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卒業研究要旨 

 
 
 
 
 自治体は、住民へのサービスの質の向上や、住民の満足度の向上を使命とし

て活動している。住民からの多様化するニーズに応えている一方で、多くの自

治体は、圧迫した財政を抱えている。そんな中、限られた歳入の中で財源を確

保するために、業績評価を行う自治体が増えてきた。業績評価を行う事で、自

治体が実施している事業の優先順位を決め、不必要な事業や効率性に欠ける事

業洗い出すのである。業績評価を行うことで、財政面での改革だけでなく、評

価することによって職員の業務に対する意識を改革でき、評価結果を住民へ公

表することでアカウンタビリティの向上が期待できる。しかし、現在は、自治

体の管理データをそのまま評価結果として公開してしまっている自治体が多く、

住民にとっては閲覧しにくいものとなっている。 
 本研究の目的は、住民にとって理解しやすい事業評価の提示法を提案するこ

とである。そこで、従来の自治体における業績評価法と、共通的に用いられて

いる事務事業評価票の評価項目と記載の実態を調査した。分かりやすい業績評

価を検討するにあたって、企業戦略の目標管理に広く用いられている、ＢＳＣ

（バランス・スコアカード）を調査した。そして、マッピングには、公開され

ている事務事業評価票の評価結果を用いて、ＢＳＣの４つの視点を利用した。

ＢＳＣの視点を取り入れることで、財務的視点の他に、３つの視点から政策を

分析することが可能となる。分析だけでなく、複数の事業の成果を関係づけて、

戦略的に政策を推進する推移を、視覚的に評価できるようになった。また、Ｂ

ＳＣ方式のマッピング結果を基づき、顧客である住民への取り組みと、その成

果の評価を詳細に行うためにＢＳＣ２方式を考案した。 
 さらに、浜松市および名古屋市の業績評価の公開情報を基に、ＢＳＣ方式及

びＢＳＣ２方式のマッピング手順に従って、マッピングを行った。その結果、評

価項目の経年推移から、政策によって強化されつつある視点や、費用対効果の

点で検討すべき視点などを読み取ることができた。さらに、都市間の比較では、

評価項目の割合を視覚的な情報として明確にすることができた。 
そして、結果や、マッピング手順策定などの中で見つかった課題について検

討した。 
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第１章  序論 

 
 
 
 
 
1.1  研究の背景 

自治体においては、住民へのサービスの質や住民の満足度の向上を目的として運営され

ている。その目的を達成するために、常に住民のニーズに対応していかなければならない。 
現在、少子高齢化社会の到来や、社会経済の変化で、自治体は財政的にも大きな政府か

ら小さな政府への転換が求められている。歳入が大幅に増加する見込みがなく、むしろ多

くの場合に減少していく中で、社会の変化で多様化していく住民のニーズに対応していか

なければならない。そのためには、不必要な事業の廃止、ニーズが少なくなった事業の縮

小がどうしても必要となる。事業の優先度をつけ、それに応じて予算を事業に振り当てる

ことにより、事業の廃止や縮小を図る必要がある。 
 また、財政が赤字決算を抱えるような危機的状況に陥った場合には、住民に対するサー

ビスの質を維持させることが困難となる。つまり、自治体の財政の危機は、住民において

も危機的状況であるといえる。自治体だけでなく住民も、自治体の財政状況を把握してお

く必要があり、両者の認識をさらに親密にしていかなければならないのである。 
 事業の優先度を効率良く測りたい自治体と、自治体の財政状況を的確に知りたい住民の、

双方のニーズ叶える方法として、業績評価が注目される。業績評価とは、自治体などの組

織で実施される事業のそれぞれについて、事業の目標と割り当てる予算を明確にしておき、

事業の実施後に、目標の達成度と予算の消化状況を評価する活動を指す。業績評価を用い

ることで、自治体は予算の振り分けの優先順位を明確にすることができ、わかりやすい業

績評価を公開することで、住民は自治体の財政状況を把握しやすくなるのである。 
しかし、現状では、自治体において業績評価はあまり普及しているわけではない。実施

されている自治体においても自治体内の管理データをそのまま公開している場合が多く、

評価結果を住民が分かりやすい形で公開しているとは必ずしもいえない状況である。住民

が読み取りたい情報を、さらに分かりやすく提示することが必要であるといえる。 
 
 
1.1.2  研究の目的 

本研究においては、従来の自治体から公開されている業績評価方法を見直し、事業への

予算の配分や事業の成果を明確にすると共に、住民の理解しやすい提示方法を提案する。 
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1.2  論文の構成 

 第１章は序論として、研究の背景と目的を述べた。 
 第２章では、自治体の業績評価の現状について、業績評価を行う目的や、自治体で行わ

れている業績評価である事務事業評価の評価方法、さらに、それらを踏まえて業績評価の

検討事項を述べる。 
 第３章では、バランス・スコアカード（ＢＳＣ）の狙いと方式について、ＢＳＣのしく

みから、企業や自治体への導入状況を述べる。 
 第４章では、既存の業績評価における評価項目からＢＳＣ方式の評価項目へのマッピン

グについて、ＢＳＣの視点を利用しての事業の分類方法、ＢＳＣ方式のマッピング手順な

どを述べる。さらに、浜松市が公表している平成１９～２１年度における業績評価を利用

して、実際にマッピングを行う。 
 第５章では、浜松市と名古屋市のＢＳＣ方式による比較について、実際に公表されてい

る２都市の業績評価を利用し、その比較結果を表示し、その考察を述べる。 
 第６章では、結論として、本研究の成果をまとめ、課題について述べる。 
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第２章 自治体の業績評価における 

現状と検討事項 
 
 
 
 
2.1  自治体における業績評価の意義 

  企業等の組織において、自らの使命を果たしていくためには、期間毎の目標を明確に

して、業績を評価することは重要である。自治体でも同様に、業績を評価することは重要

である。これまでに、業績評価はいくつもの自治体で行われてきた。その目的は以下の３

つに分けられる。 
１つ目の目的は、アカウンタビリティ（説明責任）の向上である。自治体は、住民のた

めにより良いサービスを提供し、住民の生活の質の向上、満足度の向上を使命とする機関

である。同時に、住民の収入の一部を徴収した税で成り立つ機関である。つまりは、住民

と自治体は密接な関係にあり、互に信頼しあう関係を築く必要があるといえる。住民に対

して、「自分たちがどんなことをしているか、どんなことに予算を使っているか」また、「自

分たちがどの分野に力を入れ、どんな事業を行っているのか」を同時に示すことで、住民

の自治体に対する信頼度と満足度の向上につながっていく。自治体と住民との信頼関係を

築くツールとして、業績評価を利用しているのである。 
２つ目の目的は、職員の意識改革につなげることにある。ただなんとなく業務をこなす

のではなく、自分の関わっている業務がどの目的に向けて行われているのかをはっきりと

認識できるようにするのである。さらに、評価をするということで業務に緊張感を生み、

コストに対する意識を高めることが期待できる。 
３つ目の目的は、財政の改善を図ることである。自治体は、顧客である住民の満足度の

向上、住民からの新しいニーズにより、現在まで行ってきた施策・事業の拡張、及び新た

な施策・事業の設置が常に求められている。しかし、地方交付金の削減や、不景気による

税収や所得税収の減少により、毎年の赤字決済と負債を抱えている自治体も多い。財政が

圧迫されている中で、効果的に事業の縮小が遂行されずにいると、赤字決算を抱えてしま

う恐れがある。赤字決算をしてしまった自治体は、赤字予算を組むこととなる。そこで、

赤字が一定の割合を超えてしまうと、自治体は起債に制限を受け、財政再建団体となって

しまう。財政再建団体は、政府からの資金援助を得ることができないため、自治体と住民

の力で財政再建を果たさなければならないのである。そうなると、赤字決算からの脱却の

ため、福祉水準の低下や、受益者負担額の増額など、住民へのサービスの質の低下や住民

の負担の増加を余儀なくされてしまう。このような状況に陥らないためには、今までの施
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策・事業の縮小または廃止を行って財源を確保する必要がある。従って、自治体は住民と

