述べている（C1、C2、C3）。元市民参画推進委員の一人からは、職員との

議論は回を追うごとに楽しくなり、いつしか人としてお互いの距離が縮まったとの発言も

あった（C3）。協議では、成果目標（重要生活課題）以外の議論はしないということが市民

と職員の共通の認識であり、指標の数値（情報）を行政が開示し、市民と共有することで市

民と職員の議論がより深まっていった（C1、C4、G1、G2）。ある職員は、「本当の協働・共

創は、市の情報を共有したうえで役割分担をすることだと気づいた」と述べている（G1）。

積極的な情報開示による透明性の確保と指標という「ものさし」の共有が、市民との協議に

は不可欠であることを職員が認識していったことがよみとれる。 

 これらのことから、情報開示による透明性が確保されたことで、市民と職員の積極的な議

論への参加が促されたといえるだろう。そしてまちづくり指標を活用することで、市民と職

員の理性的な協議が深まり合意形成が実現した。それは、市民が「職員が変わった。それま

では要望を受けるだけの行政だったが、政策議論ができるようになった」（C1、C2、C3）

と感じ、職員も「市民は、文句を言う役割ではないというスタンスを大切にしていた」（G1、

G2）とお互いの変化を述べていることからも、双方の信頼関係が築かれていったためだと

思われる。したがって、1-③のリサーチ・クエスチョンに関して、策定プロセスでは情報公

開がなされ、市民と行政職員が協議をすることで信頼関係が構築されていったといえる。 

以上のことから、策定プロセスにおいては、行政経営に総合計画を活用するしくみづくり

と協働のプロセスの制度設計が実現されている。東海市の事例は、総合計画を活用するしく

みづくり関しては市長のリーダーシップが必要不可欠であったといえる。市長のマニフェ

ストは、協働・共創のまちづくりというテーマによって、全く新しい総合計画策定という決

断に反映され、策定プロセスの初期の段階から市民参画推進委員会をパートナーシップ組

織と位置付けて、その活動を総合計画策定委員会に認知させ、総合計画策定と連動させたこ

とが注目すべき点である。また、協働のプロセスを構築するために重要となったのは、市民

のニーズ調査である政策マーケティングの実施によって 38 の生活課題を設定したことと、

KPI となるまちづくり指標を策定したことである。生活課題は総合計画の成果目標（重要

生活課題）として活用され、まちづくり指標は理性的な市民と職員の議論を喚起させ、行政
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側の情報開示を促した。指標の情報を共有することで市民と職員の議論が深化してお互い

に信頼関係が築かれていったといえる。 

 

6.2. 運用のしくみ（ロジック・モデルの活用） 

6.2.1. 2—①計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジメントに活用されている

か 

a.  目標達成のための有効な施策の選定で活用されているか 

東海市のツリー型ロジック・モデル（5.1.4.参照）が開発された最も大きな理由は、第 5

次東海市総合計画の策定プロセスにおいて一番初めに成果目標（重要生活課題）を設定した

ことにある。すなわち、成果目標に対して現在の状況を分析し、施策の評価をするためのツ

ールが必要となったのである。同時に、まちづくり指標の活用の場として年に 3 回開催さ

れるまちづくり大会（5.1.3.参照）は、成果目標に対して施策が成果をあげているかどうか

を評価し、施策の成果に対して実施している事業が貢献しているかを見直し、より貢献でき

る新たな事業提案を市民が行い、それに対して行政がどのように対応するかを確認すると

いう協働のマネジメント・サイクル（PDCA）の構築を目指すものであった。しかし、行政

が行っている施策が成果をあげているかどうかを判断し、実施されている事業が施策に貢

献しているかを評価するためには、目標に対してそれぞれの手段が論理必然的になってい

るかを客観的な視点で検証することが重要であった。こうした背景によって、「成果目標が

スタート地点である」という発想が生まれたのである。 

これまでもロジック・モデルは様々な場面で物事が論理必然的になっているかを検証す

るためのツールとして使われてきたが、出発点は「インプット（資源投入）―活動（事業）」

であった（3.3.2.参照）。これは、実施する活動（事業）がどのような成果を生み出すかとい

うことを検証するには有効であるが、「目標の達成には何をすることが最も効果があるのか」

という発想から見た場合は全体を把握することができず、限界があった。そのため、アメリ

カではバックキャスティングの手法を用いたロジック・モデル、すなわちセオリーオブチェ

ンジ（ToC）が開発されたのである（3.3.3.参照）。したがって、多くの自治体で行われてい

る事務事業評価システムにおいて、事業そのものを見て継続・廃止を判断するために単線型

のロジック・モデルを活用することは可能かもしれないが、成果目標に対して施策が成果を

上げているか、また施策に貢献するという観点から事業全体をみて各事業に優先順位をつ

けたり、成果が見込まれない事業を廃止するという判断をするためには活用できないとい

うことである。したがって、マネジメント・ツールとして開発された東海市のツリー型ロジ

ック・モデルはいわばセオリーオブチェンジ（ToC）であるといってもよいだろう。 

東海市では、毎年 4 月に施策・単位施策評価が行われ、各課では評価結果を企画政策課に

提出する。2007 年度には施策評価のヒアリングの際に、指標の改善がみられない施策・単

位施策を中心に、ロジック・モデルをもとに説明することになっていた。6～7 月に企画部

長名で各課に対して実施計画事業計画書の提出が依頼される。実施計画事業の提案にあた
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っては、施策・単位施策評価の指標の推移と向上の余地の分析、および次年度の方針や事務

事業の改善の方針に基づいて行うよう求められた（児山 2013b、p. 54）（G3）。また同時期

に、53 施策をすべてロジック・モデルで整理して 53 施策のどこに改善がみられ、どこが停

滞・悪化しているかを検証し、施策評価委員会で重点施策、最重点施策、重点指標が決定さ

れた（G2）。2008、2009 年度に最重点施策に関して、施策の改善策についてロジック・モ

デルを使用して説明し、提案することが求められていた。2008 年度には重点施策改善シー

トを作成し、ロジック・モデルを使用して施策の改善に関する各課の考え方を説明すること

が求められた。重点施策改善シートは、まず施策・単位施策の評価と改善策の概要を明記し、

ロジック・モデルにおける直接の結果―短期成果―中期成果―長期成果のそれぞれに評価

を記入する。次にロジック・モデルに従って既存の事務事業群を見直し、新規に提案する実

施計画事業とその評価、目標とする指標の数値などを記入するものである。具体的には、現

在実施されている事務事業群で不足している内容はなにか、また新規に提案する事業がど

のように有効なのかの考え方を明確にして、提案する実施計画事業の名称と活動内容―直

接の結果―短期成果―中期成果―長期成果と、目標とする指標（短期・中期・長期）とその

数値を記入することになっていた（児山 2013b、p. 54）。2009 年度は、最重点施策につい

てロジック・モデルを活用した有効性評価を基に指標の改善に有効な事業の提案が求めら

れた。また事務事業の改善と指標の向上を目的として、最重点施策に係る主管課と関係課の

職員を対象に施策別検討会が開催され、ワークショップ形式でロジック・モデルの作成・点

検の研修を実施した（児山 2013b、p. 54）。 

 以上のことから、2-①a.の問いに関し、企画政策課が先導してロジック・モデルを活用す

るしくみを制度化も含めて確立しようと努力したことが窺い知れる。実際に 53 施策すべて

をロジック・モデルで整理し、目標達成のための有効な施策の選定で活用するという試みは

されていた。しかしインタビュー調査で判明したのは、53 施策すべてに対しロジック・モ

デルを策定したが、見直しにはあまり活用されていないということである（G3）。また、ロ

ジック・モデルはマネジメント・ツールとして活用することが目的であったにもかかわらず、

企画政策課でも多くの職員が事務事業評価に活用するものだと理解していた。そのため

2000 近い事務事業の見直しすべてに指標を設定してロジック・モデルを活用することは作

業量が膨大になり、職員たちが抵抗しているとのことであった（G3）。また、ロジック・モ

デルは見直すことでより良いものに改良していくものでもあるが、最初につくったものを

そのまま使うということが踏襲され、ロジック・モデルを活用して行政経営の効率化を目指

すという当初の目的は形骸化していった。 

 

b.  施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくりに貢献しているか 

a.で述べたように、ロジック・モデルを活用して重点施策が決定されており、重点施策か

ら予算配分の順番を決定し、施策ごとに予算枠が決められる。また個々の事務事業について

は、成果が見込まれる事業の優先順位を決めて枠内で調整している（G2）。その際にまちづ
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くり指標を活用し、指標の趨勢の分析を行うとともに、社会環境の変化等からみた評価、お

よび単位施策の目標達成への貢献度や成果が見込める余地などの観点から、単位施策内の

事務事業の優先順位や改善の方向性を確認している（G1、G3）。こうした作業を経て、実施

計画計上事業の内容についてヒアリングをおこなうという流れになっている。このような

施策評価―実施計画―予算編成への流れを確立することで、施策評価が実施計画を通じて

予算編成に反映されることを狙って制度設計された（G3）。施策評価の作業は分析力が必要

であり、手間もかかる。施策評価が実施計画の核となり、延いては予算編成に反映されるこ

とが、担当課職員の施策評価に取り組む動機づけになる（G3）。したがって企画政策課では、

ロジック・モデルを活用して施策・単位施策の目標達成に繋がる説明になるよう手順を工夫

し、限られた時間配分のなかで施策評価のヒアリングを位置づけた。単位施策は複数課を跨

いでの事務事業で構成されており、目標達成に向けて、関係課間の協議が必要不可欠であっ

た。このため企画政策課では、単位施策主管課に、課内および関係課間の協議をするよう働

きかけたという（G1、G3）。 

以上のように、2-①b.の問いに関し、施策評価でロジック・モデルが活用されることで、

施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくりに貢献している。その一方で、ロジッ

ク・モデルが活用されていない側面も明らかになった。東海市では単位施策に予算をつけて

おり、見直しをして成果が出ていない理由について分析しているが、事務事業そのものは見

ていない。各事務事業については、うまくいっていない事業について担当課で調整するとい

うスタンスだが、この方式だと担当者が説明しやすい指標を見つけてくる。なぜその事業を

やると成果が見込まれるのかということを説明できなければ意味がない（G2）。このことか

らも、成果目標（重要生活課題）から始めて長期成果―長期目標―中期成果とバックキャス

ティングで遡るラインと、逆に事務事業から始めて中期目標までをロジックで繋げて 2 つ

のラインを合体させるというツリー型ロジック・モデルの作成方法が職員に浸透していな

いことが窺われる。 

以上のことから、ロジック・モデルは計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネ

ジメントにおいて活用可能なツールであるとはいえるだろう。一方で、マネジメント・ツー

ルとして全庁舎でロジック・モデルを活用するという試みは、持続可能なものとはならず、

2010 年度以降はロジック・モデルを活用する制度は見られなくなった（児山 2013b、p. 55）。

その理由として明らかになったのは、ロジック・モデルの役割について市職員の理解が十分

に浸透しなかったことが一番の理由であるとともに、実践の場においてロジック・モデルの

習得には時間がかかり、また作成にも手間がかかるということが挙げられる。担当課として

企画政策課ではロジック・モデルにいち早く取り組み、実際に作成して自分たちが他の部署

の職員をサポートできるような体制を目指したが、職員が日常の業務をやりながらロジッ

ク・モデルをつくることは業務が増えることになり抵抗感があったという（G3）。理念別に

施策体系を組むことで、分野横断的な施策によって、予算編成の際には縦割りを越えた関係

課同士の話し合いが促進されることが期待されたが、課を跨いでの話し合いは徐々に減っ
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ていき、結局途中から分野別の施策体系に作成し直すことになった（G3）。 

 

6.2.2. 2—②参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツールとして活用されてい

るか 

a.  毎年「まちづくり指標」を測定して施策を評価することで進捗状況を市民と行政がと

もに管理しているか 

評価の大会では、市長による現状の報告として、まちづくり指標の数値が改善／悪化した

ものの比率などが簡潔に紹介され、まちづくり市民委員会と行政の双方から、指標の数値の

推移から、改善／悪化の評価や原因の分析を通じて今後の課題や方策などを記載した評価

書80が提出された。これらの評価書をもとに、全体会や分科会で、まちづくり市民委員、市

職員、一般市民等の間で意見交換が行われた（児山 2008、p. 61）（東海市まちづくり市民

委員会活動のまとめ、p. 6）。 

 提案の大会では、まちづくり市民委員会から、提案事業の内容や効果を記載した提案書が

提出され、各部会が発表した。提案書は経年的統計データを主な根拠に、ロジック・モデル

を用いてその提案事業が最終成果にどう繋がるのかを整理して発表を行った。2006 年度と

2007 年度の提案書には、提案事務事業―活動―直接の結果―短期成果―中期成果―長期成

果―最終成果の関係を示したロジック・モデルが掲載された（児山 2008、p. 62）。 

 確認の大会では、提案の大会で発表されたまちづくり市民委員会の提案事業について、行

政からどのように対応するか（予算への反映等）や他団体への働きかけなどを記載した確認

書が提出された（児山 2008、p. 62）。市民側からの提案事業に対して行政側の考え方とし

ては、生活課題の改善に向けて貢献性があるか否かを検討し、貢献性がある場合は税金を投

入しても問題がないかどうか、問題が無い場合は予算をつけて実施が可能かどうか、他に類

似する事業がないかどうかの観点から採用／不採用を判断するとしている（玉村 2014、p. 

