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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第１回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成 24 年 5 月 14 日（月） 10 時 30 分～12 時 30 分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

会議次第 議事 

・委員委嘱 

・委員紹介 

・委員長互選 

・副委員長選出 

 

議題 

１． 委員会の設置目的、役割について 

２． 行政評価の実施について 

(1) 区におけるこれまでの実施経過 

(2) 24 年度の実施方針、スケジュール 

３． 公開事業評価の実施について 

(1) 実施目的、内容について 

(2) 対象事業の選定について 

 

公開の 

可否 

会議 
■公開  □非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 
委員 

猪岐幸一（公認会計士）・大﨑映二（行政アドバイザー）・中西規之（公益財団法人

日本都市センター研究室主任研究員）・原田晃樹（立教大学コミュニティ福祉学部准

教授）・原田久（立教大学法学部教授）・益田直子（立教大学法学部特任准教授）・

吉川彰宏（政策経営部長） 

 

欠席者 1 名 

水島正彦（副区長） 

事務局 企画課長・財政課長・行政経営課長 
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審議経過 

・開会 

事務局： 定刻になりましたので、ただいまから第１回豊島区政策評価委員会を開催いたしてまい

ります。本日はお忙しい中、また早朝よりお集まり頂きまして誠にありがとうございます。

私、事務局を務めます政策経営部行政経営課の田中と申します。事務局につきましては、

政策経営部企画課と行政経営課二課で進めさせていただきます。本日は後ほど委員の皆様

の互選により委員長を選出していただきますけれども、それまでの間、進行を務めさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは会の設置にあたりまして政策経営部長の吉川よりご挨拶申し上げます。 

吉川委員： 皆様、おはようございます。お忙しいところご参加いただきまして本当にありがとうご

ざいます。本来であれば副区長の水島がご挨拶をすべきところでございますけれども、今

朝ほどまで都合がよかったのですが、急遽予定が入ったようでして遅れて出席すると聞い

ておりますので、第１回目ではございますけれども改めて皆さんにご挨拶させていただき

ます。私ども豊島区として、いままでに基本計画の制定から改定を経まして、豊島区の区

政をどのように推進していくか、計画部門については、かなりこれまでもいろいろな学者

の方々に参画して頂きまして、積み上げたものがあるのですけど、一方やってきたことの

振り返りといいますか、施策評価、事務事業評価というものについて、あまり確立された

ような取組みというのは、これまで正直言ってありませんでした。そういったところを、

なんとか外部の方々を含んだうえで外部評価というものを立ち上げていく必要があるだろ

う、またそういったところは、決算委員会の度に区議会からも要請の声があった次第でご

ざいます。この間色々とこれまでご協力くださっていただきました立教大学の原田先生を

中心に、どのようにこの豊島区の行政評価というものを立ち上げていったらいいか、色々

ご思索いただいたのですけれども、このたびこのような皆様方のご参画をいただいて、大

変豊島区にとってもありがたいことだと思っておりますので、ぜひご忌憚のない、積極的

に豊島区のあるべき姿、これでいいのかという点も含めてご指摘いただければ大変ありが

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

・委員紹介 

事務局： それでは 初に委員の紹介を行いたいと思います。このたび、皆様には委員のご就任ご

快諾いただきまして誠にありがとうございます。本来ならば皆様お一人お一人に区長から

直接に委嘱状をお渡しするところでございますけれども、略儀をもって代えさせて頂きま

す。皆様の机上に委嘱状を置かせていただきます。これをもちまして委嘱状の交付に代え

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、本日ご出席いただきました委員の皆様を事務局から、別添の委員名簿に基づ

きましてご紹介させて頂きます。ご紹介後、委員の皆様からお一言頂戴いただければと存

じますのでよろしくお願いいたします。 

まず区の職員の委員を紹介いたします。豊島区副区長の水島でございます。本日別件が

ございますけれども、後ほど１１時くらいになるかと思いますけれども、こちらへ出席す

る予定になっておりますので、また後ほどご紹介させていただきます。ただいまご挨拶申

し上げました政策経営部長の吉川でございます。 

続きまして有識者の委員の皆様を 50 音順でご紹介をさせていただきます。まずは、公認
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会計士の猪岐委員でございます。 

猪岐委員： よろしくお願いいたします。猪岐でございます。住んでいるのは板橋区なのですが、南

池袋で会計事務所をやっておりますので、その関係で豊島区のお仕事もいくつかお手伝い

させて頂いておりまして今日もお声がかかったのだと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

事務局： 続きまして元東久留米市職員で、現在行政アドバイザーの大﨑委員でございます。 

大﨑委員：  大﨑でございます。よろしくお願いいたします。私、かれこれ足かけ 5 年ほど前になり

ますが、東久留米市の職員でおりまして、早期退職をして 2 年ほど行政評価を三重県で立

ち上げた日本能率協会コンサルティングというところと一緒に活動していました。施策評

価、事務事業評価とか、その関係で実は先程ポスターを見て、伊達市さんと関係かあるの

かなと思ったのですが、評価と予算をどう結びつけるのか、そんなご相談に乗ったりとい

うことで活動をしていたのですが、２年前にどうしてもコンサルタントというのは単価が

高くなってしまいますので、自分の現役の後の時間を考えたときに、もう少し小さな自治

体に積極的に関わりたいと思ってフリーで活動をしております。そのほかこちらの名簿に

ありますように、日本経営協会というところで色々な研修の講師などをやりながら活動し

ております。よろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして公的シンクタンクであります公益財団法人日本都市センター主任研究員の中

西委員でございます。 

中西委員：  公益財団法人日本都市センター主任研究員の中西規之と申します。公益財団法人日本都

市センターは全国の市、特別区の行政課題、政策課題について調査研究しているシンクタ

ンクでありまして、豊島区さんとは、区長さんですとか、職員派遣していただいたりとか

色々お付き合いがありましてお声がかかったのだと思います。私自身も練馬区の氷川台に

住んでおりまして、豊島区とは縁が多いところではありますので今回の話、大変光栄に感

じているところでございます。お世話になりますがよろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして立教大学コミュニティ福祉学部の原田晃樹委員です。 

原田(晃)委員： 原田でございます。もう一人、立教には原田がおります。私は地方自治の地方レベルの

方をやっておりまして、2006 年に立教に赴任してから雑司ヶ谷に住んでいるということも

ありまして色々とお世話になっております。学生も何人か就職でお世話になりまして、私

も地方自治なものですから、ＮＰＯの協働でありますとか、あるいは委託契約のあり方と

か、それから今指定管理の問題も勉強させてもらっていますけれども、区政とか市民とか

ＮＰＯセクターとの接点といいますか、インターフェイスをどう見たらいいのかを勉強さ

せていただいております。今度ともよろしくお願いいたします。 

事務局： よろしくお願いします。続きましては立教大学法学部教授の原田久委員です。 

原田委員長： 立教大学法学部の原田でございます。私、豊島区さんとは総合計画の委員会で一年ほど

前になりましょうか、お手伝いをさせていただきまして、そのご縁で本日こちらに呼ばれ

たものだと承知しております。よろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして、立教大学法学部特任准教授の益田委員です。 