ともに施策・事業の優先度を付け、不必要な施策・事業の見極めをしっかりと行う必要が

あるのである。 
 
 
2.2  従来の業績評価 

 従来行われてきた業績評価は、主に政策の分類・整理をした後、その政策、施策、事務

事業などをそれぞれ評価していく方法がとられてきた。評価方法としてはコスト評価が主

である。１単位あたりのサービスコストや人員コストをふまえて、事業の効率性を評価し

てきた。 
 
2.2.1  自治体業務の体系 

自治体の業務は、大きく政策によって区分することができる。政策とは、例えば「循環

型社会への転換」など、自治体が描く将来へのビジョンに当たるものである。自治体はこ

の政策をいくつかの施策によって遂行する。例えば、「循環型社会への転換」の場合では、

「ゴミの減量」や「リサイクルの推進」という施策がある。 
施策は、さらにいくつかの具体的な事務事業によって実施される。例えば、「ゴミ減量」

施策においては、買い物時の包装の簡素化推奨事業や、リターナルビンの普及事業などが

あげられる。（図 2-1） 
 
 
 

 
図 2-1 施策の活動レベルと体系 
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2.2.2  業務棚卸 

事業評価を実施する上では、それに先立って、自治体業務の最下層にあたる事務事業を

全て洗い出し、その業務の内容・対象・目的を調査する。そして、戦略というべき施策、

政策のリストアップを行い、体系化を行っていく。さらに政策－施策－事業という上位目

的から下位の手段となる業務の関係付けをしていく。この時、必然と上位に向かうほどそ

の目的は大きくなってくる。このように体系化することによって、各事業の目的・位置付

け・バランスなどを再確認し、局所的になりがちな行政評価を、全体として把握する。ま

た、目的の大きさがそれぞれ異なるため、同一の大きさによって並行的に評価をすること

ができる。 
以上の、洗い出し、調査、分類・体系化という一連の作業をまとめて業務棚卸という。

このようにして整理された事務事業を、下記の作業で個別に評価していくのである。 
 
2.2.3  事務事業評価 

 事務事業は、ハード事業とソフト事業に分類できる。ハード事業はとはプロジェクトで

あり、設備や建設などの事業をさす。一方のソフトウェア事業は、プログラムであり、住

民へのサービスなどの目に見えない事業をさす。さらに、この分類の他に、経常事業と呼

ばれる法で実施が義務づけられている事業もある。事務事業評価において、ハード事業・

ソフト事業とともに、事業ごとに既定の項目を持つ評価票を作成することが多い。自治体

ごとにこの評価票は異なるが、評価される項目には共通点が多い。 
 
2.2.4  事務事業評価票の必要項目 

 図 2-2 は、16 年度に名古屋市において実施された事務事業評価の事務事業評価票のひと

つである。浜松市や静岡市、松本市の事業評価票に共通してみられる評価項目を以下にあ

げて説明する。 
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図 2-2  名古屋市の事務事業評価票 
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１）事業名・施策・部門などの事業の位置付け項目 

 事業名は事業の名前である。施策はその事業の上位目的である。部門は行政におけるど

の分野における事業かを記載している。例えばこの図の場合、産業振興となっている。こ

の施策の分類として、産業振興という部門に属しているという意味である。名古屋市にお

いて、同列には観光・コンベンションや、消費者・勤労者などの区分がある。浜松市は、

事業名「まちなか回遊性促進事業」の費目「商業政策推進費」あげている。ここであげた

項目は、その事業が自治体業務のどの部分に位置付けられるかを明確にしている。 
２）事業の対象者、意図、活動内容 

自治体にとっての顧客は住民、企業、他公共セクターなど、対象者が幅広い。ターゲッ

トをはっきりさせることで、意図や活動内容が明確になる。さらに、対象者の分類（高齢

者・子ども、大企業・中小企業などの区分にて）をすることでどの分野の人にどの程度事

業として力を入れているか、明白にさせることができる。 
意図は、事業の目的でもある。つまり、この事業を行うことによってどのような効果を

期待しているのか、どのような効果を生むために事業を行っているのかを明らかにするこ

とである。 
活動内容は、目的遂行のために実際に行っている業務を記載する。具体的な内容を書く

ことが望ましい。 
３）根拠法令、要綱等 

 法令で保障されている内容がある場合その法令等を記載する。関連事項では、法律で実

施を義務づけられている法定の事業もある。 
４）事業の実績 

 活動内容の中で、数値指標が出ている場合記載する。主にセミナー回数、参加者数、融

資の補助件数などがある。 
５）成果目標 

 事業を行ったことにより、どれだけ成果が上がったかという基準になる、KPI と呼ばれ

る測定目標のことである。主に実績の前年比割合の増減、資格セミナー受講者と受験者の

割合などある。目標値との比較で達成度の指標となる。 
６）事業の改善点 

 現状・または開始時と今年度の実績を比較して、どの点を改善すべきかを記載する。こ

の項目は客観的な視点から書かれていることが必要となる。 
７）評価（必要性・有効性・達成度・効率性） 

 必要性、有効性、達成度、効率性の４つの指標を以下の基準で評価する。 
①必要性 
事業が公的に関与する必要があるかどうか、事業の妥当性があるかどうかを基準に評価

する。名古屋市では、図 2-3 にあるような９項目のチェックシートを用いて公的関与の判定
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を行っている。１～９に該当しない場合は、必要性の評価は１となり、妥当性のチェック

は行わない。妥当性は、目的の達成により実施する意義が低下しているかどうか、住民の

ニーズが低下してきているか、逆に、住民のニーズを上回っていないかなどが、評価の対

象となる。 
②有効性 
 事業が上位目的である施策の目的に対して有効かどうかを判断する。例えば、類似して

いる事業があるかどうか、施策に対する貢献度が高いかどうかなどである。 
③達成度 
 事業実施後に上記した成果目標を達成しているかの判断評価をする。 
④効率性 
 実地主体となる、市直営、外郭団体、民間企業、市民活動団体などが妥当であるかどう

か、経済性・手法が妥当であるかどうかを判断する。経済性・手法への役割分担を図る指

標としては、単位当たりの費用（投入金額）が前年比と比べて悪化しているかどうか、他

の理由でコストを下げる必要があるか評価する。 
 
松本市ではこの４つの指標の他に優先性を加えている。また、浜松市ではこの優先性に

類似する優先度を別の票に設けてそこに記載し、事業の優先順位を設けている。 
 
 
 

 