120）（G2）。 

 年 3 回のまちづくり大会を継続して実施していく過程で、まちづくり大会の場だけでな

くその前後の部会においてもまちづくり市民委員と市職員の意見交換が積極的に行われて

おり、市民と行政がまちづくりについて建設的に議論できる場が形成された（玉村 2014、

p. 121）。また各部会では、ロジック・モデルが総合計画のコミュニケーション・ツールと

して活用されている。会議では総合計画の事以外は話さない、時間は 2 時間と決められて

いた（G2）。また部会は主に夜間（19:00 以降）に行われ、まちづくり市民委員は仕事が終

わってからボランティアで参加していたが、市の職員は職務命令で出席しており有給だっ

た。しかしそのことも行政の考え方を説明し、市民が理解できるようになった。以前では理

解してもらうこと自体が考えられなかったと市職員のインタビュイーは述べている（G2）。 

市民は、提案内容の中身を充実したものにしていく過程で、各委員が情報を共有し内容を

 
80 まちづくり市民委員会からは、『まちづくりの進み具合の確認表』、行政からは『施策の進み具合一覧表』が提出さ

れる。 
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理解して合意していくことが重要だという共通認識があった（C1、C2、C3、C4）。そのた

めにロジック・モデルを活用して事業の論理性を整理し、提案事業がより説得力のあるもの

になるよう協議を重ねた。市民が自ら提案事業をまちづくり大会でプレゼンテーションす

る、というローテーションは 10 年間継続して実施された。年 3 回のまちづくり大会の準備

は、仕事をもちボランティアで活動している市民にとって時間的な制約があり、スケジュー

ル的に厳しいものがあったが、やりがいのあるものだったと多くのインタビュイーが述べ

ている。また、こうした機会がないとロジック・モデルが自分たちのものにならないため、

事務局では何が何でもやるという気持ちだった、という意見もあった（C5）。市民がロジッ

ク・モデルの特徴を理解して、活用している状況がみてとれる。以上のことから、毎年「ま

ちづくり指標」を測定して施策を評価することで進捗状況を市民と行政がともに管理して

いるといえる（市民の事業提案と行政の対応については表 5-10 参照）。 

 ロジック・モデルに対する市民の評価はロジック・モデルの習得度・理解度と関連してい

ることがインタビュー調査で明らかになった。準備段階から市民参画推進委員として関わ

り、第 5 次東海市総合計画の開始と同時にまちづくり市民委員に移行した市民や、そうし

た市民委員と一緒に活動した市民委員は皆、ロジック・モデルの有用性を高く評価している。

インタビューでは、「東海市がこれだけ変わったのはロジック・モデルを使ってきたからで

ある」（C1）、「初期の目的、財産、政策をチェックして、進捗状況を分析して事業提案する

という過程を、ロジック・モデルを使って検証することが重要だ」（C2）、「行政と議論する

ために有効なツールであり、何をしてきたか、何をするべきかを話し合える」（C3）、「東海

市の大きな特徴は、ロジック・モデルでの検証を行政は行政で行い、市民は市民で行う、そ

して結果を突き合わせることができる。これで双方の意識が変わった」（C2）など、好意的

に述べている市民が多い。また後から市民委員になった市民の中には、「まちづくり市民委

員会は指標を作っていることがよいと思った。根拠をもって行政と話しができる。手法がし

っかりしているのでやってみたいと思って公募した」（C3）という意見や、「実際に委員に

なると PDCA のしくみができていた。最初にしくみをつくったことがよかった」（C4）と

いう意見があった。一方で、2008 年ごろから第 5 次東海市総合計画策定当時を知る市民委

員がいなくなり、事務局が様変わりしたという意見や、元もとは市民と行政の理性的な協議

による提案型の会議だったが、だんだん要求型の会議になっていったという意見もあった

（C1、C5）。2009 年からまちづくり市民委員になり、第 5 次東海市総合計画満了まで委員

を続けた市民は、市民委員になって最初にロジック・モデルの研修を受けた。習得している

市民委員が積極的に原案を作成して、皆で確認するという形式だったという。しかしその後

総会でロジック・モデルは現行の活動のなかで取り入れるのはそぐわないとの意見が市民

から出たという（C4）。またまちづくり市民委員会会長から、ロジック・モデルはやっても

しょうがないとの発言があったが、事務局では「総会で決まったことであり、研修の予算も

ついている。やらなければならない」と説得したという（C4、C5）。まちづくり市民委員会

では毎年予算をつけて、ロジック・モデルの研修をしていたが、最後の 2 年は研修を取り止
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めにしてしまった。その理由について、元まちづくり市民委員の一人は、ロジック・モデル・

シートを考える時には「広い視野」を持っている必要がある。広い視野から絞っていくとい

う、論理を駆使する能力が我々にはない。行政がやるものだと思ったという（C4）。このこ

とから、当初は有効なツールとしてまちづくり市民委員会で活用されてきたロジック・モデ

ルも、第 5 次東海市総合計画策定時を知る委員がいなくなり、新しい委員はロジック・モデ

ルを習得できずにその役割を理解できないまま、徐々にロジック・モデルの活用が形骸化し

ていったことが窺われる。 

一方、行政側からは、情報の共有化という観点から、総合計画全体が見えるツリー型ロジ

ック・モデルは意味があったという意見や、成果志向型の行政経営とするために成果が見込

まれる事業の組み立てを行う上で有効なツールであるが、市民側には難しいと思うといっ

た意見があった。また行政にとっては施策の評価を見るうえで必要だが、市民にとっても必

要なのかといった意見もあった（G1、G2）。また、生活課題とまちづくり指標との関連を理

解している市民は、ロジック・モデルを理解して、活用しながら提案できる。ロジック・モ

デルを使うと、東海市のこの課題についてこういう事業をやると課題解決に貢献できる、と

いう説明が成り立つため説得力が違う。しかし市民の中には、自分のやりたいことありきで、

それがまちづくりに繋がればよいという発想の人もいる。そうすると提案内容と成果目標

との論理的な繋がりが結びつかないといった意見もあった（G2）。 

 

b.  市民の評価が新たな事業に反映されているか 

 市民の提案事業とそれに対する行政の対応については、表 5-3 で整理している。ここでは

ロジック・モデルを活用した市民の評価が新たな事業に反映されているかについて、予算編

成への影響の観点から考察する。 

任期中すべての部会に出席し、それぞれの部会運営に関わった元事務局長の証言から 1つ

の重要な点が示唆された。それは、生活環境部会の提案に対し特に行政の対応が応答的であ

ったという点である（C5）。この背景には、東日本大震災以降市民と行政が共に防災に対す

る意識が特に高まったことがあげられるが、生活環境の課題解決が予算に直結するものが

多いということも理由の 1 つである。他の部会、例えば都市基盤等は専門性が高いため市

民目線での提案というよりも陳情的な話になりがちであることや、教育分野の課題解決に

は、市民と行政以外の組織（教育委員会、校長会、PTA、コミュニティなど）が関係しそれ

らの協力なしには実現ができないことなど難しい問題が浮き彫りになった（G1）。 

 また議事録を精査すると、生活環境部会では防災に関する事業提案を行うために、ロジッ

ク・モデルをもとに中期成果において「自助」「共助」「公助」と分けてそれぞれの課題解決

策を具体的に話し合っており、また防災安全課や企画政策課とのヒアリングも部会で何度

も行っている。こうしたことからもロジックが説得力のあるものになっていく過程が読み

取れる。実際に生活環境分野においては、生活課題を改善するために行政側の応答的な対応

が顕著に表れており、重点的に財政支出を行う姿勢がみられる。この点について、予算編成
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への影響を検証する。 

 

予算編成への影響 

市民の評価が市の財政支出に対し影響を与えたかどうかを検証するために実証分析81を

行う。実証分析によって明らかにするのは、行政とまちづくり市民委員会それぞれによる

「良好でない」という施策の評価が当該施策の財政支出を増やしたのか、というものである。   

分析は、東海市の 2004～2011 年のパネルデータを用いたパネル分析である。ラグ付き変

数を含むため分析期間は 2005～2011 年である。被説明変数は評価対象となる総合計画の

53 施策の決算額82 、説明変数は行政による施策評価とまちづくり市民委員会による生活課

題評価のダミー変数、コントロール変数として市全体の歳出額を用いた83 。施策評価のダ

ミー変数は「良好でない」という評価を 1、それ以外の評価を 0 とし、生活課題ならびに施

策の進捗状況を「良好でない」とした評価が、当該分野の財政支出を増やしたかを検証する

（海川・渡邉 2016）。 

モデルは以下のような回帰式の形をとる。 

 

BUDGETi,t = Ct+β1GYOSEI_HYOKAi,t-1 

 +β2SIMIN_HYOKAi,t-1 

+β3EXPENDITURE_TOTALt+ui,t 

 

BUDGET は施策単位での決算額（＝財政支出）である。GYOSEI_HYOKA は行政によ

る施策評価のダミー変数（良好でない＝1、良好または現状維持=0）とし、SIMIN_HYOKA

は市民による生活課題評価のダミー変数（良好でない＝1、良好または現状維持=0）とする。

EXPENDITURE_TOTAL は東海市全体での歳出額である。（C：定数項、u：かく乱項、i＝

1～53：施策、t=2004-2011：年） 

53 施策のうち 11 施策については、行政の判断で足した施策であり行政のみで評価を行

っているため、市民評価のダミー変数を除いた分析を行う。また、53 施策のうち欠損値を

含む 2 つの施策についてはデータセットから除外した。従って、施策全体への市民評価と

行政評価のそれぞれに対する財政支出の分析（表 2 の分析（1））は、ダミー変数を含むクロ

スセクション数が 40 である。行政が足した施策に対する行政評価に関する財政支出の分析

（表 2 の分析（2））は、ダミー変数のみのクロスセクション数が 11 である。パネルサンプ

ル数は分析（1）が 280、分析（2）が 77 である。 

 
81 実証分析は Eviewws7 を使用した（海川・渡邉 2016、p.65、注 9）。 
82 施策レベルの決算額データは、東海市への情報公開請求の結果提供された 2006 年～2011 年のデータを用いている

（海川・渡邉 2016、p. 65、注 10）。 

83 評価は年度を跨いで行われるため、支出に影響を与えるとすれば翌年度の決算分になる。したがって、評価のダミ

ー変数は一期前のラグ付き変数を用いた。また財政規模が拡大したことによる影響を考慮するため、コントロール変数

として市全体の歳出額を加えた（海川・渡邉 2016、p. 65、注 11）。 
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市民の評価を反映した予算編成を行ったかどうかを検証した結果、主として 2 つの重要

な知見が得られた。第一に、表 6-2 分析（1）の結果から、行政が「良好でない」と評価す

ると当該施策への財政支出が増えているのに対し、市民が「良好でない」と評価すると財政

支出が減少している。これは、行政が内部評価には支出を増やして課題の解決にあたる傾向

にあり、市民の評価に対しては「税金の無駄づかい」という批判への対応という側面がある

ためではないかと考えられる。市職員へのインタビューでは、「協働」が最優先事項であり、

市民提案と同じような事業があれば廃止、縮小していると述べていることからも、財政支出

の減少として現れている可能性がある。しかし、この結果が市民の評価と連動しているかど

うかは定かではない。 

第二に、表 6-3 で示した分野別の分析結果から、生活環境分野においてのみ、市民が「良

好でない」と評価すると当該施策の財政支出が増えることが明らかになった。このことから、

生活環境分野については他の分野と違って市民の評価が予算を増やす84という影響を及ぼ

しており、生活課題を改善するために重点的に財政支出を行うということがくみ取れる。   

生活環境分野の生活課題は大気・水環境の浄化化、廃棄物処理、防災・防犯といった問題

を含んでおり、こうした市民生活と密接に関わる課題への市民の評価に対しては行政が敏

感に反応することが伺える。実際に施策評価の主観指標（市民の満足度）については、市民

調査票調査を毎年行っており、指標の推移を社会環境の変化等からも分析し、改善がみられ

ないものは中身の事務事業の見直しを行っている（G3）。 

 

 

表 6-2 全分野を対象にした施策に対する財政支出の分析結果 
(Dependent Variable: BUDGET, Sample (adjusted): 2005-2011) 

 

（注）係数下のカッコ内の数値は t 値。 

（出所）海川・渡邉（2016、p. 63） 

 

 

 
84 一方で今回は多くの説明変数の係数は統計的な有意性は得られなかった。この理由について、被説明変数である施

策単位での決算額の中には複数の単位施策の予算が含まれているというデータ上の制約が挙げられる（海川・渡邉 

2016、p. 65、注 12）。 

　 分析(1) 分析(2)
C 352594.70 -173302.40

(1.12) (-0.23) 
GYOSEI_HYOKA(-1) 5619.76 326013.00

(0.11) (2.69)
SIMIN_HYOKA(-1) -53996.39

(-1.06) 
EXPENDITURE_TOTAL 0.00 0.02

(0.41) (1.01)
    Adjusted R-squared 0.85 0.90
    Durbin-Watson stat 1.81 0.79
    F-statistic 39.33 55.54
    Cross-sections 40 11
    Total panel (balanced) 280 77
　　Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) 
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表 6-3 分野別の施策に対する財政支出の分析結果 
(Dependent Variable: BUDGET, Sample (adjusted): 2005-2011) 

 
（注）係数下のカッコ内の数値は t 値。           

（出所）海川・渡邉（2016、p. 64） 

 

 