益田委員： はじめまして、益田直子と申します。立教大学法学部で政治学、行政学、政策評価を専

門として、特に政治学入門ということを教えております。それで政策評価との関わりなの

ですけれども、研究の面では評価の利用について、評価がいかに意思決定過程に影響を与
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えているのかについてアメリカの大学院等で研究をしておりました。実務としては政府系

の金融機関で事前評価の導入のところを担当しておりました。色々勉強しながら、皆さん

にご指導いただきながら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

事務局： 皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

続きましては事務局の職員を紹介させていただきます。企画課長小澤でございます。 

企画課長： 企画課長でございます。本日このあと本委員会の役割等については事務局からご説明が

あろうかと思います。まず先行して行政評価の話をさせていただき、公開評価ということ

でございますが、そのあと政策の課題について懇話的な役割を担って頂きたいと思ってお

りまして、後者につきまして、事務局を担当させていただくことになります。よろしくお

願いいたします。 

事務局： 続きまして財政課長金子でございます。 

財政課長： 財政課長金子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局： そのほか、企画課、行政経営課職員が同席させていただいております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

・委員長互選 

事務局：  それでは、本日の議事議題に入りますけれども、今委員のご紹介のところまで終わりま

した。議事の中の三番目としまして委員長の選任、互選という項目がございます。こちら

は、本日資料を二種類ご用意させていただいておりまして、本日の議題そのものに使うも

のと、それから右肩に参考とつけさせていただいて議題の中で随時使っていただく資料、

そのほか各種の冊子等ご用意させていただいておりますけれども、その資料のうち参考１

－２、こちらに本委員会の設置要綱を添付させていただきました。こちらの設置要綱の第 5

条のところに「委員会に委員長及び副委員長を置く」、「委員長は委員の互選により定め、

副委員長は委員長の指名により定める」、という形になっておりますので、委員の皆様で委

員長の互選をお願いしたいと存じますけどもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

Ｇ委員： よろしいでしょうか。 

私の方から僭越ですけれども、豊島区といたしまして、これまで基本構想審議会、それ

から基本計画の後期計画を手伝い頂きました関係で、その時の会長をお願いしました立教

大学の原田久先生にできれば委員長をお願いしたいと思うのですがいかがですか。 

委員一同： 異議ありません。 

原田委員長： 承知いたしました。 

事務局：  それでは皆様ご承認頂きましたので、委員長には原田久委員にお願いしたいと思います。

それではお席の方を移動していただきまして、それでは大変恐縮なのですが、委員長から

一言お願いします。 

原田委員長：  立教大学法学部の原田でございます。司会進行とあまり 近は役所の仕事をお引き受け

する機会が大学の行政に関わっている関係で少のうございまして、不手際等あるかと存じ

ますが、是非よろしくお願いいたします。先ほど私申し上げましたし、吉川部長からもご

紹介賜りましたけど、総合計画の策定、後期計画の段階でお手伝いさせていただいたのが

一年前、そしてもう少し遡りますと、実は豊島区というのは政策評価、行政評価という仕

組みを少し前からもう導入をしてらっしゃいまして、色々な試行錯誤をしておりまして、

その段階で 2 年か 3 年だったか政策評価のお手伝いをさせていただいたということでござ
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います。どちらのタイミングでも評価の時には計画が気になり、計画の時には評価が気に

なりというような経験をいたしましたので、今回はこの前計画を作った後の評価というこ

とで、計画を意識しながら政策評価のお手伝いもできるのかと思っております。 

 それともう一つは昨今の民主党政権ができてからの様々な自治体における事業評価、施

策評価の動きの中で、先ほどＣ委員が仰いましたけど、色々な新しい取組みがされており、

その中でどちらかというと見ている方は楽しいのだけれど実際に意義がある形で展開され

ているのかどうかというのは、また議論があると思いますが、その辺りもしっかり見なが

ら進め方等についてもご議論賜りながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

・副委員長選出 

事務局： 続きまして、副委員長の指名ということで要綱上なっております。副委員の選任をお願

いしたいと存じます。 

原田委員長： これは先ほどの要綱によりますと、参考１－２、5条の 2でございますが、副委員長は委

員長の指名ということで、私が指名をして構わないということですので、私から指名をさ

せていただければと思います。一番 後に先ほど申し上げましたように、私といたしまし

ては昨今の各自治体における仕分け関係の議論というものも、やはり区民の方々からの関

心が非常に高うございましょう。そうした点で是非ご経験のあるＣ委員にお引き受けいた

だければと思いますがいかがでございましょう。 

Ｃ委員： そういうことよりも、おそらく私一番年上でしょうということで、お役に立つのであれ

ばということで是非ともお引き受けさせて頂きます。 

・議事録の公開 

原田委員長： よろしくお願いいたします。 

では早速、副委員長もお引き受けくださいましたので、議題から参りますが、まず、そ

の前に今日この椅子はなんだろうと、先ほどＢ委員とお話ししておりましたが、録音され

ているということです。これは議事録の公開のことでございますので、議事がスタートす

る前にあらかじめ皆様方のご了解を賜っておきたいと存じます。では事務局からご説明を

お願いします。 

事務局：  本日参考資料としてつけさせて頂きます、参考１－３「審議会等の会議の公開に関する

要綱」、こちらは本区の会議体全般に関連する要綱になっております。こちらの原則で説明

申し上げます。会議体につきましては原則公開となっております。今回も同様に取り扱い

させていただければと思います。希望する方には会議自体を自由に傍聴できるものとしま

して、会議録につきましても当日会議の中で配布された資料とともに区のホームページ等

で公開をいたします。非公開になるような事案というのも会議の中で出てくるかと思いま

すけれども、そういった点につきましてはその都度お諮りをするということに致します。

会議録につきましては、この中で実名公表ではなくて、委員のお名前の部分なのですけれ

ども、Ａ委員、Ｂ委員という形で表記をして、同一委員は同じ表記を用いて作成するとい

うことを原則としておりますけれど、本日ご出席いただいている委員の方々、事務局とし

ては原則としてはＡ、Ｂと考えておりますけれども、もし差支えなければ、それ以外の取

り扱いも可能かなと思っておりますので、その辺りご審議いただければと思います。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。国会でも会議録、議事録の公開、そもそも議事録をと
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っていなかったということが問題になったこともございましたので、ぜひともしっかりと