INPN 行政評価研究会「自治体行政評価ケーススタディ」（文献 4）より引用 
図 2-3 名古屋市における公的関与の範囲に関するチェックシート 
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８）外部評価 

 前述の項目は、市の職員が評価・記入するものである。しかし、自己評価では、自分た

ちが行っている事業を厳しい目で見ることができないこともある。そこで、専門家や知識

人で構成された外部機関の行政評価委員会などが、職員が記入した事務事業評価票をもと

に、その事業が本当に行政関与を必要としているのか、費用対効果があるかどうかの観点

で評価をする。市内部の評価より客観的、論理的に評価するので厳しい評価が下されるこ

とが多い。 
 
2.2.5  名古屋市における業績評価 

 名古屋市で、業績評価が本格導入されたのは、Ｈ１３年度である。同市は、事務事業が

Ｈ１５年度時点で全２７４６事業存在していた。１年目に８５７事業、２年目に１３９８

事業、３年目に全事業の事務事業評価を行った。尚、外部評価はＨ１４年度に開始された。

事務事業評価で市の評価がどれだけ良い結果でも、外部評価がＣ・Ｄの事業についてはそ

の時点で見直し、休・廃止を検討し、次年度の予算時に反映させてきた。その結果が下図

である。（表 2-1） 
 

表 2-1 名古屋市における外部評価Ｃ・Ｄ事業の予算への反映 
INPM 行政評価研究会「自治体行政評価ケーススタディ」（文献 4）より引用 
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2.3  従来の業績評価の検討 

 事務事業評価は、自治体側には膨大な作業が課せられているにも関わらず、住民が十分

に評価内容を理解できないという状況がある。（表 2-2） 
自治体は業績評価を行う際、まず全事業を細かく分類しなければならない。そして、体

系化した事業一つ一つ成果評価をしなければならない。１０００を超える（名古屋市平成

１５年度において）事務事業、事務事業評価をそれぞれで行い、資料を作成しなければな

らないので、評価作業の負荷は少なくない。そこで、この作業を省くために、コスト算出

による評価しか実施していない自治体も多い。膨大な作業時間を割かなければ、評価でき

る業績評価は生みだすことは難しいのである。実際には、自治体にとってこの事務事業評

価はかなりの負担となっており、名古屋市などの先進的な自治体においても、毎年度全て

の事業において、実績などまでを細かく記入した業績評価を公表しているわけではない。 
 そして、住民からの立場においても、評価結果を見るだけで大変な労力のいる作業とな

ってしまっている。たいていの自治体は、事務事業評価に用いた全ての事務事業票を公開

している。しかし、業績評価の全てを見ようとすると、全事業１０００枚近い資料数に目

を通さなければならない。さらに、資料の量だけの問題だけでなく、記述された内容も専

門的であり、どの施策にどの程度貢献しているのか、一見しただけでは内容を把握できな

い。 
 
 

表 2-2 従来の業績評価の検討事項 
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第３章  ＢＳＣの狙いと方式 

 
 
 
 
3.1  ＢＳＣの成り立ち 

 ＢＳＣ（バランス・スコアカード）は、ロバート・S キャプランとデビッド・P・ノート

ンによって１９９２年に考案されたマネジメント・システムである（文献１）。ＢＳＣが考

案される以前、多くの企業は財務的業績評価を業績評価指標としていた。ＢＳＣは、それ

までの原価に基づく財務会計だけではなく、顧客や従業員、システムなどの技術、イノベ

ーションなどに投資をすることに対しても評価を加えるものである。将来の業績向上のた

めに業績評価の対象範囲を拡大し、短期的な成果だけでなく、長期的な能力・競争力のマ

ネジメントを行えるようにした。 
 
3.2  ＢＳＣの構造 

 図 3-1 はＢＳＣのフレームワークを示したものである。ＢＳＣは、企業が求めるビジョン

と戦略を達成するために、財務の視点、顧客の視点、内部プロセスの視点、学習と成長の

視点の４つの視点を設けている。また、４つの視点はそれぞれ、相互作用を持つ。 
 
 

 
図 3-1 バランス・スコアカードのフレームワーク 
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その４つの視点それぞれに、戦略の基軸である目標や業績評価指標、ターゲット（具体

的数値目標）、アクションプラン（実行計画）を設けていく。ビジョンに対しての目標をそ

れぞれ分かりやすく定めていくのである。そして、企業のＢＳＣを事業部門に、事業部門

から部・課・係長、そして係長から個人へと落とし込むことで、個人の通常業務の中まで

企業の戦略とビジョンに対応付けて管理することができる。さらに、業務成果を戦略目標

と対比することによって、また企業としてのビジョン・戦略へフィードバックする。この

サイクルを行うことで、企業全体を通して一つのビジョン・戦略に沿ったマネジメントが

可能になるのである。 
 
3.2.1  財務の視点 

 財務の視点の目標とは、一般企業にとっての最終目的である、売上拡大・利益拡大など

である。さらに、利益拡大の要素となるコスト低減なども含まれる。財務的成功を果たす

には、顧客の視点での成果や内部プロセスでの成果が基になる。また、財務的な目標は、

企業の最終目的であるため、図 2-1 に見られるようにフレームワークの最上の位置に表示す

ることが多い。 
 
3.2.2  顧客の視点 

 顧客の視点の目標とは、顧客の満足度・信頼度の向上や新規顧客・常連客の獲得などで

ある。顧客に喜ばれるためには、提供する製品ないしサービスの質の向上が求められるが、

そのためには内部プロセスの改善が必要となる。 
 
3.2.3  内部プロセスの視点 

 内部プロセスの視点の目標は、業務の効率化や質の向上などである。顧客を満足させる

ために、企業の内部ないし業務をどのように改善するのかを考慮する必要がある。例えば、

顧客との関係を良好にするための、コールセンターにおける業務充実があげられる。 
 
3.2.4  学習と成長の視点 

 学習と成長の視点の目標は、従業員の能力の向上や業務に使用する設備などの向上であ

る。人材の育成やモチベーションを高めることで、長期的観点で組織力の向上をはかる。

従業員の資格獲得やデータベースの活用などが例となる。また、内部プロセスを実現する

情報システムの整備もこれに含まれる。つまり、学習と成長の視点の成果は、内部プロセ

スの視点や顧客の視点での改善につなげることが出来る。 
 
3.2.5  ４つの視点の関係 

 図 3-2 は企業における戦略マップの例である。図のように４つの視点はそれぞれ相互作用

を持ち、互いに影響を及ぼす。 
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まず、企業におけるＢＳＣにおいて根底にあるものは、経営者・従業員などの個人の能

力の向上や、技術・知識の蓄積と活用など仕組み・制度の向上に代表される学習と成長の

視点における戦略である。個人の能力の向上、技術・知識の増大が成されていれば、内部

プロセスの視点における戦略実現がある程度容易となる。同様に、内部プロセスの視点の

戦略が達成されていれば、顧客の視点の戦略も実現が容易くなる。一般的な企業は、財務

の視点での売上拡大・利益拡大が最終目的となるが、利益が増加することで、学習と成長

の視点のさらなる充実を図ることができる。つまり、全ての視点はお互いに関わり合いを

持っている。 
 
 

 
図 3-2 企業における戦略マップの例 

 
 