次に市民のみが「良好でない」と評価した施策に対して行政の対応がどうであったかを東

海市のデータと市民委員会の報告書により検証する。 

表 6-4 は、年度順に見た市民と行政の施策に対する評価の推移である。市民のみが「良好

でない」と評価した施策の数は、第 5 次東海市総合計画のスタート時より減少傾向にある

といえる。これは、総合計画が年度を重ねるにつれ市民と行政との協働が実質化し、双方の

意見の隔たりが少なくなってきたためだと考えられる。 

 

 

表 6-4 まちづくり市民委員会と行政の施策に対する評価 

年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

どちらも良好・現状維持と 

評価 
26 21 21 25 25 21 16 19 

どちらも良好でないと評価 0 3 6 4 3 4 11 5 

市民のみ良好でないと評価 14 15 12 10 10 11 7 9 

行政のみ良好でないと評価 0 1 1 1 2 4 6 7 

（出所）東海市のデータをもとに筆者作成 

 

 

次に、市民の評価が予算を増やす影響がみられた生活環境分野について、市民のみが「良

好でない」と評価した施策に対して行政が具体的にどう対応したかを東海市のデータとま

ちづくり市民委員会の報告書から確認したい。 

市民が特に複数年度に渡って提案してきたのが、「防災情報が十分に提供されて、市民の

　 生活環境 保健・医療・福祉 教育・学習 産業 都市基盤 市民参加

C 994648.90 -827285.10 -769276.80 183986.70 1259847.00 2256556.00
(1.04) (-1.73) (-0.89) (1.25) (1.35) (1.74)

GYOSEI_HYOKA(-1) -63128.01 19112.65 73178.19 10417.50 72344.72 123070.10
(-0.48) (0.24) (0.45) (0.57) (1.30) （0.56）

SIMIN_HYOKA(-1) 20965.48 -41470.05 -104922.90 -31876.64 -88984.49 -78090.91
(0.13) (-0.50) (-0.71) (-1.15) (-0.65) (-0.39) 

EXPENDITURE_TOTAL -0.01 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.05
(-0.48) (2.80) (1.52) (-0.35) (-0.76) (-1.36) 

Adjusted R-squared 0.82 0.91 0.93 0.73 0.74 0.79
 Durbin-Watson stat 1.74 1.23 1.05 2.34 2.77 1.81
  F-statistic 25.96 59.03 65.26 14.68 16.28 18
  Cross-sections 8.00 10.00 5.00 6.00 7.00 4
  Total panel (balanced) 56.00 70.00 35.00 42.00 49.00 28
　　Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) 
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防災意識が高い」（重要生活課題 5）に対する事業である。結果として、災害種別に地震・

液状化のハザードマップや標高を示したマップが順次作成され（2006 年度～）、「地域防災

リーダー育成事業」（2009 年度～）で、毎年 20 名ほどのリーダーが育成されるようになっ

た。さらに「自主防災会地震対策事業」（2011 年度）によって、地域防災マップ作成や防災

活動物品の整備の対象を拡充した。また同事業によって補助率を 5 割から 8 割まで引き上

げ、上限も当時の 10 万円から世帯数に応じて 20 万円～50 万円に引き上げられた。「標高

値お知らせ表示事業」（2011 年度）では、市内 207 ヶ所に表示板が設置された。2009 年度

より市内各地において運動会で防災種目が取り入れられており、2013 年度においては全て

のコミュニティで実施されている。また 2011 年度より市内各小学校・中学校では、学年ご

とにテーマを決めて防災に関する教育を行っている。 

以上のことから、ロジック・モデルの成果目標である重要生活課題について市民と行政が

議論を深め、意思決定に市民参加が実現している。特に「まちづくり指標」による事後評価

が新たな事業提案としてフィードバックされ、行政が市民の新たなニーズをくみ取ってい

る。特に生活環境分野において市民が「良好でない」と評価すると、それに対して行政が速

やかに対応している。また市民が目標達成のためにより有効であるとして提案した新たな

事業に対し、行政が予算措置をとっている。また定性的な調査から、ロジック・モデルを活

用することで、意思決定における対話のプロセスではコミュニケーションが促進されたこ

とが示唆された。つまり、市民と行政が共通の目標に向けて議論を重ねるうちに、まちづく

りに対する自分たちの役割についての意識改革が促された。そして、お互いへの理解を深め

ながら協働の相手としての信頼関係を築いていったことで、市民のニーズに応答的な行政

へと変化していったのである。 

 

6.3. 達成度評価 

 第 5 次東海市総合計画で設定している最終的な成果指標（2013 年度のめざそう値）の達

成に向けた進捗状況は、2011 年度末の時点で、目標を達成した指標が 21.2％、順調に推移

している指標が 34.6％、概ね順調に推移している指標が 10.9％で、全体の 6 割を超えてい

る85（表 6-5 参照。達成状況の判定区分については表 6-6 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 最終的には全体の 7割の指標が目標達成・順調・概ね順調となった（企画部部長へのインタビュー、2014/4/9）。 
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表 6-5 成果指標の達成度評価 

 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 7 をもとに筆者作成 

 

 

表 6-6 達成状況の判定区分 

目標達成 2013 年度末の「めざそう値」を達成した成果指標 

順調 
総合計画開始時点（2004 年度）より成果が向上かつ後期基本計画開始時点

（2009 年度）より成果が向上かつ昨年度より指標値が向上した成果指標 

概ね順調 

総合計画開始時点（2004 年度）より成果が向上かつ後期基本計画開始時点

（2009 年度）より成果が向上かつ昨年度より指標値が向上しているが、昨

年度より悪化した成果指標 

停滞・横ばい 
総合計画開始時点（2004 年度）より成果が向上しているが、後期基本計画

開始時点（2009 年度）より指標値が悪化した指標 

順調でない 
総合計画開始時点（2004 年度）より成果指標値が下回っている、悪化した

指標 

＊指標値が把握できないものは、比較不可として評価の対象としていない。 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p.7 をもとに筆者作成 

 

 

次に最終的な成果指標（2013 年度のめざそう値）の達成に向けた進捗状況を、「安心」「快

適」「いきいき」「ふれあい」「活力」の 5 つの理念別の状況でみると、目標達成・順調・概

ね順調の指標割合が「いきいき」は 78.6％、「ふれあい」は 82.4%で前年度に比べて達成状

況が大幅に改善された。その一方で「安心」が 65.5％、「快適」が 59.5％、「活力」が 45.5％

で、進展が見られなかった（表 6-7-①、②、③、④、⑤参照）。 
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表 6-7-① 理念別達成度の状況 

 
（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 8 をもとに筆者作成 

 

理念「安心」に関して、めざそう値達成への課題となる主な指標は、「シートベルト着用

率（後部座席）」、「低・無農薬農産物の出荷量・品目数」、「75 歳以上の高齢者のうち、あ

んしん電話登録世帯率」、「環境に配慮してマイカーの利用を工夫している市民の割合」な

どである。 

 

表 6-7-② 理念別達成度の状況 

 
（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 8 をもとに筆者作成 

 

理念「快適」に関して、めざそう値達成への課題となる主な指標は、「健康であると感 

じている人の割合」、「20 歳以上の特定疾病患者数」、「再生品やエコマーク商品をなるべく

選ぶ人の割合」などである。 
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表 6-7-③ 理念別達成度の状況 

 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 9 をもとに筆者作成 

 

 理念「いきいき」に関して、めざそう値達成への課題となる主な指標は、「市民一人当た

りのスポーツ施設の利用回数」、「英語の授業が楽しいと感じる児童・生徒の割合」、「学校が

楽しいと感じる児童・生徒の割合」、「15 歳～30 歳の若者の中で、伝統文化を継承している

グループに所属している人の割合」などである。 

 

表 6-7-④ 理念別達成度の状況 

 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p. 9 をもとに筆者作成 

 

理念「ふれあい」に関して、めざそう値達成への課題となる主な指標は、「地域活動・ボ

ランティア活動に参加している 30 代の割合」「この 1 年でルールを守っていない子どもに

注意をしたことのある人の割合」などである。 
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表 6-7-⑤ 理念別達成度の状況 

 

＊統計データの関係で指標値が把握できず、以下の指標は評価に含まれていない：「市場占有率が全国 10

位以内の産物の数」、「市場占有率が県内 5 位以内の産物の数」、「事業所統計の卸・小売業・飲食店・サー

ビス業の店舗数」、「商業統計による売上高」、「市街化区域内の有効利用率」 

（出所）第 5 次東海市総合計画施策（まちづくり）達成度報告書平成 23 年度版、p.10 をもとに筆者作成 

 

 理念「活力」に関して、めざそう値達成への課題となる主な指標は、「農産物の出荷額」、 

「お気に入りの飲食店ベスト 5 の内、東海市内の店の数」、「お気に入りの商店ベスト 5 の 

内、東海市内の店の数」、「市内の商店街で主に買い物をする市民の割合」、「商工会議所の 

会員数」などである。 

それぞれの理念についてめざそう値達成への課題となる主な指標に着目すると、目標達

成・順調・概ね順調を足した割合が 8 割前後に達している理念「いきいき」と「ふれあい」

については、「いきいき」の課題となる主な指標は、市民のスポーツ施設利用に関すること

や、児童・生徒の学習問題、そして若者の伝統文化継承に関するものである。「ふれあい」

の課題となる主な指標は、30 代の地域活動への参加に関することや地域で子どもを見守る、

育てるといった課題についてである。これら目標達成できなかった指標は、行政が行う施策

だけでは改善が難しいものでもあるため、学校や市民の地域活動（NPO やコミュニティ、

町内会など）といかに連携して課題解決に取り組むことができるかが鍵となるだろう。一方、

目標達成・順調・概ね順調を足した割合が比較的低い理念「安心」、「快適」、「活力」の 3 つ

については、まず「安心」の課題となる主な指標のうち、「低・無農薬農産物の出荷量・品

目数」に関しては農業従事者との連携が必要である。またシートベルト着用率や、高齢者の

あんしん電話登録世帯数、環境に配慮したマイカーの利用といった課題については、改善の

余地があるだろう。次に「快適」については、「健康であると感じている人の割合」、「20 歳

以上の特定疾病患者数」といった市民の健康に関する課題が残っていることが読み取れる。

健康とともに「再生品やエコマーク商品をなるべく選ぶ人の割合」といった環境配慮行動に

ついては、行政だけでなく市民や事業者と連携して取り組むことが効果的であると考える。

「活力」については、「農産物の出荷額」は農業従事者との連携が必要であり、また「お気
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に入りの飲食店」や「お気に入りの商店」など、市内の飲食店や商店街、地元の企業と協働

して市民にとって魅力のあるまちづくりを目指す必要があることが示唆された。 

以上のことから、第 5 次東海市総合計画は、成果指標の達成度からみて、持続可能なまち

づくりにおいて一定の成果をあげたといえるだろう。また、めざそう値達成への課題となる

指標を全体的にみても、目標達成できなかった課題は、役割分担を明確にして様々なステー

クホルダーが協働して課題解決に取り組む必要があることが明らかになった。 

 

6.4. 参加と経営 

本稿のリサーチ・クエスチョンを検証した結果、第 5 次東海市総合計画は、持続可能なま

ちづくりの方法論として参加と経営の双方が実現した協働型マネジメント・サイクルを構

築したことが明らかになった。またその過程で、ロジック・モデルをマネジメント・ツール

として活用することが、参加と経営の実現に貢献することが示唆された。ここでは、総合評

価のまとめとして、京都市の事例（詳細は序章「１．問いの所在」参照）と東海市の事例を

比較検討することで、参加と経営についてそれぞれの事例の成果はなにか、また限界はなに

かを考察したい。 

持続可能な地域社会を形成するために、自治体レベルで様々なステークホルダーが協働

して課題に取り組むという考え方の嚆矢はローカルアジェンダ 21 であった。ICLEI による

ローカルアジェンダ 21 の策定フローは、「1．パートナーシップの確立」をスタート地点と

してステークホルダーと地域のビジョン、すなわち目指すべき地域社会の姿を共有するこ

とから始める。次に「2．地域目標の課題分析」として、ビジョン達成に向けた課題の明確

化と詳細な分析を行う。そして「3．行動計画の作成」として、まず目標設定を行う。目標

を達成するために戦略とルールを確立し、行動指針を明確にする。そして「4．実施・管理

運営」として、行政のコンプライアンスによる行動計画の実施とパートナーシップ型のマネ

ジメント・システムを確立する。また、実施事業のモニタリングと点検によって進捗状況を

管理し、改善する。最後に「5．評価・フィードバック」として、適切な指標を用いた定期

的な評価を行うとともに、サービス提供者と受益者双方の評価結果を公表する。そして目標

に立ち返り、課題の分析や行動計画の見直しをする、という流れである。 

日本では、環境庁（当時）が主導してローカルアジェンダ 21 策定の国家的キャンペーン

を展開したが、ローカルアジェンダ 21 本来のプロセスを重視した協働のしくみの確立を実

現した自治体はほとんどなかった。その理由は、日本では環境庁（当時）が（財）地球・人

間環境フォーラムに委託して作成した「ローカルアジェンダ 21 策定ガイド」によって、日

本独自の「市民参加」のコンセプトが広まってしまったからである。そこでは、ローカルア

ジェンダ 21 は「市民等の参加を経て策定されること」とあり、その方法として、①推進会

議において決定する方法、②公聴会、懇談会等により意見を聴収する方法、③文書による意

見を公募する方法、④アンケート調査により意見を求める方法などが挙げられている（地

球・人間環境フォーラム 1995、p. 10）。これらの手法は、自治体で今も行われている行政
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主導で行う会議や業務への市民の参加であり、後に行政の基本計画策定の場に市民が参加