とってまいりたいと思います。実際録音すると私もしばしば霞ヶ関で経験いたしますけれ

ども、自分はこんなこと話したのかというぐらい不十分な発言しかできてないところもあ

ります。「てにをは」辺りは委員の方々に是非直していただきたい。そして公表という形で

よろしいでございましょうか。 

また、私、豊島区で委員会をお引き受けするときに必ずお願いしているのですが、原田

晃樹先生、また益田先生、私も含めてすぐそこにキャンパスがございまして、学生達がこ

の不景気の 中、豊島区に何とか滑り込みたいと思っている学生たくさんおります。是非

とも豊島区でどういう職員がどんなことしているのか、そういったことも是非とも見せた

いと思っておりますので、ぜひ会議自体の公開もお認めいただければと思います。また、

私自身も学生を連れて後ろの方に座らせて頂いきたいと思いますし、Ａ委員、Ｂ委員もそ

の可能性がありましたら自分のゼミ生を是非とも思いますし、またご縁がある区民の方が

いらっしゃいましたら、ぜひ一声お声がけいただいた方が良いのではないかと思います。

やや緊張感がないままで、どちらかというと区民代表の方がこのメンバーの中に一人もい

らっしゃらないということもありますので、やっぱり誰かが見ていてくださらないと逆に

心配になってしまうという時勢ではないかと思います。ぜひこのあたりご配慮いただけれ

ばと思います。 

・１ 委員会の設置目的、役割について 

原田委員長：  それでは早速議題に入ってまいりましょう。先ほど要綱のお話もございましたけど、そ

の次からまた資料がついてございますので、資料の説明も含めて委員会の設置目的や役割

から事務局からご説明頂きます。 

事務局：  それでは本日たくさん資料がございますけれども、資料の一覧につきましては、本日の

次第の下のところにございますので、もし不足等がございましたらその旨仰っていただけ

ればと思います。それでは、早速、資料の 初の案件であります「政策評価委員会の概要」

という資料１－１を取り出していただけますでしょうか。こちらが本委員会の役割としま

して、会議体設置にいたった経過等事務局でまとめさせていただきました。 

まず「１ 設置目的、設置の背景」です。本委員会につきましては、こちら再三ご説明

申し上げておりますとおり行政評価の部分に先生方のご意見等を取り入れるというような

機能と、それから政策懇話、区の政策等についていろんなご助言いただくという大きく二

つの機能があると考えております。 

 まず行政評価につきまして申し上げますと、本区におきましては平成 13 年度、こちらは

ほとんどの自治体、この時期同じような時期に開始をしておりますけれども、本区におき

ましても 13 年度に事務事業評価を導入いたしまして、その後、政策評価、施策評価、外部

評価、これは 17 年度～19 年度にかけて 3年間実施しましたけれども、様々な取り組みを行

っております。しかし現実を申し上げますと、毎年この評価の方法等を変えているような

状況がございまして、なかなか思うような効果が上がっていないというのが実情でござい

ます。いまだ制度が定着しておらず、今後は早期に安定的な制度を構築したうえで、一層

の効果的な運用を図る必要があると考えております。主な課題としましては、まずアウト

カム指標（成果指標）の設定、これに基づく評価の体系の整備、現在事務事業評価を中心

に行っておりますけれども、政策や施策との関連、貢献度というところでは若干体系立て
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られていない部分もありますので、そういったところを目的にしたいと思います。2番目と

しまして評価結果の実効性を確保するということで、評価はしてみたけれどもそれを実際

改善に結びつけているのかというところについても、まだまだ充分な結果を出しておりま

せん。それから評価に区民意見を反映すること、パブリックコメントを実施しております

けれども、ほとんど回答がないというような状況でございます。それから評価を個別のも

のにとどめず政策提言につなげることということが大きな課題だと思っております。こう

いった点につきまして本日ご出席いただきました委員の皆様から様々なご助言いただけれ

ば幸いだと思っております。 

 合わせて個別事業等への評価及び対応方針、制度設計全般、制度の運用全般ということ

も非常に重要なのですけれども、できましたら個別事業のことについてもアドバイスいた

だければということで、後ほどご説明申し上げます公開事業評価という取り組みも考えて

おりますので、こういったところにもご協力いただければと思います。 

 それから政策懇話の関係でございます。行政評価への助言に加えまして、基本計画、10

年計画になっておりまして現在後期の計画期間中でございますけど、その計画に示した方

向性、行政運営のあり方などにつきましても、専門家と懇話を通じて、積極的に取り入れ

るということを考えております。 

「２ 委員会の特徴」です。これまで行政評価への外部有識者の役割は、いわゆるＰＤ

ＣＡサイクルのＣの評価の部分に置かれてまいりました。ただ行政に様々な事情、経過と

いうものがございまして、区民の方との関わりというのもあって、なかなか評価としては

評価になるけれども実行というとこについては、色々な課題があるというような部分があ

りますので、従来型の一般的にある外部評価、第三者評価の形では、その評価を外部の方

の一つの意見だと、区は区で違うのだというような形で、いわゆるダブルスタンダードの

ような形になってしまうというようなことがあります。もちろん一本化することは難しい

と思いますけれども、この辺につきましては、なるべく実効性のある形で制御する役割が

重要だと思っております。アンダーライン引いてあるところでございますけれど、貴重な

評価をその場限りの単なる意見として終わらせず、実効性を持たせるため、ＰＤＣＡサイ

クルのＣに代えましてＡ改善にもご関与頂きまして、当事者である区職員も加えたうえで、

とともに施策・事務事業等のより良い方向性や改善策を考えていく協働型・対話型の会議

体になればいいと考えております。施策懇話ということにつきましても同様の考え方でご

ざいます。 

「３ 主たる業務」でございますけど、1 番から 3 番が行政評価の関係です。区で現在

内部評価をしておりますので、その評価の実施方法に関して、また評価結果につきまして

公開評価を考えておりますけれど、それ以外の全般の部分についてもご意見をいただけた

らと思います。それから４番以降が、シンクタンク機能といいますか政策懇話機能といい

ますか、様々な区政全般についてのような内容になっております。繰り返しでございます

けれども、大まかに分類すると、行政評価機能と政策懇話機能の 2 点。参考までに資料１

－２をご覧いただけますでしょうか。協働型行政評価のイメージというような形で、まと

まりのない資料でありますけど、この中でポイントになりますのは、右のところ、従来型

の内部評価ですと外部の方から見るとお手盛りではないかと、従来型の外部第三者評価で

いくと内部からみると一つの意見という形で、どちらもメリットもありますし、デメリッ
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トもあるというところで、内外合わせまして区全体としてとるべき方法はどんな方法がい