3.3  ＢＳＣの企業への導入 

 一般企業における活動は、戦略に基づいたものである。２００３年に野村総合研究所が

行ったＢＳＣ調査では、対象となる売上５００億以上の上場企業１３３０社のうち、１８

９社より回答を得た。その結果、その回答の１９％にあたる３５社がＢＳＣ導入している

と回答した（文献 18）。さらに、野村総合研究所は日本全体では約１００社が導入している

と推測した。現在では日立ソリューションなどから、ＢＳＣ導入支援ソフトが販売されて

おり、さらに多くの企業にＢＳＣが導入されていると推測される。 
 導入企業の例としては、関西電力（文献 21）、ミツカングループ（文献 20）、ＪＡＬイン

フォテック（文献 2）である。 
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関西電力における導入事例 

 

 
図 3-3 関西電力の経営指標体系と戦略マップ 

 
 
 関西電力は、時代の変化に伴って、今までの長期的に振れの少ない戦略に基づいて、本

部の指示・命令に従い現場が完全・確実に、業務を執行する「ピラミッド型経営管理」か

ら、現場が自立的に事業を行う「ミッション共有型経営管理」への変革を目指した。「ミッ

ション共有型経営管理」とは、企業の内・外部の変化を先取りした戦略を策定し、それを

本部から現場まで共有することで、迅速・柔軟な対応をし、現場が自立的に事業を行うも

のである。 
その際に、この改革の効果的手段としてＢＳＣを導入した。ＢＳＣは、企業のビジョン・

戦略を個人にまで落とし込むことができるフレームワークであり、関西電力が目指す「ミ

ッション共有型経営管理」の実現に適していた。図 3-3 は、それまでの経営指標体系を、Ｂ

ＳＣのフレームワークに落とし込んだものである。この戦略マップを基にして、本部から

現場の視点までが、各々のレベルに合わせた戦略を策定していく。 
関西電力は、ＢＳＣを経営管理システムの中核に据え、予算、成果把握システム、評価

制度、管理会計情報システムなどの関連諸制度を整合させた。さらに経営陣と組織長の間

の戦略コミュニケーションを通じて組織風土改革までも視野にいれた改革を行ったのであ

る。 
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3.4  ＢＳＣの自治体への導入 

 
3.4.1  ＢＳＣの自治体への導入の狙い 

自治体も、企業活動と同様に、ビジョン・戦略を持って活動している。自治体における

ビジョン・戦略は、政策を実現させる上でのものである。つまり、自治体が持つ、戦略を

理解することが、政策を理解することの本質であると考えた。ＢＳＣは、４つの視点の因

果関係からビジョン・戦略を表現するフレームワークである。４つの視点から戦略を分析

するため、分かりやすい。そこで、戦略を分析する効率的手段として、自治体にも導入が

進んでいるのである。企業だけでなく自治体への導入もされている。 
 
3.4.2  自治体へのＢＳＣの導入例 

自治体の例としては、米国ではシャーロック市（文献 3）、国内では三重県病院事業庁（文

献 5）や、横須賀市である（文献 2）。三重県病院事業庁においては、病院事業中期経営計

画では、ＢＳＣに基づいて、病院事業管理者・病院長・各部門長がマネジメントシートを

作成し、上位戦略を展開している。 
 
3.4.3  自治体でのＢＳＣの視点 

 図 3-3 は自治体でのＢＳＣのフレームワークの例である。図 3-1 の企業のＢＳＣのフレー

ムワークと比較すると、顧客の視点が頂上に位置している。自治体は一般企業とは違い、

売り上げや、利益拡大を最終目的としている訳ではなく、顧客である住民へのサービスの

質の向上、満足度の向上を最終目的としているからである。そして、自治体は予算に基づ

いて業務を行うので、財務の視点が下位に位置している。このように配置することで、自

治体の業務にビジョン・戦略をスムーズに落とし込むことができる。ビジョンと戦略の部

分には、自治体の目的である政策、施策があてはまる。 
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図 3-4 自治体におけるＢＳＣのフレームワーク 
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第４章 既存評価報告のＢＳＣ方式へ

のマッピング 

 
 
 
 
 
4.1  既存評価報告のＢＳＣ方式へのマッピングの狙い 

 従来の自治体の行政評価は、２章で取り上げた事務事業評価のように、住民への理解の

しやすさに重点を置いていない方法である。自治体のどの業績を伸ばすものか理解し難い

という欠点がある。その点を補充するために、ＢＳＣ考え方を利用する。ＢＳＣの位置付

けでマッピングを行うことによって、自治体が行っている事業の、どの程度が顧客のため

の事業なのか、どの程度が財務のための事業なのか視覚的に分かりやすることができる。

また、ＢＳＣの考え方を取り入れたマッピングで表示することで、自治体も、施策におけ

るビジョンにおいてどの分野にどの程度力を入れているか把握しやすくなるはずである。 
 
4.2  既存評価報告のＢＳＣ方式へのマッピングの基盤 

 本研究では、前章で取り上げたＢＳＣの４つの視点を利用して既存の業績評価報告のマ

ッピングを行っていく。尚、今から提示する評価管理方式は、政策・施策におけるもので

ある。また、既存の業績評価報告は、事務事業評価票（図 2-3）、またはそれに準ずる・類

似するものとする。 
 
4.2.1  既存評価報告における事業マッピングの手順 
 図 4-1 は既存評価報告をＢＳＣ方式へマッピングする手順である。 
①評価項目入力 

まず、事務事業評価票から、必要な情報を抽出する。今回の場合は、事業の規模を図る

ための事業費と、事業評価が対象となる。 
②事業の分類 

事業の分類は、その事業が自治体の４つの視点の中の、どの視点に当てはまる事業かを

分類していく。つまり、顧客のための事業であるか、それとも他の視点のための事業かの

分類である。そのためには、既存の事務事業評価票における業務内容、つまり事業の対象

者、事業の意図、事業の活動内容に注目していく。 
③カウント作業 

カウント作業は、事業数・事業費・事業評価をそれぞれカウントしていく。 
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④マッピング 

カウントを行った後、そのデータをエクセルの機能を使ってグラフ化、マッピングを行

っていく。 

 
図 4-1 マッピング手順 

 
4.2.2  ４つの視点への分類 

図 4-1 の手順を基に業績評価のマッピングを行う。この手順の中で最も重要となるものが、

②事業の分類である。その分類の基準を、主に分類を行った中で象徴的な事業を例にとっ

て説明していく。 
 
１）顧客の視点への分類 

 顧客は、事業によって様々である。例えば、住民、企業、勤労者、コンベンション主催

者、映像制作関係者などである。つまり、事業の対象者である。対象者の判断がつかない

場合（白紙）、自治体自身と考える。また、自治体自身が対象者だった場合は、活動内容に

注目する。例として、「市全体のイメージアップし、観光客を誘致する」とあった場合、市

を顧客としてとらえるのではなく、イメージアップすることで何かしらの利益を享受する

企業・団体などを顧客としてとらえることとする。 
また、自治体の直結の団体でない公共機関が事業の対象者の場合、機関を自治体と加味

し、その公共機関によってサービスを享受する対象者を顧客と判断する。 
 
２）学習と成長の視点への分類 

 学習と成長の視点は、主に経済調査など調査事業である。事業内容の例として、「統計デ
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ータなどによりわかりやすく紹介解説する刊行冊子の発行」事業であり、「アンケートによ