して政策をまとめるという、ある種特定された市民参加のかたちを普及させる結果となっ

た。したがって、日本ではローカルアジェンダ 21 本来の多様なステークホルダーの参加と

そのための情報公開や、計画の策定から実施・評価・改善のマネジメント・システム（PDCA）

の導入についての理解が不十分となったのである。 

 京都市が他の自治体と違う点は、環境庁（当時）主導のローカルアジェンダ 21 策定ガイ

ドに従わず、ICLEI の策定フローに基づいてローカルアジェンダ 21 のプロセスを構築して

いったことである。ICLEI の策定フローをベースに下記の点に注目して京都市と東海市の

事例を比較検討する。 

 

1．計画策定までのプロセス 

イニシアチブをとったキーパーソン 

パートナーシップ組織創設の過程 

明確な目標設定とその実現に向けた分野横断的な施策の展開 

2．運用のしくみ 

公的な議論の機会と行政の対応 

PDCA の構築 

アウトプットの創出 

 

 京都市のローカルアジェンダ 21 である「京のアジェンダ 21」の策定において、決定的な

役割を担ったのが環境 NPO である。その背景には、京都市が COP386の開催地に決まった

ことで国の予算が付き、行政側にローカルアジェンダ 21 に取り組まざるを得ない状況があ

った。また COP3 の開催が決定したことで、海外の事情に精通している環境 NPO の代表

は、「世界中から注目される京都市が、ローカルアジェンダ 21 の取組みをしていないこと

は恥である」として、ローカルアジェンダ 21 の策定を行政に直接働きかけていた（K-2）。

そのことを受けて、京都市が ICLEI に加盟したこともあり、担当課である京都市地球温暖

化対策室の元課長は、ICLEI（1996）の The Local Agenda 21 Planning Guide を和訳し

て、最初の段階であるパートナーシップ組織づくりに着手した。また元課長は、環境庁（当

時）のローカルアジェンダ 21 策定ガイドにも目を通したが、基本の柱が明確でなかったた

め参考にならないと判断したという（K-3）。つまり京都市の場合は、影響力のある NPOが

橋渡し的に働きかけてローカルアジェンダ 21 の策定が決定したのである。 

 それに対して東海市の第 5 次東海市総合計画策定においてイニシアチブをとったキーパ

ーソンは、初当選した市長である（4.1.2.参照）。市長が、自身のマニフェストを総合計画に

反映させるために構造改革に本気で取り組んだことが、協働型マネジメント・サイクルの構

築が実現した大きな理由である。市長は当初、市民参加のしくみをつくることが目的であっ

た。そこで、専門家の話を聞くよう職員を研修会に派遣した。研修会で職員は市民参加につ

いて相談すると、NPO 代表理事の大学教授から「行政経営のしくみを作ることが先決だ」

 
86 1997 年京都市で開催された第 3回気候変動枠組条約締約国会議。 
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と助言された。大学教授は、「自治体で流行りの「市民の声を聞いた」レベルの市民参加を

しても意味がない。PDCA を構築して、そこに市民を取り込むことが重要だ」ということを

説明した（N2）。報告を聞いた市長は、まちづくりの指針となる総合計画を作り直し、市民

のニーズに応答的な行政経営のしくみをつくることを決意した（G2）。つまり、東海市の場

合は行政経営 PDCA を構築することが大前提であった。一方で、市民参画推進システムを

構築するために市民参画推進室を立ち上げ、市民参加のしくみの検討にも着手した。そして

この時点では総合計画に関係なく、市民参画推進委員会を立ち上げたのである。 

 京都市は、パートナーシップ組織として検討委員会を立ちあげる際に、委員は公募ではな

く、NPO 代表、女性活動団体代表、企業、学識経験者など幅広い分野での人材を選定し、

地球温暖化対策室元課長が直接打診した。また京都市には審議会があるが、委員には専門家

が多く、「市民参加」が重点項目であるローカルアジェンダ 21 の理念にそぐわないと判断

し、1 から委員の選定をしたという（K-3）。打診を受けた市民は全員承諾し、検討委員会は

市民団体代表 7 名、事業者団体代表 5 名、学識経験者 8 名、行政職員 8 名の計 28 名の委員

で構成された。 

 東海市では、市長のマニフェストを反映した「協働・共創のまちづくり」をテーマに市民

参加のしくみづくりのためのパートナーシップ組織として市民参画推進委員会を立ち上げ

た。任期を 2 年とし、公募 25 名、コミュニティ代表者、商工会議所・農協の代表者が 22

名、学識経験者 3 名の計 50 名で構成された。学識経験者には、東海市職員から相談を受け

た NPO 代表理事の大学教授が入っており、市民参画推進委員会の代表に就任した（4.1.3.

参照）。 

 京都市のパートナーシップ組織である検討委員会は、1996 年 10 月に発足したが、その

第 1 回全体会議から部会の編成や会議の公開・非公開をめぐり委員の間で激論が交わされ

た（K-2、K-3、K-4）（高橋 2000、p.171）。計画のコンテンツに関して行政側の提案は、市

民・事業者・行政のセクター別に 3 つの部会に分け、部会ごとの縦割りでそれぞれの行動計

画の取りまとめを行い、全体委員会で調整するというものであった。既存のものに積み上げ

て、できることからやっていこうという趣旨だった。また、計画はあくまでも「新京都市環

境管理計画」に紐づけされたものであり、京都市が策定を進めている地球温暖化対策地域推

進計画で示される「二酸化炭素の削減目標」を達成するための行動計画という位置づけだっ

た（高橋 2000、p. 172）。すなわち当初「京のアジェンダ 21」は、他の自治体と同様に環

境に関する行政計画に紐づけされた行動計画として捉えられていたのである。また行政側

では、委員会は公開、各部会は非公開と提案した。これに対し、ローカルアジェンダ 21 の

ヨーロッパの事情に詳しい NPO 代表が、「既存のものではダメ。内容がなまぬるい。本気

でやろうとしているのか！」と激怒したという（K-2、K-3、K-4）。NPO代表の主張は、市

民・事業者・行政のセクター別の分け方ではなく、テーマ別に横断的に議論して、各テーマ

に市民・事業者・行政が、それぞれの立場で協働するパートナーシップ型のシナリオを描く

というものであった。すなわち、主体別に環境配慮行動指針を定めることが目的ではなく、
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生活様式や事業活動、物・エネルギー循環、交通・物流などの横断的なテーマについて、市

民・事業者・行政が協働で取り組む方向性を示すという、まさにローカルアジェンダ 21 本

来の環境・経済・社会の統合的な発展を目指すものであった（K-2）（高橋 2000、p.173）。

この主張が他の委員を動かし、「京のアジェンダ 21」の基本方針となった。また検討委員会

の会議は、1 年間（1996 年 10 月～1997 年 10 月）で 39 回開催され、それらはすべて一般

公開された。全体委員会だけでなく課題別の小委員会においても傍聴した市民の発言を認

め、市民の意見がアジェンダの提案項目の中に盛り込まれている（高橋 2000、p. 140）。 

東海市の第 5 次東海市総合計画は、「第 4 章 第 5 次東海市総合計画策定のプロセス」で

みてきたように、市民参画推進委員会が実施した政策マーケティングによって市民ニーズ

を反映した 38 の生活課題が総合計画に活かされて、5 つの理念別に成果目標（重要生活課

題）として設定された。この成果目標（重要生活課題）の中には、市民の関心が高い生活環

境に関するものが 7 つ設定されている（表 4-3 参照）。例えば、理念「安心」では、「大気汚

染、ばいじん、汚臭がなく空気がきれいである」や「下水道が整備され生活排水が適切に処

理されて川や海等の水がきれいである」などがあり、理念「快適」では、「まちや公園にご

みが落ちていない」や「ごみの減量化やリサイクルが進んでいる」などがある。またそれぞ

れの生活課題にまちづくり指標が設定されており、具体的には「降下ばいじんの量」、「大気

汚染基準値の達成率」、「下水道普及率」、「河川の BOD 濃度」、「市民一人当たりのごみの排

出量」、「ごみのリサイクル率」、「道路や公園にごみが目立つと思う人の割合」、「再生品やエ

コマーク商品をなるべく選ぶ人の割合」などの指標がある（表 4-6 参照）。すなわち、東海

市は環境分野だけでなく、様々な分野の成果目標（重要生活課題）が理念ごとに分野横断的

に設定されており、各成果目標（重要生活課題）に主観的・客観的指標が設定されている。

また、生活課題に対応する 39 の施策を市民施策として総合計画の施策に反映され、さらに

市長の政治理念やマニフェスト、行政として取り組むべきことを反映した 14 の行政施策を

足して合計 53 施策で第 5 次東海市総合計画は構成されている。 

 「京のアジェンダ 21」の特徴は、循環型社会の評価指標として、二酸化炭素排出量を採

用し、1990 年比で 10％以上の削減（以下、京都ターゲット）を目指す行動計画であると同

時に、市民・事業者・行政の 3 者が協働して取り組む方向性を示したパートナーシップ計画

であるということである。京都市の事例は、成果目標（京都ターゲット）の達成に向けた進

捗状況を、二酸化炭素排出量を「指標」として数値で管理するというものだった。 

成果目標である「京都ターゲット」の達成のために、「京のアジェンダ 21」の実行部隊と

して「京のアジェンダ 21 フォーラム」を設立した。「京のアジェンダ 21 フォーラム」は市

民・事業者・行政がフラットに参加する共同体であり、テーマごとのワーキンググループに

参加して主体的にプロジェクトを立ち上げ、自主的に活動していくことを支援する組織で

ある。この組織の中での行政の位置づけは、温暖化防止条例などに紐付けされている事業に

ついては事業主体として活動しているが、これは他のプロジェクトと同様の位置づけであ

り、市民・事業者と平等な立場であると認識されている。また事業主体の活動については、
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フォーラムと切り離して自律させる形態とした（K-1）。ワーキンググループが立ち上げた

プロジェクトのいくつかは事業として独立し、「京のアジェンダ 21」のアウトプットとなっ

た（序章「京のアジェンダ 21」参照）。京都市が特徴的であるのは、成果目標が「二酸化炭

素の排出量削減値」という環境に特化したものであったが、その達成のために分野横断的な

テーマで市民・事業者・行政が協働で実際に事業を立ち上げて、低炭素のまちづくりに貢献

しているということである。すなわち、PDCA の「実施 Do」の段階が際立っている。これ

は、影響力のある環境 NPO や女性市民団体といった実働部隊の専門家が検討委員会に入っ

ていたことが重要な要因だと思われる。実際にインタビュー調査でも、これらの市民団体代

表の委員は、会議において発言力があり、主導的な役割を担っていたとの証言があった（K-

2、K-3、K-4）。京都市の場合は、行政と市民が上意下達的な関係ではなく、行政よりもむ

しろ影響力のある NPO が橋渡し的にパートナーシップ構築に貢献したことで、ローカルア

ジェンダ 21 が目指した本来の協働が実現し、成果物も産出した。しかし、実際に活動する

ことに比重がおかれ、マネジメント・サイクルの構築といったことは後回しにされた感が否

めない。そのため持続可能なものとはならず、COP3 の高揚感が去り、支援している行政側

からもコストパフォーマンスを問われるようになったことから、メンバーからも「続ける意

味があるのか」という声が出始めるようになった（K-4）。また環境 NPO代表はマンパワー

の問題を挙げている。すなわち、京のアジェンダ 21 フォーラムの事務局はプロ集団でなけ

れば意味が無く、京都市の担当部署ではない他のセクションと交渉して実行に移すような

マンパワーがないとダイナミックな政策パフォーマンスを展開できない。つまり、市の各部

局がアジェンダの重点課題や具体的な活動（事業）の実現のためにコミットすることであり、

その体制を作ることが重要だとしている（K-2）。このことからも、環境分野に特化した行政

の取り組みという位置づけが「京のアジェンダ 21」の実施計画としての限界を示している。 

京都市の検討委員会の市民委員が実際に活動している市民団体の先鋭であるのに対し、

東海市の市民参画推進委員らは、「皆さんでまちづくりを考えましょう」と言われて委員に

なったが、自分たちにいったい何ができるのかと半信半疑だったと多くのインタビュイー

が述べている（C1、C2）。しかし東海市の場合は、ロジック・モデルをコミュニケーション・

ツールとして活用したことで、市民の意識が大きく変わったことがインタビュー調査で明

らかになった。その要因は大きく分けて 2 つあり、1 つは成果目標（重要生活課題）という

共通のテーマについて市民と行政が議論を重ねたことであり、もう 1 つは「まちづくり指

標」という KPI によって、市民と行政が共に客観的なデータに基づく事後評価を行い、そ

のことでお互いの考え方への理解が深まっていった点である。各部会での論点は成果目標

（重要生活課題）に絞り、他のテーマについては話し合わないとする暗黙の取り決めがあっ

たと市民側、行政側双方のインタビュイーが証言している。またロジック・モデルをつくる

ためには現状分析が必要であり、市民委員も担当課に進んで情報収集に赴くようになった。

また各部会には担当課の職員が出席し、市民と職員の議論の機会が創出されるとともに、情

報共有が促進されることになった。情報共有が進むにつれて、市民は行政の業務を知り、行
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政の立場を理解するようになった。行政側も、市民目線での提案の重要性を認識し、双方の