いのか一緒に考えていけるような委員会になればということで、今回このような区と有識

者が一緒に入った委員会という形をとっています。これによりまして予算、決算等にでき

れば評価結果等につきましてダイレクトに反映させるというように考えています。機能に

つきましては左側の上から二段目の行政評価の機能だったり、計画の関係の機能だったり、

色々な行政経営に関する機能だったりというもので考えております。 初の議題につきま

しての概要としては以上です。よろしくお願いします。 

原田委員長： ありがとうございました。事務局からこの委員会の設置目的と役割についてご説明頂い

たわけです。私なりに今、政策評価について、どんなことを考えているのか、またそうい

う点からの委員会からの特徴についてどんな認識をもっているのかを少しお話させて頂き

たいと思うのですが、私自身は各自治体や国で政策評価のお手伝いして、だいたい 10 年く

らいになり、ブームとしては完全に過ぎ去っていまして、だいたい 1990 年代くらいからぼ

ちぼち始まったわけですから、それからすると 10 年くらいになります。Ｃ委員、政策評価、

あるいは事業評価にどれくらいのお付き合いでいらっしゃいますか。 

Ｃ委員： やはり 10 年くらいですね。 

原田委員長：  参加する方も評価する方も評価される方もやや飽き気味で、いろんな手法を試してみた

けどもやっぱりと思うところも多い自治体が多いのではないのかと思います。私自身先ほ

ど設置目的の中で四つほど課題として上げられた中でも、もう既に色々なところで試した

けども、やっぱりこれは無理くさいなと思うところも多々ございます。昨年、総務省で総

務省の外部評価というものを、総務省とは旧郵政と自治と総務と三省分あるのですが、一

人でそこを全部評価しろと言われて、20 本くらい施策を評価したのですが、政策評価の本

家本元は、実は主管部局というのは、総務省の行政評価局、Ｂ委員がいらしたところです

けど、あの総務省ですら、しっかりできていないというのが、行政評価局以外というべき

でしょうけども、自治部門なんてまったく考えてないとしか思えないような評価書を平気

で出している、国でもそんな体たらくでございます。自治体でもやっぱりなかなか実現し

づらいなと、現在民主党政権でアウトカム指標を徹底しましょうという議論をやったので

すけれども、なかなかそれが徹底できてないということも事実でございます。ですから、

やや学者先生の方々が自戒を込めて申しますけれども、やや難しいこと、無理難題を自治

体の方々にお願いをしてきたところもあるのかなという気はします。そういった意味では

フィージブルな実行可能な評価とはどんなもんなのかなということをこの数年考えさせら

れました。ちょうどこの間に、こういうお話を豊島区さんからいただいて、協働型という

新たなタイプなのか、ネーミングとしてはたぶん新しいタイプなのかもしれませんけど、

こういったものにフィージビリティーを見出すということもあり得るのかなということも

考えているところです。委員会の特徴、皆さん方、ざっとご覧になって不思議なメンバー、

なぜこの人がここにいるのだなど逆に思われるかもしれませんが、例えば、Ｇ委員は、政

策経営部長という部長職であるのですが、普通は向こうに控えて責められる側という役割

分担が本来はあるはずでしょうし、また、Ａ委員、Ｂ委員、そして私を含めて立教大学関

係が 3 人、これは、仮に池袋東口、西口のことだけ考えるということになりますと、ちゃ

んと東口のことを誰が主張してくれるのだろうかという意味でも、ある意味では非常にバ

ランスの悪い仕組みであろう、更には区民が入ってない、区民の目線はどうなのだという
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議論もあるでしょう。そうした意味ではこの委員会の設置の仕方というのは、括弧つきで

ありますが、非常にイレギュラーな設置であるということであります。イレギュラーが悪

いのかというと、決してそうではない。だからこそこの体制で是非とも皆様方にご協力を

賜りたいと思っているところであります。やはり今申し上げた区民の件であるとか、バラ

ンスの件であるとか、職員の件とか、やや従来の委員会と設置が違う、しかし違うところ

に先ほど事務局からご説明があったような狙いがある。やはりどうしても評価しっぱなし

で終わってしまうというのは良くないだろう、また区民が出てこないというのは先ほどか

ら少しお話している公開の場での議論というのを斟酌する可能があるということでありま

す。また、この政策評価委員会というのは評価したらそれでお終いというよりは、その後

どのようにつなげていこうかという政策懇話という観点も含めている。そういうことゆえ

にこの委員会の構成になったのではないかと、そうした点から改めてこのメンバーを見る

と、そうした設置の目的あたりとは合致した委員会構成にむしろなっているのではないか、

そうでないファクターというものを逆にいろんな形で取り入れていくことを意識的に計画

しているとも理解ができるような気がいたします。 

 余計なことあれこれ申し上げましたけど、ざっと設置の意義と委員会の特徴等について

何かこれはどんな意味なのだろう、特に協働という意味は、もう少しご説明をいただいた

方がいいのかなという気がいたしますので、もう少しパラフレーズをしてくださると助か

ります。いかがでしょう 

事務局：  協働というものの考え方は様々あろうかと思います。特にこちらは区民の方、住民の方、

事業者さんとの協働という意味ではなくて、外部有識者の方々との協働というところに委

員会としては特化してしまっているところがありますので、今後どこまで広げるかという

ところはあろうかと思います。ただ完全に区のことは区が決める、それについても意見と

しては外部の方から頂戴するけれども、それは参考意見という形ではなくて、やはり一つ

の方向性というか、とるべき対応というのは、きちんと明確なものが必要だと思いますの

で、その部分についてはきちんと検討して対応していただく、もう一方としまして、具体

論になるのですけども、たとえば外部の方からご意見をいただいて区がそれについて対応

しないという時に区側の対応しない理由というのは、それなりに明らかになされています

けれども、それが本当に対応しない理由になっているのかどうかというところへのチェッ

ク、そういったものも重要かと思っていますので、仮に区側が対応しないということにな

ったら、この委員会、特に外部の委員の皆様がその考え、根拠が適切なのかどうかという

ところについてもチェックしていただいて、対立型にはしないで一緒になってより良い区

のこれからの行政を考えていける、そんな委員会にできればなと、抽象的で申し訳ござい

ませんけど現在はそのように考えています。 

Ｇ委員：  私どもは、行政として本来であれば、こちら事務局側に座っているのかもしれないので

すけれども、この度この委員の中に副区長というナンバー2と、それから私が入った意味な

のですけれども、やはり実効性をどのようにもたせるべきかといったときに、やはり行政

はいままで行政運営の中で、やはり地域の実態を踏まえた場合、現状、こういった状況に

あるということも、充分先生方にもご理解いただきたいというのがありますし、かといっ

て、これが馴れ合いになるのではなく、実際皆様方の意見と行政側の視点とで両方で議論

をもって頂いて、そしてそれをこれまでの政策に反映するという形をとるうえで、かなり
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実験的だとは思いますけれども、こういうスタイルを取らせて頂いたということでござい