り、市内企業の現状を調査する景況調査」と、「業界団体を窓口として市内産業の現状を調

査する業界団体調査」というものである。 
 
３）内部プロセスの視点への分類 

 内部プロセスの視点における例として、自治体自身の庁内組織の円滑な運営を図るとい

う目的の事業や、基本計画の諮問的機関や進捗管理を行う庁内組織の運営、政策化業務に

おける組織運営のための事業があげられる。経費として財務の視点に分類できる余地があ

るが、ここでは「（自身の）組織の運営」をキーワードにおき、業務プロセス改善に取り組

んでいるものと仮定した上、内部プロセスとして分類していく。 
また、事業の内容を分析・評価・検討をしている場合も、内部プロセスに分類する。こ

の場合の例として、自身で運行するバスのルートを分析、新ルートの検討をし、バス運行

事業の評価をしている事業があげられる。さらに、自治体内部（市街地など）の状況を調

査・研究・分析して、新たな施策の企画・立案をする事業も自身の内部的プロセスを分析・

検討することを目的とした事業のため、内部プロセスの視点の事業に分類する。 
 
４）財務の視点への分類 

 財務の視点に該当する事業は、自治体の経費事業が主である。例えば、「観光・コンベン

ション振興業務を円滑に遂行するために必要な諸経費を計上する」事業である。また、自

治体の一部と考えられる公共機関の維持管理事業などは、業務の「維持」と考えられるの

で、内部プロセスの向上としてとらえるのではなく、経費ととらえることとする。 
 
 
4.3  浜松市の業績評価のＢＳＣ方式へのマッピング 

 図 4-1～図 4-3 は、浜松市が公表している業績評価に基づいて事業を分類したものであ

る。今回は、産業経済分野における事務事業を対象に分類した。対象の業績評価は平成１

９年度版政策・事業シート～平成２１年度版政策・事業シートの３カ年分である。それぞ

れ、事業数、事業費額、事業の評価について累積表示をしている。 
しかし、平成２１年度版政策・事業シートのみ政策・事業シートの種類が異なっている。

従って、事業費と事業評価のマッピングにて項目を変更・削除している。事業費マッピン

グにおいては、平成２０年度の決算の代わりに平成２１年度の計画額を使用した。事業評

価マッピングにおいては、平成２１年度版政策・事業シートの評価項目が空欄であったた

め、図 4-6 と図 4-7 の平成２１年度の事業評価の欄を削除した。また、浜松市における産業

経済分野の基本政策は「新たな産業・サービスの創造による地域経済の振興」である。 
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4.3.1  事業数マッピング 

 表 4-1 は、浜松市の産業経済分野における平成１９年度～平成２１年度の事業数の表であ

る。図 4-2 は、それに基づいて総事業をＢＳＣ方式でマッピングしたものである。図のグラ

フは、縦軸の単位を事業数とし、横軸は年度として、それぞれ経年表示している。 
 
 

表 4-1 浜松市産業経済分野における事業数 

 

 
 
 

 
図 4-2 浜松市における事業数マッピング 
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4.3.2  事業費マッピング 

 表 4-2 は、浜松市の産業経済分野における平成１９年度～平成２１年度の事業費の表であ

る。そして、図 4-3 は、それに基づいて総事業をＢＳＣ方式でマッピングしたものである。

図 4-3 のグラフは、縦軸の単位を事業費（千円）とし、横軸は年度として、それぞれ経年表

示している。 
 表 4-2 の（※１）は、浜松が公表している平成２１年度版の業績評価の政策・事業シート

が前年度・前々年度と形式が異なり、年度決算を記載するのではなく、その年度計画額を

記載していた。そのため、平成２０年度の決算をより反映していると推測される平成２１

年度の計画額をデータとして使用した。 
 さらに、図 4-3 の（※２）は、事業費の合算の開きが大きかったため、グラフの縦軸の目

盛を統一していない。 
 
 

表 4-2 浜松市産業経済分野における事業費 

 
 

※１ 
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図 4-3 浜松市における事業費マッピング 

 
 
 

4.3.3  事業評価マッピング 

 表 4-3 は、浜松市の産業経済分野における平成１９年度と平成２０年度の事業評価の表で

ある。そして、図 4-7 は、それに基づいて総事業をＢＳＣ方式でマッピングしたものである。

図 4-4 のグラフは、縦軸の単位を事業費とし、横軸は年度として、それぞれ経年表示してい

る。 
 評価とは、「2.2.2.1事務事業評価票の必要項目」における「７）評価」にあたるものと

する。評価を４段階とし、数字で書いていない場合、Ａ～Ｄをそれぞれ４～１と定める。

つまり、最も良いものは４またはＡであり、最も評価が低いものは１またはＤとなる。評

価を行っている項目の数値を全て足し合わせ、さらに項目数で割る。このようにして算出

された数値をその事業の重みととった。表 4-3 は、その事業の重みを足したものである。 
 
 

 
 
 
 

※２ 
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表 4-3 浜松市産業経済分野における事業評価 

 

 
 
 

 
図 4-4 浜松市における事業評価マッピング 

 
 
 

4.3.4  マッピング結果の考察 

 自治体の業績評価をＢＳＣ方式でマッピングすると、図 4-3 から分かるように顧客に対す

る事業数が多くなっている。この理由として推測できることは、事業の多くが顧客のため

の事業となるからだ。従って、顧客の視点における事業に対して大幅な偏りが生じてくる。

そのため、顧客の視点に分類した事業を、今度は顧客自身を中心として、分類していく必

要がある。 
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4.4  顧客を中心とした事業の再マッピング 

 図 4-5 は、顧客を中心に再度ＢＳＣ方式でマッピングしたフレームワークである。４つの

視点の一つである顧客の視点を中心に、４つの視点を持つＢＳＣが構成されるのである。

つまり、再マッピングしたフレームワークの一つの視点は、もとの戦略ビジョンに対して

４の二乗の１６分割された視点であるといえる。よってこの方式をＢＳＣ２（スクエア）方

式と名付ける。 
 
 

 
図 4-5 ＢＳＣ２方式のフレームワーク 

 
 
4.4.1  ＢＳＣ２方式マッピングの手順 

 図 4-6 は、顧客を中心とした事業のＢＳＣ２方式のマッピング手順である。図 4-1 と比較

すると、②事業の分類と③カウントの間に再分類という手順を加えている。ＢＳＣ方式マ

ッピングの手順は以下のとおりである 
①評価項目入力 
②事業の分類 
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③再分類 
④カウント作業 
⑤マッピング 

③の再分類においては、顧客の視点に分類された事業内容を再確認し、再度４つの視点

に分類していく。 
ここでの顧客とは、市民、勤労者、企業等である。 

 
 

 
図 4-6 再マッピング手順 

 
 
 
１）ＢＳＣ２方式での顧客の視点への分類 

 顧客ＢＳＣ方式における顧客の視点への分類される事業としては、顧客にとって顧客獲

得の場を設ける支援事業や、顧客である企業の顧客にとってのサービス事業があげられる。

例えば、展示会・見本市を行う販路開拓事業は、顧客（企業）にとっての新規顧客を支援

する事業である。 
 
２）ＢＳＣ２方式での内部プロセスの視点への分類 

 内部プロセスの視点へ分類される事業は、顧客の内部プロセスの改善を目的とした事業

である。言い換えれば、顧客が抱える問題改善を目的とした事業ともいえる。例としては、

顧客企業の生産管理や生産工程の改善、職場環境の向上、中小企業診断士を派遣し調査分
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析を行う事業などを目的とした事業などである。精神的疾患に対する相談も、顧客となる