信頼関係が生まれ、対等な立場で議論ができるようになったと行政側、市民側双方のインタ

ビュイーは述べている。 

また、まちづくり市民委員にとってまちづくり指標はまちづくり市民委員会の根幹を成

すものであり、このツールが評価→提案の根拠となるものだと複数のインタビュイーが述

べていることからも、「指標」の重要性を市民委員が認識していることが窺われる。ロジッ

ク・モデルの活用によって、市民は行政経営のサイクルの中に組み込まれただけでなく、協

働のパートナーとしての自覚が芽生え、能動的にまちづくりに関わる本来の「参加」が実現

したといえるだろう。東海市の事例は、ロジック・モデルをコミュニケーション・ツールと

して活用することで市民と行政の対話の機会が創出され、またこうした対話の機会が総合

計画を柱とした行政経営に組み込まれることで、市民と行政の協働による PDCA が構築さ

れることを示唆している。 

一方インタビュー調査の中で、元市民参画推進委員や元まちづくり市民委員、元まちづく

り市民委員会初代会長からは、「行政のお手伝い」という言葉が何度も出てきた。また「協

働は理解できたが、現場で活動しなければ意味がない」(C1）、「実際に地域で活動すること

が大事だと思った」（C2）、「まちづくりの NPO が必要」（C1）といった意見が多数あった。

つまり、今回のまちづくりは行政に頼まれてやったことであり、自分たちの活動は自分たち

でやるものだというのである。実際に市民委員を辞めてから NPO を立ち上げて地域で活動

している人も数名いた（C1、C2、C3）。実際に行政側からも「行政が主導してしまった感

はある」といった意見もあった（G1）。市民側のインタビュイーから、「市民委員の皆さん

と話をすると、皆さんの不満は「市民委員会は動くべきではないか」「まちで活動しなくて

もよいのか」といった意見が多数出てきた。まちづくり市民委員会はそういう機関ではない

と言い続けてきた」との発言や、「活動をしたいのなら平行して別に立ち上げればよい。棲

み分けをきちんとしなければいけないと説得してきた」といった証言もあった（C1、C3）。

このことから、多くが最初は何をすればよいのか分からず半信半疑だった市民が、行政経営

に関わることで、「自分たちでできることは自分たちでやるべきだ」という意識に変わって

いった市民が多数いることが判明した。したがって、東海市の場合は、行政経営に市民参加

を汲み込み協働型のマネジメント・サイクルを構築したが、地域の課題に対して実際の活動

で解決していく実動部隊との連携という課題がみえてきた。このことは、成果指標の達成度

評価においても、行政だけでは解決できない課題として明らかになっている（6.3.参照）。 
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第 7 章 結論 

 

7.1. 各章のレビュー 

本稿は第一部理論編（第 1 章から第 3 章）と第二部事例研究編（第 4 章から第 6 章）の

二部構成となっている。序章では、問いの所在としてローカルアジェンダ 21 について概観

し、京都市の「京のアジェンダ 21」について分析した。ローカルアジェンダ 21 の核心は、

合意形成のプロセスにあり、合意に至るまでの自治体と地域住民との協議を通して、行政と

市民の関係をこれまでの上意下達的なものから協働のパートナーシップ型に変えていく絶

好の機会となることが期待された。ヨーロッパ諸国のローカルアジェンダ 21 は、欧州連合

の「持続可能な発展戦略」と密接に結びつき、戦略の実現には質的・量的双方の目標設定が

必要であり、達成度を検証できるような指標の設定が求められた。すなわち、ローカルアジ

ェンダ 21は持続可能な都市を目指すための戦略的な行動計画とその進捗管理を行うための

多様なステークホルダーを包含した自治体経営の実践論であるといえる。つまり、「経営」

と「参加」が同時に実現する参加型のマネジメント・サイクルの確立を目指すものであった。 

日本においては、環境庁（当時）が主導して国家的キャンペーンを行った結果、多くの自

治体でローカルアジェンダ 21 を策定済みとしていたが、その内容をみるとローカルアジェ

ンダ 21＝環境基本計画と捉えているところがほとんどであった。しかも計画の「策定」に

重点が置かれ、実施やモニタリング、評価結果とそのフィードバックという一連のマネジメ

ント・サイクルの導入への理解が不十分であることや、ローカルアジェンダ 21 のプロセス

で期待された協働・パートナーシップの確立が、従来の行政主導で行う推進会議や公聴会へ

の市民の参加であったり、パブリックコメントやアンケートでの意見の公募など、「市民の

声を聞いた」レベルの市民参加に留まる結果となった。唯一京都市の「京のアジェンダ 21」

は、明確な目標設定（京都ターゲット）と循環型社会の評価指標として二酸化炭素排出量を

採用し、市民・事業者・行政が協働で取り組むパートナーシップ計画であった。目標達成に

向けて実動部隊となる京のアジェンダ 21 フォーラムを設立し、各テーマ別に市民・事業者・

行政が役割分担して協働するワーキンググループによってプロジェクトを立ち上げ、その

いくつかは事業化してフォーラムから独立した。「京のアジェンダ 21」は本来のローカルア

ジェンダ 21 が目指した、参加型のプロセスを確立させ、環境・経済・社会の統合的発展を

めざすインパクトのあるものとなった事例である。 

 第 1 章では、参加民主主義の変遷を概観した。参加民主主義がどのような歴史的・社会的

状況下で議論されているか、またその時代に望ましいとされる民主的な政治体制と、なぜ

「参加」が求められたかという参加の目的に着目した。参加民主主義は、1960 年代にアメ

リカ合衆国で興隆したスチューデント・パワー運動が発端であるが、意思決定への参加の要

求と運動の背景には、管理社会に対する激しい反発があった。参加民主主義者の主張はルソ

ーの政治理論が源になっている。すなわち、政治参加はデモクラシーの実地訓練型プログラ

ムであり、「個人に顕著な変化をもたらす」という主張となったのである。ぺイトマンは、
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政治参加のなかで人々の価値観が変化し、自己中心的な思考と行動様式からの脱却が促さ

れるとしている。また参加型の体制が樹立されれば、参加のプロセスの中で、より市民は育

って行き、その人間的結果は参加型体制に重要な正当化を与えるとしている。ミルは、市民

の政治教育を推進することによって、より望ましい崇高な国民的性格を促すとしている。ま

た良き政治の必要条件の 1 つが正しい個人的性格を育成することにあり、この目的のため

に正しい制度が必要だとしている。その手段として地方行政の諸制度をあげて、執行職務の

様々な任務につくことができるため、特に地方レベルで参加の教育的効果が増大すると述

べている。すなわち地方レベルで政治に参加することによってこそ、個人は「民主主義を学

ぶ」としている。コールは、産業分野における労働者の参加について政治理論を展開してい

る。富と地位における格差が参加の機会の不平等を招き、それが民主主義にとって致命的で

あるとする一方で、産業界において人々は非常に効果的に民主主義を学ぶと主張している。

バーバーは、政治参加が個人に顕著な変化をもたらすとしながらも、市民の行動の機能を重

要視している。シン（薄いとか脆弱な）デモクラシーを直接参加制という上張りを被せるこ

とで厚みを持たせるのがストロング・デモクラシーであるとし、ストロング・デモクラシー

は市民権という法的定義と国民的定義によって参加を正当化し、市民権を得た市民は行動

することで効力を発揮することだとしている。これらの参加民主主義者の主な主張は、参加

の「教育的効果」であり、利己的な個人から公共善を評価できる市民へと意識の変容を促す

ものだと捉えている。1990 年代以降は「討議デモクラシー」が参加の一大潮流となった。

コーエンは、市民間の公的な討議を通じて集団的選択の問題を解決するというコミットメ

ントを共有し、自由な公的討議の枠組みを確立する限りにおいて制度が正統であるとみな

すとし、理想的な討議の手続きの重要性を主張している。ハーバーマスは、討議理論は私的

な利害の集積ではなく、他者の存在を前提としながら普遍的な合意を志向する性質をもち、

討議を通じて私的利益を変容させて新たな合意を生成していく民主主義であるとしている。

また討議デモクラシーの成功は、適切な手続きとコミュニケーションを前提とする制度と、

制度化された審議と非公式の世論との協働に懸かっているとしている。1990 年代後半には

討議デモクラシーの制度化の試みが盛んになった。この背景には、代表制民主主義の実態へ

の不信が増大したことにある。多様な言説（discourses）に対応するには議会だけでは不十

分であり、市民社会の中に言説を交換する会議体が開かれた。これらは「市民会議」という

形で広く認知されるようになった。 

日本においては、1960 年代の高度成長期を経て、市民生活にさまざまな課題が生じるに

つれて政策決定への直接参加を要求する声が高まった。その背景には、高度成長の過程で公

害や都市問題が勃発し、環境の悪化による文明の崩壊や生命の危機に直面した市民が、政府

に対する抗議行動として展開した市民運動が端緒となっている。このころ経済優先の都市

行政から市民生活を優先させ、民主的で人間的な都市の自治を確立していこうとする革新

市長が台頭し、市民との対話を通じて直接民主主義の実践を試みた。彼らは、市民同士の話

し合いの中で市民は自己教育を行っていくのであり、市民みずからの手で市民のための市
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民自身のもとに帰する政治を行うと主張した。また日本でも、「市民参加」について識者が

それぞれの見解を主張している。大森（1970）は、市民参加とは行政における意思決定過程

において「素人」の公的参加を許容する制度だとしている。この場合の参加は、政策・計画

の形成と決定に対する参加であるとし、裁量の余地がほとんどない既定の行政意思の実施

を担う末端行政機構の一部に取り込まれることは、参加ではなく単なる「行政的包摂

（administrative involvement）」であると批判している。松下（1980）は、縦割り行政か

らの脱却のためには、長期ビジョンに基づく自治体計画が重要だと論じている。すなわち、

自治体計画が市民参加に基づく職員参加によって策定されるならば、国の官庁の縦割り行

政も自治体レベルで断ち切ることが可能になるとしている。ここでいう職員参加は、縦割り

の意思に囚われることなく自治体全体への展望を持つ職員の参加であるが、日本ではセク

ショナリズムによって配属部署中心の「職務参加」が行われているとしている。 

 第 2 章では、行政経営について NPM と評価システムについての理論を整理し、総合計画

を自治体のマネジメントに活用することの重要性について述べた。NPM の改革理論には 2

つの考え方があり、1 つは市場の慣行・規律や民間企業における経営理念・手法を公共部門

に導入することを通じて、行政経営の効率化・活性化を図ることにある。民間の経営理念や

手法を公共部門に導入する際に、極めて重要な点はマネジメント・サイクルを実現するシス

テムへの転換である。マネジメント・サイクルを導入することで期待されたのは、事後評価

と評価結果を次の「計画立案 Plan」にフィードバックする「計画 Plan→実施 Do→評価

Check」というフレームが構築されることである（大住 2003、pp. 4-5）。また NPM では、

施策の評価とその結果のフィードバックという観点に着目し、限られた資源配分をより効

果的に実施するための「意思決定プロセス」を重視する。そのために経営学の考え方を導入

し、市民の属性を行政サービスの「顧客」と捉え、行政の責務は「顧客」のニーズに応答的

な行政経営を行うことだとされた。そして市場調査や顧客満足度調査などによって市民の

ニーズを意思決定プロセスに直接反映させることが重要であり、施策の効果は、業績・成果

を測る指標を活用して議会・市民が監視できるシステムを構築することで事後評価の確立

を目指したのである（大住 2003、p. 6）。NPM の改革理論もう 1 つは、公務員に管理・運

営する自立性を促すという考え方であり、政府の行動主体は政策形成の「舵取り」に専念し、

政策の実施「櫓をこぐ」は、第三者機関にアウトソースするといった構造的改革を奨励する

ものである。こうして政府は市民と協働のガバナンスを形成することが重要だとする議論

が主流となり、新公共ガバナンス（New Public Governance）という考え方が注目されるよ

うになった。この考え方から自治体においては、市民を含めた各主体がそれぞれの役割と責

務をもって自治体運営に参加する協働のガバナンスが模索されてきたのである。 

 日本では NPM に基づき三重県を嚆矢として評価システムの導入が広まった。しかし三

重県の事務事業評価システムでは、個々の事務事業を対象として評価を行うため、事務事業

全体で見た場合に事務事業間の優先順位を決定するという目的においては有効ではないと

いえる。また事務事業評価と予算編成の連関がないケースも多いため、効率的な資源の配分
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に貢献しないという結果となり、次第に形骸化していった。2000 年の地方分権改革におい