ます。それから先ほど原田委員長からも立教大学さんとの関係ですけれども、確かにこう

いうシンクタンク的な審議会を設けた場合には、色々な各大学の専門の方々が入るという

のが通例だろうと思いますけれども、私どもこれも少し実験的なのですが、これまで色々

な部門部門で立教大学さんとは施策のコラボというのは相当進んでいっております。そう

いった面もございまして、この政策評価、あるいは事務事業評価という非常に行政として

はいままで不得手であった部門についても、少し特定の研究集団の方々と長い目線でじっ

くり取り組んで頂きたいという思いがあります。そのうえでは、やっぱりこれから議論す

る施策の中では、区民の方々が相当利害関係者としていらっしゃいますし、やっぱりその

地域での実態というものがあります。そういったところを先ほど学生さんにもご覧いただ

くということだったのですけども、地域の中でそういったことを一番手に取るようにご理

解いただいているのも立教大学さんではないかと、そんなようなところから、この政策評

価というものを立教大学さんと豊島区と地元ということで長い時間をかけて議論していき

たいと、そんな思いでございます。 

原田委員長：  ありがとうございました。ほかの委員の方、この点について何かご意見、ご質問ござい

ましたらどうぞ。 

 少しややイレギュラーではありますが、イレギュラーであるということを承知しながら、

そのイレギュラーであることの良さを引き出すような委員会活動をしてまいりたいと思っ

ております。また先ほど言い忘れましたが、政策懇話というものを 初から意識するより

は、まずは評価を徹底的にやっていただいて、そのあと実際の評価のプロセスを経たうえ

で色々なアドバイスという形につなげて頂ければと思います。 

 ではまたもう一回振り返ってみるとやはり設置目的や委員会の特徴がよくわからないの

だけど等ございましたら、また次の議題のところでも口をはさんでくだされば幸いでござ

います。 

 では、議題の 2番目、3番目に移りましょう。では 2番目からお願いします。 

２．行政評価の実施について 

事務局：  行政評価の実施については、後程、行政経営課長からご案内をさせて頂きます。先ほど

政策経営部長のご挨拶の中でも豊島区では計画による行政運営を行っているというお話が

ございました。その中身、あるいはその体系が今どのような形になっているかということ

につきまして具体的な行政評価という中身に入る前にご説明をさせて頂きたいと存じま

す。 

 お席の右前の方に大部な冊子をご用意させていただいてございます。様々な計画等の冊

子ということでございます。その中身について若干ご案内をさせて頂きたいと思います。

いくつか冊子がある一番上に多少薄いものが乗ってございますけれども、これは写真等を

中心に区の状況等をご案内させて頂くということで広報の部門で作りました豊島区の案内

ということでございます。これについては後ほどご覧いただければと思います。その下に

ございます豊島区基本計画 2011-2015 というものをお取りだし頂きたいと存じます。豊島

区の基本計画、先ほどからこの基本計画を指しまして後期計画というようなご発言を賜り

ましたが、豊島区では平成 18 年、西暦で申しますと 2006 年に 10 年間の将来を見越した基

本計画を策定いたしました。2006 年から 10 年間ということで計画期間は 2015 年になるも
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のでございました。ただし当時まだリーマンショックまではいっておりませんけれども、

バブルの崩壊という中でなかなか経済状況もままならないということでございまして、計

画を策定いたしまして、様々な計画事業を策定いたしましたけれども、なかなか財政的な

裏付けをもって計画の事業の選定をするというような状態にはないというようなものでご

ざいまして、10 年間の計画期間を有する計画でございましたけれども、前期と申しますか、

当初の 5 年について計画事業をこのような形でやりたい、というような計画を策定したと

いうことでございます。具体的な計画事業の内容について 5 年分、前期分しかなかったと

いうことで、2011 年から始まります後期の計画について改めて策定をし直す必要性があっ

たということでございます。そういうようなことから、現在お手元にご覧いただきますこ

の基本計画 2011－2015 というのは、2006 年に策定いたしました 10 年の基本計画のうち後

期の 5 年分の計画事業の内容を策定したというところから、私どもでは後期計画というよ

うな言い方をしておるということでございます。恐れ入りますが 34 ページをお開きくださ

い。基本計画の 34 ページをお願いいたします。34 ページ、35 ページにかけまして計画の

姿となってございまして、計画の体系をお示している部分でございます。左上に１番から

右下の 8 番までございまして、これを地域づくりの方向と呼んでございます。豊島区のす

べての施策をこの8本の地域づくりの方向の中に位置づけているということでございます。

一番左上の 1 番目、あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実施していくまち、から始

まりまして、右下の 8 番目、伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち、とい

うような八つの地域づくりの方向という形で計画の体系がまず示されてございます。その

地域づくりの方向に対しまして、それぞれ、二つ、三つあるいは五つあるものもございま

すけれども、政策というものが設けられてございます。例えば 1 番、一つ目の地域づくり

の方向で、あらゆる主体が参画しながらまちづくりを現実していくまち、ということでは、

これを実現するための政策として、一つ目で参加と協働の基盤づくり、二つ目で地域力の

再生、というものを政策として掲げているということでございます。そしてまたそれぞれ

の政策ごとに実現するための施策というものを想定してございまして、例えば一番上の参

加と協働の基盤づくり、ということでは、三つの施策を想定しているということでござい

ます。地域活動の活性化と連携の促進、協働の仕組みづくり、地域住民相互の交流の促進

というような形で計画の体系を考えているということでございます。具体的にご案内差し

上げたいと思いますけれども、173 ページをお開きいただければと思います。173 ページを

お開き頂きますと、政策ということで、6-3 交通体系の整備ということになってございます。

この 173 ページの 6-3 と申しますのが、戻っていただく必要はございませんが、35 ページ

で見ていただきました、6番目の地域づくりの方向、人間優先の基盤が整備された、安全・

安心のまち、の三つ目にある政策、交通体系の整備、この番号を見て頂きますと 6 番目の

地域づくりの方向の三つ目の政策だということで、6-3 と政策の番号を記載してございまし

て、この 173 ページでは、現状と課題を次のページに渡って記載してございます。174 ペー

ジ、次のページをお願いいたします。この 174 ページでは、6-3 の交通体系の整備に関しま

して、それを評価する指標として成果指標というものとして、都市計画道路の整備率と放

置自転車数の台数というものをあげているということでございます。ページを一枚おめく

り頂きまして、177 ページをお願いいたします。177 ページ真ん中辺に計画事業というもの

が記載をしてございます。先ほど交通体系の整備というのは、6番目の地域づくりの方向の
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3 番目の政策だということでございます。この 3番目の政策の中にいくつか施策があるわけ