人の考え方をプロセスとみることができるので、内部プロセスの視点へ分類できる。 
 
３）ＢＳＣ２方式での学習と成長の視点への分類 

 学習と成長の視点へ分類される事業は、顧客の技術的育成の場の支援事業、技術情報の

交換などを促進させる事業など、顧客の技術向上や知識増大を目的とした事業である。セ

ミナーの実施やシンポジウムの開催事業などがあげられる。 
 
４）ＢＳＣ２方式での財務の視点への分類 

 財務の視点に分類される事業としては、企業への融資・経費の助成事業などである。こ

こでは、研究開発など、目的がはっきりしている事業に対する助成等は除き、ある程度自

由度が高い資金の融資、設備等の有形財産に対して行う融資・助成を対象とする。 
 
 
4.5  浜松市の業績評価のＢＳＣ２方式マッピング 

 4.3 節で行った浜松市の業績評価マッピングをＢＳＣ２方式で再度マッピングを行う。 
 
4.5.1  ＢＳＣ２方式による事業数マッピング 

 表 4-4 は、浜松市の産業経済分野における、平成１９年度～平成２１年度の顧客の視点に

分類された事業を、再分類した事業数の表である。そして、図 4-7 は、それに基づいて総事

業をＢＳＣ２方式でマッピングしたものである。図 4-7 のグラフは、縦軸の単位を事業数と

し、横軸は年度として、それぞれ経年表示している。 
 
 
 

表 4-4 浜松市産業分野における顧客の視点の事業数 
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図 4-7 浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業数マッピング 
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4.5.2  ＢＳＣ２方式による事業費マッピング 

図 4-5 は、浜松市の産業経済分野における、平成１９年度～平成２１年度の顧客の視点に

分類された事業費を、再分類した表である。そして、図 4-8 は、それに基づいて総事業をＢ

ＳＣ２方式でマッピングしたものである。図 4-8 のグラフは、縦軸の単位を事業数とし、横

軸は年度として、それぞれ経年表示している。 
  
 

表 4-5 浜松市産業分野における顧客の視点の事業費
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図 4-8 浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業費マッピング 
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4.5.3  ＢＳＣ２方式による事業評価マッピング 

表 4-6 は、浜松市の産業経済分野における、平成１９年度～平成２１年度の顧客の視点に

分類された事業評価の値を、再分類した表である。そして、図 4-9 は、それに基づいて総事

業をＢＳＣ２方式でマッピングしたものである。図 4-9 のグラフは、縦軸の単位を事業数と

し、横軸は年度として、それぞれ経年表示している。 
 
 

表 4-6 浜松市産業分野における顧客の視点の事業費 
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図 4-9 浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業評価マッピング 
 
 

4.5.4  浜松市の業績評価のＢＳＣ２方式マッピングの考察 
 図 4-11 の浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業数マッピングから、年を経るごとに、

顧客の内部プロセスの視点の対象となる事業が減少し、学習と成長の視点の対象となる事
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業が増えていることが分かる。このことから、産業経済分野の政策である「新たな産業・

サービスの創造による地域経済の振興」という目的のために、顧客の技術的向上や知識増

大を強化していることが読み取れる。地域経済の振興という点では、内部プロセスを強化

すべきであると考えられるが、「新たな産業・サービスの創造」という点では妥当だと思わ

れる。 
図 4-13 の浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業費マッピングでは、不況のあおりを受

けているためか、顧客の財務の視点の対象となる事業の費用が増えている。つまり、企業

に対する助成や融資に対する費用が増えているということである。さらに、内部プロセス

の視点と学習と成長の平成１８年度決算と平成１９年度の決算見込みを比べると、この期

間で顧客の内部プロセスから顧客の学習と成長を強化する動きが顕著に見られる。しかし、

２つの視点とも事業費がかかった翌年度に事業費を一気に落とし込む傾向が見られる。 
図 4-15の浜松市におけるＢＳＣ２方式による事業評価マッピングにおいて気になる点は、

財務の視点における事業評価が事業費と増加と反比例して減少している点と、事業数が増

えている学習と成長の視点における事業評価が減少しているという点である。事業費を多

く投じている一方で評価が低下している財務の視点と、事業費を増やして強化している中

で評価が落ち込んでいる学習と成長の視点、この２つの視点における事業は、その費用と

強化に相対する実績があげられていないと推測できる。従って、この視点における事業を

見直す必要があるのではないかと考えられる。 
 
 
4.6  ＢＳＣ方式とＢＳＣ２方式マッピングの比較 
 ＢＳＣ方式を用いることで、これまでの事業評価の基本となっていた財務的な視点の他

に、３つの視点を一挙に評価することができるようになった。また、その４次元のバラン

スも同時に見ることができる。経年表示を行うことで、行政の実施する事業の４次元間の

バランスにおける経緯を見ることができ、事業数・事業費・事業評価の３つの項目を用い

て比較することで、４つの視点それぞれにおける事業の必要性を確認することができる。 
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第５章 浜松市と名古屋市のＢＳＣ方

式・ＢＳＣ２方式による比較 

 
 
 
 
 
 
5.1   浜松市と名古屋市の事務事業評価の比較 

 表 5-1 は、浜松市と名古屋市の事務事業評価の内容を比較したものである。 
浜松市は、年度毎に全ての事務事業を評価対象としている。従って、全ての事業の評価

結果が毎年公表されることになるので、政策ごとの経年表示が可能となる。しかしその一

方で、年度が替わると事業が違う施策に分類されている例があり、事業の棚卸作業が不十

分であるといえる。また、平成２１年度版政策・事業シートにおいては、事業評価の基軸

となる事務事業評価票（浜松市においては政策・事業シート）が、前２年間と違った仕様

となっており、統一性が欠けている。 
それに比べて名古屋市は、行政評価のサイクルを４年間とし、一年度に一つの区分の事

業を対象に評価している。評価対象区分は以下のとおりである。 
 

①ソフト事業 
②経常的事務事業 
③施設の建設、整備事業、施設の管理運営 
 
①のソフト事業は、建設・整備事業を除く自主事業である。②の経常的事務事業は法

により実施が義務づけられた事業、電算保守等の定型的業務の事業である。③の区分は施

設に関する事業なので、ハード事業である。１年ごとに①～③の事業評価を一区分行い、

最後の４年目に、前３年間の事業評価で見直しの対象となった事業の、改革改善に対する

取組みの評価を行う。事業区分ごとで、事務事業評価票が統一されている。 
また、それぞれの事務事業評価において、浜松市は事業費に人件費をコストとして含む

が、名古屋市は人件費をコストとして含んでいない。従って、マッピングの際に統一をし

なければならない。 
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表 5-1 浜松市と名古屋市の事務事業評価の比較 

 
 
 
 