て、市民参加とともに総合計画を柱とした行政経営を模索する自治体が増えていったが、実

際に総合計画をまちづくりに活用している自治体は少ない。その理由は、以前より「総合計

画は総花的である」との批判をうけて、計画の「実効性」の確保については長い間の懸案と

されてきた。しかしマネジメント・サイクルの基幹に総合計画を位置づけて、どのように

PDCA を循環させていくかというような方法論にまで踏み込んだ議論に展開してこなかっ

たからである。こうした総合計画の課題には、策定のプロセスと運用のしくみに論点を分け

てそれぞれを改善することが重要である。策定プロセスの改善は、最初の段階で市民のニー

ズ調査を行い、施策に正統性のある優先順位をつけることや、首長のマニフェストに基づき

行政として取り組むべき政策を明確にして施策に反映すること、そして優先順位に従って

予算と連携させることである。また運用のしくみの改善については、行政経営における

PDCA の構築を前提として、行政と市民が協働で進捗管理ができるような制度設計が求め

られる。つまり、成果目標に対して有効な施策を企画立案し、施策の実施過程をモニタリン

グして評価し、評価結果をフィードバックして改善するという循環を定着させ、資源を有効

活用して目標の達成を実現することを市民と協働で行うというシステムの構築を目指すこ

とである。 

 第 3 章ではロジック・モデルの概念と、多くの自治体で採用している業績測定に基づく

業績指標 KPI（Key Performance Indicator）について理論的考察を試みた。ロジック・モ

デルの概念の応用については 2 つの流れがある。1 つは、開発援助の分野においてプロジェ

クト・レベルで活用されてきた「ロジカル・フレームワーク」であり、もう 1 つは、アメリ

カで開発された「プログラム評価」の流れである。一方 KPI は企業経営の議論のなかで生

まれた概念であり、論者によって多様な用語が用いられている。昨今の自治体経営において

使用されている KPI が、どのような議論を経てきたかをマネジメント・コントロールの枠

組みと指標の関係性（役割・機能）に着目して概観した。 

開発援助の分野では、ロジック・モデルの概念がプロジェクトの計画と評価のマネジメン

トのためのツールとして活用されてきた。1960 年代アメリカ合衆国の国際開発庁（USAID）

がロジック・モデルの原型であるロジカル・フレームワーク（通称ログフレーム）を開発し

た。ログフレームが普及した背景には、1982 年に経済協力開発機構（OECD）の開発援助

委員会（DAC）の下に「評価グループ」と呼ばれる援助評価に関する専門部会が設置され、

政府開発援助（ODA）の評価の慣行が本格化したことがある。評価グループは、評価手法

や判断基準に関する援助国間の共通理解の形成や合同評価の実施、さらには発展途上国の

評価能力の育成を行ってきた。日本では、1994 年に一般財団法人国際開発機構（FASID）

が、ドイツ技術協力会社が開発した「目的志向型プロジェクト立案手法（ZOPP）」をもとに

開発援助のためのプロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法 を開発している。

PCM は JICA のプロジェクト方式技術協力で広く採用されている。 

 一方、公的機関において施策の目的と行政活動との論理性や因果関係を検証するプロセ
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スとして注目されたのが、欧米諸国において取り組まれている「プログラム評価」の手法で

あり、その検討・整理・可視化のツールとして「ロジック・モデル」が活用されてきた。プ

ログラム評価は、1960 年代後半にアメリカ合衆国会計検査院（US GAO）が採用したこと

から欧米諸国を中心に関心が高まり、それ以降、政策実務と学問的領域の双方による蓄積に

よってその概念は徐々に確立されていった。プログラム評価は、プロセス評価→アウトカム

評価→インパクト評価→費用便益・費用対効果分析という連続した 4 つの段階で評価を実

施していく過程を示している。段階が進むほど、より詳細な施策・事業の成果（達成度合い）

が明らかにされ、行政活動とその成果との因果関係を強固に証明することになる。わが国の

評価制度は、公共経営全般を見直す過程で導入されたものではなく、「成果志向型の行政へ

の転換」や「マネジメント・サイクルに評価制度を制度化されたシステムとして組み込む」

といった位置づけに適応したものではなかった。アウトカムの概念は、どのような行政経営

モデルを想定するかによってはじめて規定されるものであり、日本では行政経営の体制の

変革が遅れたたためにアウトカム概念も進化してこなかったという側面がある。 

行政機関の負担軽減のため、プログラム評価に替わってアメリカの州や地方自治体の間

で広く普及したのが、業績測定（performance measurement）である。業績測定とは、行

政が実施する政策の効果や効率性などに着目し、それらの側面を数量的に把握するための

業績指標（performance indicator）と呼ばれる指標を設定し、その指標を計測することで

政策の実態について必要な知見を得るための手法である。1990 年代に先進諸国に影響を与

えた NPM に基づく行政改革の潮流から、この顧客志向、公共サービスの質志向によって成

果重視のマネジメントおよび業績測定が普及したのである。日本においても、業績測定が自

治体で導入されたにもかかわらず、実際には行政経営の効率化が実現されていない。その理

由の 1 つは、自治体の多くで実施されている「事務事業評価」における実績着眼型の評価思

考にある。行政経営の効率化のためには「実績着眼型」評価思考から、「理論着眼型」評価

思考への転換が必要であり、事業の実績ではなく、その可能性を説明する事業の理論に着目

し、評価の目的と評価の実施との最適化状態を目指すという視点に立脚した評価思考が重

要である（西出 2005）。「セオリー評価」は理論着眼型の評価思考であり、動的、実用的な

概念である。セオリー評価とは、「事業活動から成果までの連鎖における予測される流れを

探究する評価」（Weiss 1998、p.338：邦訳 2014、p.442）であり、事業の実施がどのよう

な成果をもたらすと想定されるかを理論的に検証するものである。セオリー評価は、科学的

根拠を持った社会科学理論と、事業が成功するかどうかの論理性を図評価したロジック・モ

デルに整理される。前者は、事業と成果の因果関係を社会科学的に明確にしたものであり、

後者は実用的アプローチである。 

ロジック・モデルは、すべての施策について、どの事業がどのような結果をもたらすかに

ついての仮説を持っていると捉え、各事業によってもたらされるアウトプット、中間アウト

カム、最終アウトカムの流れ図を示すことによってこうした仮説を明らかにしようとする

ものである。ロジック・モデルによって、施策が何を生み出すことが期待されているかが視
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覚的に理解でき、最初のインプットから最終アウトカムに至るまでの事業の時間的流れを

組み立てることができる。またロジック・モデルを活用する最大のメリットは、プログラム

（事業、施策）の計画から実施、その効果の評価という一連の流れの中で、プログラムに関

係する計画立案者、実施者、受益者等で意見を交換し、プログラムの効果を高め、改善する

ための「コミュニケーション・ツール」となり得るという点である。この「コミュニケーシ

ョン・ツール」の役割を特徴とするのが、セオリーオブチェンジ（ToC）である。ToC は、

1990 年代半ばのプログラム理論およびプログラム評価の分野から、社会的、政治的変化

（change）をもたらすための方法論として発案された。ToC は「プログラムのインプット

とアクティビティを目標の達成までリンクする仮定の連鎖であり、 実装理論とプログラム

理論の両方が含まれる」と定義される（Weiss 1998、p. 338：邦訳 2014、p. 441）。ToC で

は、まず「何を変化させるか」という達成されたビジョンを設定し、そのための長期目標を

たてる。そして目標達成のために必要な前提条件を特定するために、関係者間でマッピング

を行うことが強調されている。すなわち、バックキャスティングの手法を用いることが特徴

であり、多様なステークホルダーとの対話や合意形成を重ねて作成、検証するというプロセ

スを重視している。 

 ロジック・モデルの政策・施策レベルでの活用には、ツリー型ロジック・モデルが有効で

ある。ツリー型ロジック・モデルは、右側に成果目標を定めることから始めるバックキャス

ティングの手法を用いた、いわば ToC である。最終的な成果目標を達成するためにはどの

ような状況（環境）になっていることが必要か、長期目標を設定する。長期目標を達成する

ための具体的な中期成果は何であるか、目的と手段の因果関係を意識して設定する。中期成

果まで設定したところで、一番左側に配置した事務事業から突き合わせる。こうして事業―

直接の結果―短期成果―中期成果―長期成果―成果目標という一連のロジックを「複線型」

で構築する。ロジック・モデルによって、どの事業のロジックが強く、どの事業のロジック

が弱いかということが判別でき、ロジックが弱い事業は「有効でない」と評価され廃止する

という判断が可能となる。さらに「有効である」と想定される替わりの事業提案が可能にな

る。すなわち右端に位置する成果目標（インパクト）の段階から、なぜこの事業をやらなけ

ればならないのかを説明して行き、それが論理必然的になっているかを検証していく。それ

により、目標が達成されるために有効な事業のみを採用するという意味で、企画立案の重要

性を認識できるうえ、実施されている事業の内容を知り、改善するために何をすべきか、各

施策に対して予算を増やすべきか減らすべきかなどの行政経営における戦略上の判断が可

能になる。また、ロジック・モデルの各段階に指標が設定されるならば、戦略計画の各段階

における有益なフィードバック情報をもたらすことができるのである。 

 2014 年「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関する内閣府の通知の中で、「重要

業績評価指標（KPI）とは、施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標をいう」と

あり、KPI は原則として実現すべき成果に係る指標を設定するが、行政活動そのものの結

果に係る指標を設定することも差し支えないとしている。これにより、多くの自治体では、
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「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定とともに行政評価のための成果指標として KPI

という用語が用いられてきた。しかしその一つ一つの指標については、どのような検討を経

て設定されているのか明確でないものが多い。 

 元来 KPI は企業経営の議論のなかで生まれた概念であり、論者によって多様な用語が用

いられている。KPI は、「成功要因」に着目し、目標を達成するためにはどのような環境に

なっているべきか、その環境を評価するための適切な指標が設定されるべきである。そして

KPI から具体的なアクションまで落とし込み、アクションの影響をステークホルダー間で

確認し、進捗状況を反映させることが重要である。KPI は戦術レベルの事象を評価する指

標といえ、いかに具体的な表現になっているかが重要となる。したがって KPI として主観

指標と客観指標を織り交ぜ、行政活動のアウトカム・レベルの業績を測定する評価システム

を開発することで、目標の達成状況を数値で点検することが可能になるといえるだろう。 

 第二部事例研究編は第 4 章から始まる。第 4 章は、第 5 次東海市総合計画の策定プロセ

スについて、先行研究、インタビュー・データ、東海市より提出された資料から詳細を検討

した。第 5 次東海市総合計画策定は、市長のリーダーシップで実現したといえる。就任して

すぐに、市長は自身の政治理念のもとで協働と共創のまちづくりに着手した。まず 2002 年

2 月に準備組織として市民参画推進委員会（事務局は市民参画推進室）を設置した。市民参

画推進委員は任期を 2 年とし、公募 25 名、地区代表者・商工会議所・農協の代表者など 22

名、学識経験者 3 名の合計 50 名によって構成された。そして、会長と各部会の正副部会長

等 20 名で運営される幹事会を設置し、5 つの部会（都市基盤、保健・医療・福祉、生活環

境、教育・学習、産業）とまちづくり指標の普及活動や委員会の検討、ガイドブックの作成

など役割別の部会（ひろめたいグループ、パートナーシップグループ、編集グループ）も設

置された。市民参画推進委員会の役割は 3 つあり、まちづくり基本条例と市民参画条例の

検討、まちづくり指標の作成、そして生活課題の改善をめざしたアクションプランの作成で

あった。2004 年 4 月～7 月、市民参画推進委員会は政策マーケティングを実施した。政策

マーケティングは、最初に様々な属性の住民を属性ごとに 6～8 名程度のグループに分け、

フォーカス・グループを実施する。東海市は、40 代～60 代の市民参画推進委員、小学生、

中学生、高校生、20 代のグループに分けて計 10 回実施した。ここでは、各自が感じている

身近な生活課題を自由に出してもらい、グループで話し合う。その際重要なポイントは、市

民の本当のニーズはどこにあるかを探るため、「網羅的に」課題を洗い出すという点である。

フォーカス・グループ実施後、施策レベルの生活課題へと統合、整理して 100 前後の生活

課題リストを作成する。東海市は 95 の生活課題リストを作成し、この生活課題を 7 つにグ

ループ化してそれぞれのグループの方向性を端的に表現できる 7 つのキーワード「魅力」

「快適」「いきいき」「安心」「ふれあい」「活力」「共創」を選定した。さらに、この 7 つの

キーワードとそれぞれに属する生活課題を東海市全体の調査票調査の回答選択肢として、

市民の平均的な意見を反映させるために調査票調査を行った。2002 年 8 月、無作為抽出し

た 3,500 人の市民に調査票調査を行い 1,615 人より回答を回収した（回答率 46.7%）。回答
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結果から最も重視しているキーワードの上位 5 つ「安心」「快適」「いきいき」「ふれあい」