でございまして、その二つ目が 6-3-2 と記載してございます、自転車・自動車対策の推進

という施策になっているということでございまして、その施策の中に計画事業がぶら下が

っているという考え方でございます。たとえば計画事業として 6-3-2-1 として放置自転車

等対策の推進事業というものを掲げてございます。これは何度も恐縮ですけども、6番目の

地域づくりの方向の3番目の政策の二つ目の施策のうちの一つ目の計画授業ということで、

6-3-2-１という計画事業の番号が付してあるということでございます。これを見ていただ

きますと 6-3-2-1 のところで、前期事業量と後期事業量という形で分けてございます。前

期の基本計画が前期分の事業ということの想定しかできませんでした。後期の基本計画で

は、前期に注力した、力を注ぎました５年間に対応して、後期はさらにどういう形で進め

るのかというような目標数がそこのところで前期 5 年と比較した後期 5 年のあり方という

数字が記載してございます。下のところに事業費というのが記載してございまして、前期 5

年のこの放置自転車対策等の推進事業等に要しました、これは決算数値ということでご理

解頂ければと思いますが、約 10 億 4200 万余りがこの事業に過去 5年間で費やされてきた、

この同様の事業に後期 5年では、11 億 7800 万あまりを投入したらどうかというような考え

方がこの後期の基本計画でなっているというものでございます。177 ページを実は閉じない

でおいて頂きながら、次の未来戦略推進プラン 2012 という冊子をお開き頂きいただければ

と存じます。いきなりページが飛んで恐縮ですが、270 ページをお願いいたします。この豊

島区未来戦略推進プランでございますが、さきほどご覧いただきました基本計画の実施計

画と位置付けているものでございます。この冊子の前段部分については、その年度、その

年度で、区が取り組むべき主要な課題とか方向性について説明してございますが、後半に

ついては、この計画事業をどのような形で実施をするのかということで毎年作成をしてい

るものでございます。たとえば今 270 ページを開けて頂いてございますけれども、270 ペー

ジの一番下の部分、6-3-2 自転車・自動車対策の推進ということで、6-3-2-1 放置自転車等

対策の推進事業というものが記載してございます、さきほど開いて頂いた計画事業の中身

ということでございます。下の表がございまして 22 の実績というのは、22 年度、前年度に

どのような実績があったかということでございます。23 予算というのはこの審議をして頂

いてございます予算特別委員会、この冊子を資料として出してございまして、この 6-3-2-

１の計画事業に 23 年予算としてはどのような対応をしているのかというもの、24 年度以降

にどのような形で事業が想定しているかという形で毎年度ローリングさせて、お示しして

いるのがこの未来戦略推進プランということでございます。実施をいたします年度をとり

まして、今回は 2012 という番号が付してあるということでございます。これが予算委員会

のときに提出してご説明をしている資料でございます。この白表紙の資料がございます、

主要な施策の成果報告というものについては、これは決算の委員会の時に出させていただ

いている資料でございますけれども、114 ページをお願いいたします。114 ページの下段で

放置自転車対策の推進事業ということで記載をしてございます。プランの番号 201 という

のは、さきほどご覧いただいたプランのところに通し番号が付してございます。必ず予算

の時に出したプランの事業を必ず決算の時にこういった形でまとめさせて頂いてございま

す。さきほどの 2012 では、予算の内容を記載したということでございますが、これは 22

年度に実際のどういう事業が決算として実際に実施できたのかという中身をここで記載し
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ているというものでございます。そういう意味では基本計画で将来 5 年間こうゆうことを