5.2   ＢＳＣ方式・ＢＳＣ２方式による比較手順 

 「4.2.1  既存評価報告における事業マッピングの手順」と「4.4.1  ＢＳＣ２方式マ

ッピングの手順」を参照し、ＢＳＣ２方式で事業のマッピングを行っていく。ただし、名古

屋市は年度毎に対象となる事業が異なり、経年表示比較ができないため、単年表示で比較

する。図 5-1 は、どの事業がどの年度の予算・決算額を記載しているかを表した図である。

図 5-1 を見ると分かるように、平成１６年度決算額をソフト事業と経常事業で記載している

ことが分かる。従って、今回は１６年度の決算額を対象として行う。浜松市は、平成２０

年度版政策・事業シートに記載されている、平成１８年度の決算額を対象とする。 
対象とする事業は、浜松市においては、平成２０年度版事務事業評価の経済産業分野に

該当する事業である。名古屋市は、ソフト事業・経常事業・ハード事業のそれぞれにおい

て、浜松市経済産業分野の施策内事業、または実施している事業に類似している事業を抜

粋して比較を行う。 
 

 

 
図 5-1 名古屋市における年度毎事業費の記載事業区分の一覧 
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5.2.1  名古屋市におけるＢＳＣ方式・ＢＳＣ２方式の事業マッピングの手順 

 以下は、名古屋市におけるＢＳＣ方式・ＢＳＣ２方式のマッピングの手順である。 
①評価項目入力 

まず、事務事業評価票から、必要な情報を抽出する。名古屋市においても、事業の規模

を図るための事業費と、事業評価が対象となる。この時、名古屋市は事業費に人件費が含

まれていないため、浜松市との統一を図り、事業費・人員の欄の職員数（人）の数値に単

価となる８０００（千円）を乗算する。尚、浜松市は人件費を算出する際、「人工×単価」

で求めている。 
②事業の分類 

 「4.2.2  ４つの視点への分類」を参照して事業を分類する。 
③再分類 

 「4.4.1  ＢＳＣ２方式マッピングの手順」を参照して、②事業の分類の作業で分類した

事業を、再度分類する。 
④カウント作業 

カウント作業は、事業数・事業費・事業評価をそれぞれカウントしていく。ただし、事

業費については、ハード事業の事業費が１８年度決算額分しか記載されていないため、事

業費マッピングの対象からは除外する。 
⑤マッピング 

 エクセルを使用して、それぞれの項目の合算の数値をグラフ化・マッピングを行う。 
 
 
5.3  浜松市と名古屋市のＢＳＣ方式・ＢＳＣ２方式による比較の結果 

 
5.3.1  ＢＳＣ方式による比較結果 

 表 5-2 は、平成２０年度における浜松市産業経済分野の事務事業評価から抜粋した必要項

目の一覧である。表 5-2 の事業費は平成１８年度決済額である。表 5-3 は、平成１６年度～

平成１８年度における名古屋市の対象事業の事務事業評価から抜粋した必要項目である。

表 5-3 の事業費は平成１６年度決済額である。 
 表 5-2 と表 5-3 の項目を基に、ＢＳＣ方式でマッピングを行ったものが、図 5-2 と図 5-3
である。図 5-2 は、浜松市の平成２０年度の浜松市産業経済分野の事業評価をマッピングし

たものである。図 5-3 は、平成１８年度における名古屋市の対象事業の事業評価をマッピン

グしたものである。 
図 5-2 と図 5-3 において、緑のグラフは事業個数、青のグラフは事業費、赤のグラフは事

業評価の重みの累積である。 
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表 5-2 平成２０年度における浜松市産業経済分野の事業評価項目表 

 
 
 
 
 

 
 

図 5-2 平成２０年度における浜松市のＢＳＣ方式マッピング 
 
 
 
 
 
 
 
 

顧客の視点 

学習と成長の視点 
内部プロセスの視点 

財務の視点 
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表 5-3 平成１６～１８年度における名古屋市の対象事業の事業評価項目表 

 
 
 
 
 
 

 

 
図 5-3 平成１６～１８年度における名古屋市のＢＳＣ方式マッピング 

 
 
 
 
 

 
 

顧客の視点 

学習と成長の視点 

財務の視点 

内部の視点 
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5.3.2  ＢＳＣ２方式による比較結果 

 表 5-4 は、平成２０年度における浜松市産業経済分野の事務事業評価から抜粋した必要項

目の一覧である。表 5-4 の事業費は平成１８年度決済額である。表 5-5 は、平成１６年度～

平成１８年度における名古屋市の対象事業の事務事業評価から抜粋した必要項目である。

表 5-5 の事業費は平成１６年度決済額である。 
 表 5-4 と表 5-5 の項目を基に、ＢＳＣ２方式でマッピングを行ったものが、図 5-4 と図 5-5
である。図 5-4 は、浜松市の平成２０年度の浜松市産業経済分野の事業評価をマッピングし

たものである。図 5-5 は、平成１８年度における名古屋市の対象事業の事業評価をマッピン

グしたものである。 
図 5-4 と図 5-5 において、緑のグラフは事業個数、青のグラフは事業費、赤のグラフは事

業評価の重みの累積である。 
 
 
 

表 5-4 平成２０年度における浜松市の顧客の視点の事業の事業評価項目表 

 
 
 
 
 

表 5-5 平成１６～１８年度における名古屋市の顧客の視点の事業評価項目表 
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図 5-4 平成２０年度における浜松市のＢＳＣ２方式マッピング 
 

顧客の視点 

学習と成長の視点 内部プロセスの視点 

財務の視点 
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図 5-5 平成１６～１８年度における名古屋市のＢＳＣ方式マッピング 

 
 
 

顧客の視点 

学習と成長の視点 内部プロセスの視点 

財務の視点 
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5.4   比較結果の考察 

 浜松市と名古屋市のＢＳＣ方式とＢＳＣ２方式による比較を行ってみると、単年の評価の

みとなってしまい、どうしても事業の割合の比較に偏ってしまう。経年比較をすると、視

点毎の推移が見えるので、さらなる比較が可能となる。 
 以下に①ＢＳＣ方式、②ＢＳＣ２方式のマッピングによる比較結果からの考察を述べる。 
 
①ＢＳＣ方式のマッピングによる比較結果の考察 

 「5.3.1 ＢＳＣ方式による比較結果」において２つの都市を比較すると、浜松市では自

身の内部プロセスに力を入れていることが分かる。つまり、業務の効率性を向上させるこ

とを強化しようとしている。また、顧客の視点に事業が大きく偏るという点では、２つの

都市間に共通している。 
 
②ＢＳＣ２方式のマッピングによる比較結果の考察 

 「5.3.1 ＢＳＣ方式による比較結果」において２つ都市を比較する。名古屋市の事業数

において、財務の視点の対象となる事業の割合が浜松市と比べて高い。つまり、顧客に対

する助成・融資のための事業が多いということである。また、内部プロセスの１事業に対

する事業費が、浜松市の方が名古屋市の４倍となっており、力を入れていることが分かる。

学習と成長のプロセスの視点における１事業あたりの事業費も約１．６千万円高く、全事

業数の割合を見ても名古屋市より高いので、同市に比べ顧客の学習と成長を強化しようと

しているといえる。 
 
 



47 
 

第６章 結論 

 
 
 
 