「活力」を基本理念として採用した。さらに、それぞれの理念を実現するために重要だと思

われる生活課題を上位 5 つと、個別に重要度が高いと評価された生活課題を足して合計 38

の生活課題に絞り込んだ。これら調査票調査で採用された 38 の生活課題は第 5 次東海市総

合計画において 39 の市民施策とし、さらに市長の政治的理念に基づく施策や、行政として

取り組むべき重要課題であると判断された行政側の 14 の施策を足して、市全体の 53 の施

策を決定した。こうして市民の意思として尊重された生活課題は、ロジック・モデル・シー

ト上の成果目標（アウトカム）として設定された。 

 市民参画推進委員会は、2002 年 10 月～12 月に生活課題の達成度を点検するための 99

のまちづくり指標を設定した。まちづくり指標は、調査票調査などの結果から取得する主観

指標と、統計的な数値による客観指標を 2～3 つ織り交ぜて各生活課題の達成度を様々な視

点から把握できるよう工夫されている。さらに 2003 年 2 月～3 月に各指標について現状値

を算出し、3 月～4 月にめざそう値を設定した。めざそう値は 5 つの政策分野ごとにその分

野の活動に関わっている関係者・当事者（各分野 20 人、計 100 人）に依頼し、「まちづく

り指標」をもとに 5 年後、10 年後の現実的目標としてのどのような数値が適切かを調査票

調査によって回答をもらい、その中央値を「めざそう値」として設定している。さらに市民

参画推進委員会は、まちづくりにおいて責任を担うべき主体として、①個人・家庭、②NPO・

市民団体、③コミュニティ・町内会、④企業・農協・商工会議所、⑤学校、⑥市、⑦県・国、

⑧その他の主体に分類した。そして主体ごとに「役割分担値」を設定し、それぞれの役割と

責任を明確にすることで、まちづくりに関わる全ての主体に役割と責任があることを自覚

するための指標とした。 

 第 5 章は、運用のしくみとしてロジック・モデルがマネジメント・ツールとして総合計画

にどのように活用されたかについて検証した。まちづくり大会は、まちづくり指標の活用の

場として行政と市民が議論する機会であり、一般公開されている。まちづくり大会は「評価

の大会」（4 月～6 月開催）、「提案の大会」（7 月～8 月開催）、「確認の大会」（3 月開催）と

年に 3 回開催された。「評価の大会」では、まちづくり指標によって測定された数値の趨勢

から、生活課題の改善状況を市民と行政のそれぞれが評価し、「提案の大会」では、生活課

題の改善に有効だと思われる新たな事業を市民が提案し、「確認の大会」では、市民の提案

が行政の施策にどのように反映されたかを確認する場となっている。その際に生活課題と

事業の間の因果関係を 1 枚の図で表し、事業の有効性を確認するために市職員と市民の「コ

ミュニケーション・ツール」として活用したのが、ロジック・モデルである。第 5 次東海市

総合計画で活用されているロジック・モデルは、市より委託を受けた特定非営利活動法人市

民フォーラム 21・NPO センターが開発したツリー型ロジック・モデルである。このツリー

型ロジック・モデルの特徴は、一般的な、資源→活動→アウトプット→アウトカム→インパ

クトと左から右へ向かって組み立てていくのではなく、一番始めに成果目標として重要生

活課題を設定し、目標が達成された社会の状態をイメージして、そこに到達するためにはそ
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の一歩手前にどのような環境になっているべきかを具体的に設定する（長期成果の設定）こ

とから始める。「終わりから始める」というのは期限を明確にした成果目標を設定すること

が出発点だということを強調している（後 2013、p. 38）。具体的には、まず成果目標のビ

ジョンを明確にしたうえで、一番右（または最上位）に置く。左端（または一番下）にその

ビジョンを実現するための事業（活動）を配置する。成果目標達成のための長期成果→長期

戦略→中期成果まで遡り、シート上では右から左へ（あるいは上から下へ）組み立てていく。

今度は事業から直接の結果→短期成果→中期成果と因果関係を繋ぎ中期成果と結合させる。

こうして「この事業は、このような経路をたどって成果目標の実現に貢献する（有効性をも

つ）」というストーリーを可視化するのである。さらに、ツリー型ロジック・モデルを「コ

ミュニケーション・ツール」として活用することで、行政経営 PDCA に関わる各主体がビ

ジョンを共有し、施策を実施することでどのようなアウトカムを期待できるかを理解し、今

後の進路を明確にすることができる。首長・行政職員・議会、市民の間の客観的な政策論議

を喚起することが期待され、「市民参加」の実質化を促し、市民ニーズへの応答性が重視さ

れる政策に対するアカウンタビリティへの対応に貢献することが可能になる。 

また行政内においてもロジック・モデル活用の試みが実施された。実施計画策定にあたっ

ては、「実施計画ヒアリング」が行われる。第一段階では、施策評価のヒアリングを行う。

ここでは、ロジック・モデルによる指標推移の分析と社会環境の変化等からみた評価を行い、

単位施策の目標達成への貢献度やさらに成果が向上する余地などの視点で中身の事務事業

の位置づけや改善の方向性を確認している。ここで重要な点は、施策評価が実施計画に繋が

り、曳いては予算編成に反映されることが、職員の動機づけとなることである。企画政策課

では、施策・単位施策の目標達成に繋がるロジック・モデルの説明手順を工夫し、スケジュ

ール的にタイトな時間配分の中で、施策評価のヒアリングを位置づけたという。また、実施

計画は 3 年間のローリングで企画政策課が決定するが、ここに財政課が同席し、財政課が

つくる予算編成は、その決定に企画課職員が同席することで、両課が情報を共有し、実施計

画は円滑に予算配分が実施される。こうした施策評価―実施計画―予算編成への流れを確

立することで、施策評価が実施計画を通じて予算編成に反映することを狙って制度設計が

成された（G3）。また市民が提案した事業への予算配分は、「協働」が市政の最優先事項で

あることから、市民提案は市民協働課で査定され、採択されたものは最優先で予算がついた

（G2）。 

 第 6 章は、総合評価である。本稿では意思決定への市民の「参加」と行政の効率的な「経

営」PDCA が同時に実現している状態を「協働型マネジメント・システム」とよび、東海市

の事例を検証した。本稿のリサーチ・クエスチョンは、開発援助の分野で活用されてきたロ

ジック・モデルを、持続可能なまちづくりのために総合計画のマネジメント・ツールとして

活用することで「協働型マネジメント・システム」の構築が実現するか、というものである。  

またリサーチ・クエスチョンの答えを導くために下記の点を判断基準とした。 

1．「策定プロセス」における実効的な市民の「参加」については、1—①市民のニーズが総
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合計画の成果目標に反映されているか、首長のマニフェストは政策・施策となっているか、

1—②市民と行政がともに KPI となるまちづくり指標を活用する制度設計がなされたか、1—

③情報公開がなされ、市民と行政職員が議論をすることで信頼関係が構築されているか。 

2．行政の効率的な「経営」PDCA のための「運用のしくみ」については、ロジック・モ

デルが 2—①計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジメントに活用されている

か、2—②参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツールとして活用されている

か、について検証した。さらに 2—①と 2—②の詳細として、2—①a.目標達成のための有効な

施策の選定で活用されているか、2—①b.施策の優先順位と予算編成が連動するしくみづくり

に貢献しているか、2—②a.毎年「まちづくり指標」を測定して施策を評価することで進捗状

況を市民と行政がともに管理しているか、2—②b.市民の評価が新たな事業に反映されている

か、を検証した。 

その結果、策定のプロセスについては、市民と職員の協議において、まちづくり指標がコ

ミュニケーション・ツールとしての役割を担ったことが明らかになった。成果目標（重要生

活課題）の進捗状況を評価するまちづくり指標は、市民と職員の「共通のものさし」であり、

市民はまちづくり指標を介して行政と同じ土俵に立つことができたと複数の市民側のイン

タビュイーが述べている。協議では重要生活課題（成果目標）以外の議論はしないというこ

とが市民と職員の共通の認識であり、指標の数値（情報）を行政が開示し、市民と共有する

ことで市民と職員の議論がより深まっていった。これらのことから、情報開示による透明性

が確保され、市民と職員の積極的な議論への参加が促されたといえ、まちづくり指標を活用

することで市民と職員の協議による合意形成が実現し、双方の信頼関係が築かれていった。

したがって、策定プロセスにおいては、「参加」と「経営」の基礎づくりが行政と市民の協

働で実現されている。その過程では、市民ニーズを反映させた成果目標の設定と、市民と行

政の信頼関係の構築が成され、そのための行政側からの情報開示が必要不可欠であること

が明らかになった。市民と行政で情報が共有され、議論を通して合意形成していくしくみが

構築されたといえる。 

また運用のしくみについては、ロジック・モデルの成果目標である重要生活課題について、

市民と行政が議論を深め、意思決定に市民参加が実現している。特に「まちづくり指標」に

よる事後評価が新たな事業提案としてフィードバックされ、行政が市民の新たなニーズを

くみ取っている。また、特に生活環境分野において市民が「良好でない」と評価すると、そ

れに対して行政が速やかに対応している。さらに市民が目標達成のためにより有効である

として提案した新たな事業に対し、行政が優先的に予算措置をとっている。また定性的な調

査から、ロジック・モデルを活用することで、意思決定における対話のプロセスではコミュ

ニケーションが促進されたことが示唆された。つまり、市民と行政が共通の目標に向けて議

論を重ねるうちに、まちづくりに対する自分たちの役割についての意識改革が起こり、お互

いへの理解を深めながら協働の相手としての信頼関係を築いていった。その過程で、市民の

ニーズに応答的な行政へと変化していったのである。 
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今回のインタビュー調査で明らかになった重要な点は、ロジック・モデルをコミュニケー

ション・ツールとして活用することで市民の意識改革が促進されたことである。意識改革が

促された要因は大きく分けて 2 つあり、1 つは「重要生活課題（成果目標）」という共通の

テーマについて市民と行政が議論を重ねたことであり、もう 1 つは「まちづくり指標」とい

う KPI によって、市民と行政が共に客観的なデータに基づく事後評価を行い、そのことで

お互いの考え方への理解が深まっていった点である。各部会での論点は成果目標（重要生活

課題）に絞り、他のテーマについては話し合わないとする暗黙の取り決めがあったと市民、

行政側双方のインタビュイーが証言している。またロジック・モデルをつくるためには現状

分析が必要であり、市民委員も担当課に進んで情報収集に赴くようになった。また各部会に

は担当課の職員が出席し、議論の機会が創出されるとともに、情報共有が促進されることに

繋がった。情報が増えることに伴い、市民は行政の業務を知り、行政の立場を理解するよう

になった。行政側も、市民目線での提案の重要性を認識し、双方の信頼関係が生まれ、対等

な立場で議論ができるようになったと行政側、市民側双方のインタビュイーは述べている。

また、まちづくり市民委員にとってまちづくり指標を含むロジック・モデルは、まちづくり

市民委員会の根幹を成すものであり、このツールが評価→提案の根拠となるものだと複数

のインタビュイーが述べていることからも、指標とロジック・モデルの重要性を市民委員が

認識していることがわかる。ロジック・モデルの活用によって、市民は行政経営のサイクル

の中に組み込まれただけでなく、自ら協働のパートナーとしての自覚が芽生え、能動的にま

ちづくりに関わる本来の「参加」が実現したといえるだろう。したがって、運用のしくみで

は、ロジック・モデルが計画から実施、その効果の評価までの一貫したマネジメントに活用

され、また参加型の合意形成に貢献するコミュニケーション・ツールとして活用されている

ことが明らかになった。 

東海市の事例は、ロジック・モデルをコミュニケーション・ツールとして活用することで

市民と行政の対話の機会が創出され、またこうした対話の機会が総合計画を柱とした行政

経営に組み込まれることで、市民と行政の協働による事後評価とそのフィードバックとい

うしくみが構築されることを示唆している。またこうした行政と市民の議論の場は、行政経

営の透明性の確保と説明責任という観点からも意義があるといえるだろう。市民や議会が

行政の活動内容に踏み込み、「施策が期待した成果をあげたかどうか」を事後評価すること

で、市政を市民が監視するシステムを構築するという意味だけでなく、行政の担当課のアカ

ウンタビリティを問うという側面も併せ持つからである。この協働型マネジメント・サイク

ルが機能することにより、意思決定の過程で市民と行政の相互認識が醸成され、双方の意見

対立の構造の理解が促され、信頼関係が構築されていったといえる。 

以上のことから、第 5 次東海市総合計画は「協働と共創のまちづくり」を掲げ、総合計画

の成果目標（生活課題）に市民ニーズを最大限尊重して反映させ、ロジック・モデルを活用

することで「経営」のマネジメント・サイクルに直接的に市民が「参加」するしくみを構築

した。また総合計画の骨格をなす施策については、市民と行政が共に評価する東海市施策評
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価システムによって、施策の優先順位や施策と予算との関連を明確にして行政経営の根幹

となる実効的な総合計画となった。すなわち、ロジック・モデルを持続可能なまちづくりの

ために総合計画のマネジメント・ツールとして活用することで、「協働型マネジメント・シ

ステム」の構築が実現する可能性が示唆されたといえる。 

 

7.2. 今後の課題 

 一方で、施策のなかには改善のみられないものが浮き彫りになり、東海市の課題は第 5 次

東海市総合計画策定時とは変異していることも明らかになった。以下、行政側の課題、市民

側の課題、研究の課題について整理する。 

 

7.2.1. 行政側の課題 

①ロジック・モデルの活用の問題 

 ロジック・モデルを作成することに対し、各担当課では抵抗感があったという。一部の職

員からは、「管理部門は作成が可能かもしれないが、職員が日常の業務をやりながらロジッ

ク・モデルを作成することは難しい」という意見もあった（G3）。担当課である企画政策課

では、まちづくり指標の活用とともにロジック・モデルの概念を市庁舎全体で共有すること

を目指したが、事業を担当している各課の職員のあいだで定着しなかったと言わざるを得

ない（G1、G3）。 

 また第 5 次東海市総合計画では、東海市施策評価システムを導入し、施策・単位施策・事

務事業の 3 階層による評価で構成しているが、単位施策の評価に影響を及ぼす事務事業に

ついては、事業マネジメントシートで担当者が成果を判断するという手法を用いており、指

標管理の機能を持っていない。したがって、中間指標の数値を活用して事務事業の有効性を

評価するということは行われていない。またインタビュー調査でも明らかなように、ロジッ

ク・モデルは事務事業の見直しには活用されていない（G2、G3）。事務事業の見直しは、ロ

ジック・モデルを活用することで最も期待されている機能といえるが、特に事業の廃止とい

う決断は、市民との直接的な協議においては行政側から積極的に打ち出すことができなか

った（G2）。東海市は、ツリー型ロジック・モデルの開発者で、NPO 代表理事でもある大

学教授から、ロジック・モデルと事務事業評価を繋ぐしくみづくりを提案されたが、「市民

と近い立場で現在実施している事業を廃止するとはとても言えない。従って、事務事業評価

は行政側で責任をもって行い、最終的には市長判断で継続／廃止等を決定することとなっ

た」（G2）とのことであり、市民参加で事務事業評価までの紐付けは難しいというのが行政

側の評価であった。 

また、第 6 次総合計画（2014～）策定時においては、主要施策に貢献する事務事業につ

いて、事業別に目標をたててなぜその事業をやらなければならないかをロジック・モデルに

よって説明し、議会の説明資料として冊子にまとめたとしている。これは、地域住民が見や

すいように工夫されており、行政が何をやったかのすべてが 1 冊の冊子として情報提供さ
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れるという（G2、G3）。 