やるという形で想定をまずお示しさせて頂きまして、毎年度予算を策定する際にプランと

いうものを策定いたしまして、それを具体的にどういう形で予算をしたか、それが終わっ

た段階で決算としてどういう形でそれが実施できたかという形で三段階という形で出して

いるものでございます。そして 後にブルーの冊子がございます。これは決算に合わせて

出させて頂いているものでございますが、131 ページをお開きいただければと存じます。さ

きほど基本計画を開いて頂きました時に 174 ページで成果指標が都市計画道路の整備率と

放置自転車等の台数というものをこの政策の成果指標にするのだという形でお示しをした

というのをご覧いただいたと思います。このブルーの冊子 131 ページをお開き頂きますと、

今申し上げました成果指標が現状でどのような形で推移してきたのかというような現状を

お示ししているというような形です。このような形で毎年、予算はどのような形でやるの

か、あるいはそれに基づいて決算の際にどういった形でそれが執行できたのか、またそれ

を取り巻く背景資料として、今、区はどんな形で推移してきたのかという形で毎年度資料

をお出しさせて頂いているということでございます。先ほど、未来戦略推進プランの 270

ページをお開き頂きました。270 ページの一番下のところに 6-3-2-1 と番号がふってござい

ます計画事業名、放置自転車等対策の推進事業というもの、これが計画事業でございます

が、この表の下の備考欄のところに経費という形で、二つ記載してございます。放置自転

車対策経費と自転車保管所管理運営経費というものがございまして、ここに出ている経費

というのが、これとはまた別個に作成しております予算書、予算説明書に出ております予

算の一個ずつついている予算事務事業という形になってございます。豊島区では、ここに

記載をしてございます個々に予算がついてあるこの事業をもちまして事務事業、あるいは

予算事務事業という言い方をしてございまして、たとえば行政評価という中で、政策です

とか施策ですとか、さまざまな段階、レベルでの評価があろうかと思いますが、たとえば

事務事業評価というような形で私どもが言わせて頂いているときには、ここの予算がつい

ている個別の事業について、指させて頂いている場合があるということでございます。こ

のような形で行政が進められているという形でございます。雑駁ではございますが私から

は以上です。 

事務局：  ただいま申し上げました計画等の進行状況を管理して評価をするというような部分で、

行政評価としているわけですけれども、これまでの経過につきまして参考資料に基づきま

してご説明申し上げます。参考１－４から１－８まで合わせまして簡単にご説明申し上げ

ます。参考資料１－４、こちらが、本区の行政評価のこれまでの実施経過でございます。

12 年度が試行で 13 年度以降本格実施という形で実施をしてまいりました。ご覧いただきま

した通り、主に事務事業評価を中心に評価を行ってきたというような経過がございます。

政策評価につきましては、平成 14 年度実験的に行っております。施策評価につきましては、

17 年度から 19 年度まで 3か年に委員長の原田先生にもご協力いただきまして、外部評価と

いう形で実施をしております。それから評価ではないのですけれども、一番右端に包括外

部監査、これは広域自治体としては義務付けられている制度なのですけれども基礎的自治

体としては任意の制度です。これにつきまして本区は確か全国で 3 番目に実施をしたとい

う経過がありましたけれども、現状でも基礎的自治体でも包括外部監査にあまり寄与して

ないというような状況でございまして、本区でも 15 年度をもって中止をしているというよ



第 1 回会議録（2012.5.14）.doc 

- 14 - 

うな状況です。事務事業評価につきましては、一番左端ですけれども、20 年度以外は毎年

実施をしているということですけれども、また実施方法については、様々な困難な課題が

あります。さきほど、体系のご説明申し上げましたけれども、この事務事業評価のレベル

でありましても、計画事業としての単位、予算事業としての単位、評価事業としての単位

というところが不一致になっておりまして、ここを一本化できれば比較的評価をして、計

画に反映することは容易にできる部分もあるのですけど、なかなかこれが、そううまくい

かないというところもあります。続きまして参考資料１－５、こちら参考までに 23 年度の

行政評価の実施結果のまとめとしてお示しをしてあります。恐れ入りますが、参考１－５

の 3 ページをご覧いただきますでしょうか。評価結果ということで、評価の結果として現

状の評価と今後の方向性の評価という二種類にしています。現状評価が 3 ページにありま

して、中心としまして 4 ページにあります、今後の方向性についての評価という形になっ

ております。こちらをご覧いただきますと縮小や終了、この事業があわせましてトータル

で 11、662 のうち 11 事業しかない、拡充が 6事業、所管が評価をしますと拡充が圧倒的に

多くて、縮小や廃止はほとんどないというようなことで、財政面を考えればバランスを取

らないとどうしてもいけないというところがありまして、チェックをしているのですけど、

なかなかスクラップ・アンド・ビルドというのが、うまくきかないと、新規事業拡充とい

うのが出てくるのですけど、廃止や縮小というところについてのチェックというところが

なかなか難しいというところも大きな課題だと思っております。続きまして参考資料１－

６、事務事業評価の 23 年度のシート、これを毎年色々と手直しをしている状況でして、例

えばこの前年の 22 年度には、かなり細かい評価をしまして、相当評価項目も増やしたので

すけれども、なかなかその事務負担というところもありまして、簡素化、効率化というと

ころで作成してございます。指標についてこの評価表の中の 2 番のところに、目標に対す

る達成状況というのがありまして、これを一つの指標として使っているのですけど、これ

は本区では組織目標、目標による管理というのを行っております。これは組織としての目

標もありますし、個人としての目標もあります。目標管理と連動させているというような

形で入っております。なかなか活動指標が中心で、成果指標的なものが、この中に入って

こないということで、アウトカムも見れないという状況がございます。これについても 23

年度以降改善を図ろうと思います。続きまして参考資料１－７、こちらが、この年度の 662

事務事業の一覧ということになっております。これは従来から評価表を個票にしますと見

づらいので、結果だけを一覧にしたものです。 

 続きまして参考資料１－８、そちらは 23 区の行政評価の実施状況の一覧、平成 23 年度

現在ということになっています。この中で外部評価という項目が左から４列目、現在 23 区

中 17 区がなんらかの外部評価を行っているというところで、本区のように内部評価だけを

現在行っているわけですけど、こういう自治体というのは少ないという形になっておりま

す。評価のレベルとしましては、施策評価、事務事業評価というところが中心となってお

りまして、政策評価という形では 3 区という状況になっております。それから右のところ

で、外部評価を実施している自治体の状況ですけれども、委員会の委員の皆様の構成とし

ましては、やはり本区で今回立ち上げたような当事者であります行政職員が入っているも

のはこの中には該当がないというような形になっております。それから右から 3 番目のと

ころで会議の傍聴者数、外部評価を行った場合にどのくらいの、主に区民の方だと思うの
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ですけど、傍聴の方が来られるかというようなことを記載してございます。こちらについ

ては事業仕分けのような会場型で実施しますととりあえず来ますけれど、本区も以前やっ

たようなこの委員会のこの場で評価を行うというところでは、ほとんど傍聴の方は来られ

ないという流れになっております。また公開評価の形で実施していましても、やはり事業

仕分けの分が少しついているというところもありまして、昨年度私が色々な自治体の評価

を視察に行きましたけれども、200、300 人来ていた年から一気に一桁台まで落ちてきてい

るというような状況がございまして、政策評価をしたらなるべく多くの住民の方に実態を

知っていただきたいというような考えでございます。 

概要については以上です。 

原田委員長：  今日は 12 時半まで確かお時間を頂戴しておりますので、できればあとの対象事業の選定

について時間をさきたいと思います。もう一回振り返りますと、これが(豊島区基本計画)

５年物、こちらが(豊島区未来戦略推進プラン 2012)１年物ということで、もう少し細かい

計画で、決算もペアになっているということですよね。そういう形で計画的に色々な事業

展開しているわけですけれども、それをどのように評価するのかということについては参

考資料１－４をご覧いただくと一目瞭然ですが、試行錯誤していると、そして 23 区も統一

的な方法はないということがこの二つの表あたりから読み取れるのではないかと思いま

す。たしか私は、平成 19 年度までお手伝いをしたのですが、私ちょうどそのときドイツに

留学に行く直前でございまして、 後の宴会まで出ろと、宴会だけは出られないというこ

とで海外に出た記憶がありますが、本当に毎年毎年苦労しながら、2、3 年評価をしていっ

た、その翌年は結局未実施になったと外国で伺った気がいたします。なかなかこれという

方法がないということは、少なくとも豊島区ではそれを見出すには至っていないというこ

とですので、今回もある種の実験的な要素を含まざるを得ないというところはおわかり頂

けたのではないかと思います。 

 何かここでお気づきの点、ちょっとこれはどんな意味だとか、もしあればなんでも、い

かがでございましょうか。 

Ｅ委員：  ちなみになんですが、このＰＲ以外の冊子類というのは一般の区民の方でも入手できる

ものなのでしょうか。 

事務局：  まずホームページに記載してございまして、当然図書館等でも公開してございますし、

あとは有料の頒布をさせていただいてございます。例えばプランですと 800 円でご希望の

方にお渡ししているという形でございます。 

Ａ委員：  わかりました、ありがとうございました。 

原田委員長：  これは、ダウンロードは出来るのですよね。 

事務局：  できます。 

原田委員長：  ただこれも評価関係者には一般的に言われることですけど、ダウンロードしている大半

は、行政か、自治体の関係者か、研究者か、それぐらいで、あるいは、特定の事業だけ見

たいというそうした人たちばかりであって、これを 初から 後まで眺めた人は、私たち

が書く研究論文と同様に非常に少ない、残念ながらそういう状況です。 

 他にはいかがでしょう。よろしいですか。とんとんと議論を進めていくような利害調整

は全くいらない委員会でございますので、是非とも色々なご質問がいただければと思いま

す。 
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３．公開事業評価の実施について(１)実施目的、内容について 