6.1  結論 

 本研究では、既存の自治体業績評価の、アカウンタビリティの向上、職員の意識改革、

財政の改革、の３つの目的において、ＢＳＣの４つの視点を利用した事業の分類分けと、

事業評価の新たな表示方法の提案を行った。ＢＳＣにおける４つの視点を利用することで、

財務の視点にとらわれず、他の３つの視点から政策を分析し、複数の事業の成果を関係付

けて戦略的に政策を推進する推移を評価することが可能となった。また、顧客である住民

の視点への取り組みとその成果の評価を詳細に行うためにＢＳＣ２方式を考案した。ＢＳＣ

２方式によれば、自治体にとって顧客となる住民のそのまた４つの視点（顧客、内部プロセ

ス、学習と成長、財務）を分析し、表示することができる。さらに、事業数・事業費・評

価値のそれぞれについて４つの視点間のバランスをグラフ化させることによって、事業全

体のバランスを視覚的に捉える表示形式を考案した。 
既存の業績評価の公開情報をもとにＢＳＣ方式およびＢＳＣ２方式へのマッピング手順

を策定し、マッピングを実施した。その結果、浜松市の業績評価については、顧客の視点

を対象とした事業が圧倒的に多いことが明確に示された。ＢＳＣ２方式を用いた場合には、

事業数と事業費の経年推移を比べることによって、政策によって強化されつつある視点を

読み取ることが出来た。また、事業費と評価の推移から、費用対効果の点で、検討すべき

視点などが読み取れた。また、浜松市と名古屋市の比較においては、両市における事業数・

事業費・事業評価の割合を視覚的な情報として明確にすることができた。 
 
6.2  今後の課題 

 今後の課題は、マッピングの手順と表示方法の改良、本方式への普及である。 
第１の課題のマッピング手順について、今回、判断基準を作成したが、曖昧な点もまだ

多く完璧な判断基準に至らず、判断材料として参考にする程度に留まってしまった。 
 第２の課題の表示方式の改良について、今回、浜松市と名古屋市の自治体規模が違い過

ぎたため、単年度の比較を、視点のフィールドに３つの項目を一つのグラフ（図）として

扱い、市毎に計２枚の図にてマッピング比較を行った。しかし、自治体の規模が近ければ、

一つのグラフの中に両市の同一項目をあげ、項目毎の計３枚の図としてマッピング比較を

することも可能である。また、グラフ化してマッピングを行うので、表示が見づらくなっ

てしまう傾向がある。ポップアップ式の表示方式をとり入れるなど、住民に見やすい表示

方式に対する改善を行いたい。 
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 第３の課題の本方式の普及について、本方式へのマッピングした評価結果を、市民、学

生、自治体職員など、いろいろな人に見てもらい、業績評価と活用の気運を高めていきた

い。自治体は、従来の業績評価だけでも膨大な作業時間を割いているので、本方式の実施

には消極的かもしれない、しかし、自治体において、わかりやすい形で業績評価を開示し、

住民の理解のもとに事業の選択と集中化を図ることは使命である。本方式による改善を一

つのきっかけとして、業績評価が多くの自治体に普及し、その重要性と効果への認識が深

まれば、もっと積極的に、時間を割いて実施できるのではないだろうか。 
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究室の３年、飯尾和茂君、大石多君、小林要介君、原野朱加さん、南徹君、同じく４年、

神原菜々さん、孫暁維さん、西尾有加さん、樋口由紀さん、藤原由利惠さん、同じく大学

院研究科１年、安形慶さん、佐川香織さん、戸根木千洋さん、同じく２年、小木曽禎さん、

水野歩美さんに深い感謝の意を表します。 
 最後に私の大学生活の４年間を絶え間なく経済的に精神的に支援し続けてくれた家族に

深い感謝の意を表します。 
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参考文献 
 
1. 「バランス・スコアカード  ～新しい経営指標による企業変革～」 

【著】ロバート Ｓ．キャプラン、デビット Ｐ．ノートン  
  【発行】 生産性出版 【発行年月日】１９９７年 １１月２５日 
 
2. 「バランス・スコアカードの使い方がよくわかる本」 

【著】松山真之助  【発行】（株）中経出版 
  【発行年月日】２００３年 ３月６日 
 
3. 「行政・非営利組織のバランス・スコアカード」 

【著】ポール・Ｒ・ニーヴン  【発行】生産性出版 
  【発行年月日】２００６年 ４月１日 
 
4. 「自治体行政評価ケーススタディ」 

【著】ＩＮＰＭ行政評価研究会  【発行】丸井工文社 
【発行年月日】２００５年 ７月２１日 

 
5. 「公共政策のための政策評価手法」 

【著】伊多波良雄  【発行】（株）中央経済社 
  【発行年月日】２００９年 2 月１０日 
 
6. 「行政評価の導入と活用  ―予算・決算、総合計画―」 

【著】稲沢克祐  【発行】イマジン出版株式会社 
【発行年月日】２００８年８月２２日 

 
7. 「公共経営入門  公共領域のマネジメントとガバナンス」 

【著】トニー・ボベール、エルク・ラフラー  【発行】株式会社 公人の友社 
【発行年月日】２００８年９月１６日 

 
8. 「行政評価ハンドブック」 

【著】小野達也、田渕雪子  【発行】東洋経済新報社 
【発行年月日】２００１年 ５月１日 

 
9.  浜松市 平成 21 年度版 政策事業シート一覧  

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet21/H21

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet21/H21sj_sheet_list.html
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sj_sheet_list.html 
10. 浜松市 平成 20 年度版 政策事業シート一覧 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet20/H20
sj_sheet_list.html 

 
10. 浜松市 平成 19 年度版 政策事業シート一覧 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet19/sj_s
heet_list.html 
 
11.  名古屋市：事務事業評価（市政情報） 

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/50-5-2-0-0-0-0-0-0-0.html 
 
12. 名古屋市：徳川公設市場 

http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000001224.html 
 
13.  構想日本 

http://www.kosonippon.org/about/index.php 
 

14. 事業シート 
http://www.kosonippon.org/temp/0808bunkyousheet84.pdf 

 
15. 商工会 

http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm 
 
16. ＨＩ－Ｃｕｂｅ 

http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm 
 
17. 松本市 施策別施策評価票・事務事業評価票 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/aramasi/sisei/hyoka/H18/jim/sisakubetu_hy
okahyo/index.html 
 
18.  日本企業がＢＳＣを導入する際の問題点の分析とＫＳＦの提案 

http://www.mitsue.co.jp/case/ＢＳＣ/pdf/ＢＳＣ.pdf 
 
19.  野村総合研究所（NRI）：http://www.nri.co.jp/ 
 

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet21/H21sj_sheet_list.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet20/H20sj_sheet_list.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/admin/totalplan/totalplan/sj_sheet20/H20sj_sheet_list.html
http://www.kosonippon.org/about/index.php


52 
 

20.  ミツカングループ本社、シェアード・サービスにＢＳＣ導入、改善体質を組織に根付

かせる－事例データベース：ITpro 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20070810/279641/ 

 
21.   関西電力 

http://www.itl-net.com/ＢＳＣ/ＢＳＣ13.html 
 
22.   日立ソリューションズ：http://www.hitachi-system.co.jp/ＢＳＣ/ 
 
23.  バランス・スコアカードで CMS 導入効果を評価する方法とは？ 

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2010/02/02/7181 
 
 