 しかし、ツリー型のロジック・モデルをマネジメント・ツールとして有効活用するために

は、成果目標から逆算して中期成果まで遡るバックキャスティング方式のロジック・モデル

と、今度は事業から直接の結果―短期成果―中期成果という従来の方向のロジック・モデル

を繋ぎ合わせることが重要である。事業全体でみた場合に各事業の優先順位をつけること

や事業の継続／廃止の判断は、行政経営の効率化という観点からは必要不可欠である。ロジ

ック・モデルを活用する利点（メリット）について、行政職員の正しい理解と知識の習得を

促すためには研修する側のスキルも問われることになる。 

 

②地域の課題への対応 

行政職員へのインタビュー調査では、下記課題と展望が明らかになった。 

政策マーケティングは東海市の課題の洗い出しには有効だが、課題は地域によって違う

はずであり、それぞれの地域の課題が見えてこない。99 のまちづくり指標のうち 7 割は改

善されたと評価できるが、改善されていない 3割は行政だけでは解決できない課題である。

今後はさらに地域との連携を図っていくことが重要であり、コミュニティの基盤強化が次

の第 6 次総合計画の最優先課題である（G2）。また、第 5 次総合計画では協働に参加しなか

った議会を PDCA に巻き込むことも重要である。この 10 年で議会の在り方も様変わりし、

議員自身も市民との協働は避けられない状況になっている。先に議会基本条例（2013 年 4

月制定）を策定し、議員選挙を経て、この 2014 年 4 月から新しい議員と行政が関わること

になった。そのための議会資料としてロジック・モデルを活用した主要施策合体書を提出し

事業別の審議に変更している（G2）。 

 まちづくり市民委員会の役割は市民側の意見のまとめ役であり、行政として地域に対し

てもっと踏み込んだ関わりが必要だと感じた。現在総務部の市民協働課が事務局となり、地

域と行政の繋ぎ役となる体制をとっているが、今後は戦略的にさらなる強化をめざす。具体

的には、市民協働課と、企画部、総務部、教育委員会が連携をしていくという方向性を検討

している。実際に市を定年退職した元職員 6 名を市民協働課の嘱託職員として再雇用し、

一人が 2 つのコミュニティを担当している。担当職員は週 1 回程度コミュニティに顔を出

し、情報収集をして、何か課題があると持ち帰ってその担当課に繋げている。この役割りを

市の中堅職員が担い手となり、地域に入って地域の課題を一緒に解決していくことをしな

いと、今後は行政職員としての役割を果たすことにならない（G2）。市民参加だけでなく、

職員参加も必要である。 

 

7.2.2. 市民側の課題 

①地域の課題 

 東海市は鉄鋼業が基幹産業であるが、そのために移住者が多い市でもある。インタビュイ

ーの市民の中には岩手からの移住者も多く、東海市に居住して 40 年ほどになるという。彼
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らは口々に東海市に来た当初は町内会に入れてもらえなかったという。東海市に住み続け

て 30 年以上が経ったころ、神社の役など地域の重要な役目を依頼され、ようやく町内会に

入ることが叶ったそうである（C2、C3）。行政では、元々の居住者と移住者との融和を図る

ためにコミュニティという新しい地域組織をつくったという背景がある。市民側でもコミ

ュニティをどう機能させるかが今後の課題であるとの指摘があった（C2）。この 10 年で高

齢化が急速に進んでいる地域がある一方で、マンション・社宅等集合住宅が多い地域や、農

家が多い地域など地域によって生活課題の優先順位が異なる傾向が顕著になっており、平

均的な生活課題の克服では地域の課題がカバーできない状況になりつつある。したがって

「地域での市民自治」が必要だという意見もあった（東海市まちづくり市民委員会活動のま

とめ、p. 49）。東海市にはもともと地域に自治会、町内会があり、地域の問題を解決してき

た。町内会は強制ではなくとも全員が加入している地場組織であり、寄付や土地などの財産

があるところや、会費は徴収しないところもある。自治会は後からできたマンションの住民

やまちの自治組織で加入制であり、会費制で運営している。しかし、年々加入者が減少して

いるとの問題もある。老人会、子ども会は町内会の中にある。自治会は、老人会など自分た

ちで組織したものが自治会とは別にある。コミュニティは 12 ある小学校区割りで地区住民

は全員参加の組織であり、先述のとおり行政が後からつくった比較的新しい組織であるが、

住民のなかにはコミュニティは線引きしただけの行事型組織だという声もある（C2）。コミ

ュニティ活動を支援する事業を検討しても、旧来からの町内会が強い地区と、新たに開発さ

れた地区とではそれぞれが抱える問題や課題が異なる。したがって提案事業でも、ある地区

には効果が期待できても、別の地区では効果が限定的になるという地域格差が生じること

になる（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 8）。コミュニティの規模で機能す

るためにはどうすればよいか、また自治会、町内会の特色を生かしながらどう融合するか、

あるいはそれぞれの組織の独自性をどこまで認めるか等の棲み分けが必要になってくるだ

ろう。 

 

②市民側の意識改革 

 まちづくり市民委員会に参加した市民の動機は、興味のある分野や自分が住む地域に関

することで実現可能な提案をしたいと考える人と、この機会に行政に物申したいという人

がいたことは否定できない（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 8）。さまざま

な立場の人から幅広く意見を出してもらい、相互理解や合意形成を図ろうとしたが、自分の

興味のある事柄に関しては何とかして通したいという主張が強く出て、他の意見を否定す

る人がいたことも事実である。一方で、本人の意思でまちづくりに参加しているのか疑わし

い、当事者意識に欠ける人もいた（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 8）。また

これらの問題は、公募で委員を決める方法の弊害だと指摘する声もあった（C5）。ロジック・

モデルに関しても、ロジック・モデルを活用して提案事業がなぜ必要なのかを説明すること

が前提だったが、最初に提案ありきで論理が飛躍しているものもあったと多くの市民側の
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インタビュイー、および行政側のインタビュイーが証言している。 

 生活課題の中には、数年で成果が出るものもあれば、都市基盤のように 10 年 20 年とい

う長期にわたるフォローアップが必要なものもある。市民委員の任期が 2 年（継続可）とい

うこともあり、長期的な事業提案というよりも、結果が早く出やすい近視眼的な提案になり

がちだったとの指摘もあった（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 8）。 

 一方、市民参画推進委員会の功績は大きく、後にまちづくり市民委員になった市民からは、

市民参画推進委員会がしっかりとした基礎づくりをしたからこそ、10 年間継続できた（東

海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 61）という声もあがっている。市民側のイン

タビュイーの中には、今回の活動は市民目線での企画提案が市民委員会の役割であり、いわ

ば行政活動のお手伝いである。自分たちは地域で主体的に活動することが本当のまちづく

りだと気づいた、という意見が多く、NPO の代表になったり、自治会長になったりと現在

地域で活動している人もいる。 

  

③ロジック・モデルのスキルアップ 

 ロジック・モデルについては、元市民参画推進委員、初期の元まちづくり市民委員は何度

も研修を受けてスキルアップしていることもあり、ロジック・モデルの有効性をよく理解し

ていた。アウトカムの考え方を取り入れることで、自分たちの意識が変わった、また行政も

変わったと述べている（C1、C2、C3、C4）。しかし、後半になるとロジック・モデルの習

得度の違いが顕著になった。その原因の 1 つとして、2 年の任期で辞めていく委員が多くな

り、ロジック・モデルの研修は、毎年新しい委員のための研修になることで、スキルアップ

する研修時間が取れなかったことが挙げられる。委員の中には、まちづくり指標の数値だけ

で現状の把握ができる生活課題ばかりではなく、現場の状況や問題点など的確な現状の把

握がなければ説得力のあるロジック・モデルの作成は難しい生活課題もあるという意見や、

提案事業の有効性、正当性を論理的に整理できるとして使用してきたロジック・モデルだっ

たが部会員には荷が重すぎる。別の手法も学ぶべきだといった意見もあった（東海市まちづ

くり市民委員会活動のまとめ、p. 51）。毎年予算をつけて会議のファシリテートとロジック・

モデルの研修をしていたが、最後の 2 年は、会長、副会長、事務局長、次長の役員研修が取

り止めになった。ロジック・モデルは習得するのが難しいため、否定的な意見が多くなり、

またこの頃から任期の間に何としても自分の要求を行政に飲ませようとする「要求型」の市

民委員が多くなってしまったという（C5）。 

 

④まちづくり市民委員会の運営 

また、まちづくり市民委員会の運営上の問題も浮き彫りになった。事務局の運営費は東海

市が負担しており、構成員に給料が支払われる。したがい事務局は実務の全責任を負い、主

体性を持って運営するという認識だった（C5）。しかし、規約で会長が人事権をもつことに

なっており、会長以下のしくみで実務をするということは会長の指示に従うという体制に
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なってしまう。人事権を振りかざされると体制が崩れてしまい、事務局の主体性が損なわれ

る場合もある。事務局が主体性を持って運営していくためには、人事で権限を持つべきであ

るとの意見があった（C5）。 

 また本来は役割分担値でそれぞれの役割を理解しあって協働していくことを目指してい

たが、まちづくり市民委員会と行政の協働と、その他の組織という構図になってしまったと

いう指摘もあった（G1、C5）。委員会の役割は行政との協働だけでなく、地域全般との連携

が必要である（東海市まちづくり市民委員会活動のまとめ、p. 52）。 

 

⑤民間の支援組織の介入 

 第 5 次東海市総合計画の策定時に東海市の委託を受けて支援に入った NPO 法人の事務

局長は、以下のように述べている。すなわち、行政改革では行政と市民の関係性を変えるこ

とが重要で、そのためには民間の支援組織を活用することが必要だ。市民参加のプロセスの

ところで民間の介入がないと、行政職員は市民の言うことを聞くという従来の対応になり、

市民の主体性が損なわれる。そしてもとの「文句を言う市民」に戻ってしまう。関係性を変

えるためのツールとしてロジック・モデルを活用し、「しくみづくり」を行うと成果が見込

める。市民が主体的に行動するとともに行政内部の意識も変わる（N1）。 

まちづくり市民委員会が、市民参画推進委員会が築いた礎を維持・発展できなかったのは、

民間の支援組織が、2010 年以降委託契約が終了したことで市民と行政の間で橋渡し的な役

割を担う者がいなくなり、行政と市民の関係は徐々に変容していった。終盤はロジック・モ

デルの研修も行われなくなったことで、マネジメント・ツールとしてロジック・モデルを活

用する機運が、行政、市民ともに失われていったことは否めない。民間の支援組織の役割は

大きく、成果を出すためにはその活用を重視する必要があるだろう。 

 

7.2.3. 研究に関する課題 

東海市の事例では、協働のしくみづくりから始めて、第 5 次東海市総合計画の運用を通

して市民と市職員がロジック・モデルを習得し、マネジメント・ツールとして活用したこと

が参加と経営を実現させた。つまり、東海市独自のプロセスがあったといえる。したがって

一般的に総合計画にロジック・モデルを活用することで参加と経営が実現できると結論づ

けることは早急である。参加と経営を促す前提条件を検証し、どのようにその条件をつくり

だすかを考察することが重要である。 

 一方今回のインタビュー調査では、自治体の財政状況がロジック・モデルの成果に影響を

与える可能性も示唆された。つまり、ロジック・モデルを活用した評価に基づく予算配分を

前提としながらも、突発的に事業案が提出されて予算がつくこともあり、「なし崩し的だ」

という意見もあった（G1、G3）。東海市は財政が比較的豊かであり、予算編成に余裕がある

との指摘もあることから、財政状況が厳しい自治体においてもロジック・モデルが成果志向

型の行政経営に貢献するかどうかを明らかにすることは重要な課題である。 
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また今回の「協働型マネジメント・サイクル」の構築では、総合計画のマネジメント・ツ

ールとしてロジック・モデルを活用した事例のみの結論であり、他の手法も検討する必要が

あるだろう。ロジック・モデルを活用した場合と他の手法との比較検討も有効だと考える。 

市民の評価に対する行政の対応について、予算への影響が示唆されるのは生活環境部会

のみであり、この結果だけをみて行政の対応が市民の要望すべてに応答的であるとの結論

を出すことは早急である。これらについてはさらなる検証が必要である。また分析方法の課

題もある。今回の実証分析は施策単位であり、その中に含まれる複数の単位施策、事務事業

については把握できていない。個々の事業の予算の変動を市民・行政の評価との関係を分析

するには、回帰式の定式化において検討し直す必要がある。 

さらに関係者へのインタビュー調査を継続し、質的な分析をより深化させるデータ収集

が必要である。特に第 5 次東海市総合計画終盤にはロジック・モデルの研修は行われてお

らず、インタビュイーの市民からロジック・モデルに対する否定的な意見も聞かれた。また

行政側も年度を重ねるにしたがって次第に関係課での話し合いは少なくなり、「主に決裁が

多くなっていった」（G3）との意見もあったことから、より長期的なスパンで状況の変化を

見る必要があるだろう。 
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