原田委員長： ではあわてて行きましょう。3番目公開事業、こちらが今日のメインでございます。ぜひ

しっかりご意見、ご議論を頂きたいと思います。 

事務局： それでは、まず公開事業評価に入る前に 24 年度の行政評価のスケジュールも合わせまし

て申し上げます。資料１－３になります。平成 24 年度行政評価（事務事業評価）スケジュ

ールとなっております。行政評価という言葉を使っておりますけれども、現状本区で実施

している評価は事務事業評価という形になっております。24 年度につきましてもこちらを

実施しまして、また違うレベルのものについは今後考えていきたいと思っております。24

年度の事務事業評価につきましては、おおむねこれまでと同様な形で実施してまいりたい

と考えておりまして、今月の下旬、一番左はしのところです。今月の下旬から事業所管課

による一次評価を 7 月上旬くらいまでの間に行うという形になっております。それ以降、

政策経営部、または庁内評価チーム、現在こちらの体制を考えておりますけれど、庁内で

評価を検討するチームを作りまして、評価を行うという形になっております。 終の評価

の固めとしましては、9月の下旬に固めまして、区議会第 3回定例会に報告をするという流

れになっております。昨年度と若干違う点として申し上げておく必要があるかなと思うの

ですけれども、今年度豊島区で事務事業の総点検ということで、今後の財政状況を踏まえ

て既存の事業を総棚卸しするというような取組みを考えております。当然、事務事業評価

というのはそういう機能があるわけですけども一部対象外の事業もありますし、この行政

評価というのは、コスト削減のツールではありませんので、お金のことにそれほど力点を

置かれてないということでございます。当然お金をすべて見るという話ではないですけれ

ども、今回行っているサービスのレベルを下げないで、どれくらいのコストの縮減が可能

かというところのチェックというのも、この事務事業評価を効率的に活用することによっ

て果たしていくというところがありますので、若干評価表の項目、もしくは評価表そのも

のではないですけれども、その評価に付随する項目が増えいくと考えております。 

政策評価委員会の委員の皆様に今回ご関与いただきたいのは、本日が第１回の委員会と

いうことで、会議の進め方、それから公開評価対象の事業のテーマ設定、第２回は事業の

決定ということになります。それから第 3 回として位置づけておりますけれども、公開事

業評価の当日、本番ということになります。それから 9月のところに 4回、5回と 2回のス

ケジュールを設定されておりますけれども、こちらは公開事業評価の結果プラス区の内部

評価がある程度この辺りで固まってまいりますので、それについてご意見いただいて、で

きれば対応策等についてのご助言をいただければと思っております。第 6 回以降は主に政

策懇話に移っていただくというスケジュールになっております。 

 それでは続きまして、公開事業評価の実施についてということで、資料１－４でご説明

申し上げます。ここからは資料まとめてご説明をさせて頂いてよろしいでしょうか。 

 公開事業評価の実施ということで、まず 1 番、実施目的です。外部専門家による事務事

業評価を、無作為抽出者からなる区民判定人の参加のもと、広く一般区民への公開により

実施することで、区政の透明性の拡大及び区民への説明責任の向上、行政施策の現状・課

題に対する周知等を図るということで、今回、委員会であっても公開は公開なのですけれ

ども、これをより全面に打ち出して、なるべく多くの方にこの評価に関与していただく、

傍聴していただくということで決定をしております。 
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実施の時期、2番のところでございますけれども、スケジュールの関係で、区議会への報

告等の関係がございます。結果を次年度の予算に結びつけるというところから逆算いたし

ますと、大変ちょっと委員の皆様にご負担をおかけする時期なのですけれども、7月の下旬

から 8 月の上旬の土、日いずれかまたは、両日というようにさせて頂いております。 初

ですので、一日でもよろしいかなと考えておりますけれども、委員の皆様で、もし可能で

あれば二日ということもあろうかと思います。時間としては全日となります。 

（２）の評価事業及び事業数ということで事業数としましては、一日であれば 12 事業程

度、2グループが作れるかなというところで考えております。評価をいただく評価人の方で

すけれど、大変恐縮ですけれども、政策評価委員会、本日の委員の皆様にご協力いただい

て、さらに他の自治体、東京都、交流のある都市もありますのでその自治体の職員に協力

いただくという形で考えております。 低１グループ 5 人程度かなと考えております。区

民判定人というのを今回考えておりまして、 近の事業仕分けもそうなのですが、ひとつ

のトレンドになっておりまして、有識者だけでやるのではなくて区民の方々に関与頂き、

それも傍聴をするだけではなくて、そこに積極的に参加できるような仕組みということで

区民判定人という一つの流れになっています。本区としましても税負担者やサービス受給

者等の見地から行う区民判定人、これは作為ではなくて無作為抽出の方法で選任できれば

と思っております。4番のところにいきまして評価の方法ですけれども、事業の存廃のみに

重点をおいた追求型の評価ではなく、政策目的の実現方法、事業の効果効率的な運営方法

等について、区と外部評価人が対等な立場で考える対話型の評価にしたいということで、

初から結論ありきでそれの裏付けをとっていくような、事業仕分けがすべてそうだとは

思いませんけど、事業仕分けで持たれているイメージがございますので、そういうもので

はないような形にしたいと思っています。 

評価結果の取り扱いですけれども、公開評価の結果が要改善とされたものは、当政策評

価委員会の中で改善策について議論させていただくということでございます。それから区

民判定人というところの評価もございますので、それが実際に評価に携わっていただいた

方と違う場合もありますので、ぜひ政策評価委員会の中で区民判定人の判定の反映につい

ても協議いただければと思います。 

それから 6 番公開事業評価以外の評価につきましても、区の内部評価で行いますので、

そこで改善したものを中心に対処方法等につきましても協議していただければと思ってお

ります。 

続きまして資料１－５、１－６でよろしいですか。 

原田委員長： もう中身ということですね。 

事務局：  資料１－６としまして、公開事業評価というのをどんな形で、どんなテーマでやるかと

いうところで例示という形でお示しをさせていただきました。色々なやり方がありまして、

例えば、内部管理事務は 1000 以上のもの、それをすべてこの場で評価するということは、

できませんので、ある程度公開の場で評価をするに値するようなテーマを選べればと思い

ますけれども、この中で効率性の点検、いま財政状況も厳しくなっておりますので、例え

ばこの中で優先順位や区民の関心が高い事業というのがあります。また、区民の関心が多

い事業を選ぶことが適切ではないかということでアンケートを設定したり、様々な区民の

声という形でこれまでに区に蓄積されたデータ等がありますので、そういうものに基づい
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て、その他施設の見直しや受益者負担の適正化、民間活用、課題事業の継続的評価の形が

ございます。その他の方向としまして、各分野ごとに選ぶということですね。委員の皆様

から、それぞれ評価に値するような事業を自由に選んでいただくというような方法もあろ

うかと思いますけれども、このへんは悩ましいなと思っております。これがご例示として

挙げさせていただいたものでございます。 

原田委員長： では、ここまでにしましょう。もう一度簡単に、今説明頂いたところでございますが、

振り返りますと、資料１－３でスケジュールが書いてございますけれども、なんとなくこ

の 8 月に行う公開事業評価が一番重要そうに書いてはいますが、実は必ずしもそうではな

くて、やはり 9月に開かれる 4回目、5回目がこの委員会の構成からすると一番大事なとこ

ろなのだろうなという気がしております。もちろん公開事業評価に至る、どういう事業を

選定するのか、またどういう評価がその場で出されるのか、また区民判定人をどういう人

を選ぶのかということにももちろん関わるのですが、エネルギーとしては 4回目、5回目に

思いっきり使うというのがいいのではないかという気がいたします。もちろん 3 回目を乗

り切るというのは、例えば私が仮に委員長をお引き受けするとすれば、場が混乱するとか

そうした色々なイベント的な要素はありますけれども、むしろ中身的には 4回目、5回目を

どのように見ていくのかというほうに注視してまいりたいと思います。あと、皆様いかが

でしょうか。実際にどのように公開事業評価を実施していくのか、実施をするということ

を前提にご議論いただきたいと思いますけど、判定人は無作為抽出で選ぶ、そして、評価

人は多分、Ｇ委員とＦ委員を除いた残りの方ということになると思いますが、それ以外に

他の自治体の職員等のお手伝いを賜るということでございますし、評価結果の取り扱いに

ついては要改善について議論をするということでございます。何かこのあたりで、実際に、

Ｃ委員、ご経験の中からこれはちょっとというのがもしあれば是非お願いします。 

Ｃ委員： これはちょっと、というのは特にないのですが、往々にしてなりがちなのは、実は求め

ているところは評価人同士の議論でテーマを深めていくということだろうと思うのです

が、往々にして自治体職員の方というのは質疑応答に慣れておりますので、区の担当の方

が出られると質問して終わり、という形で終止してしまう形がよくあるので、そういう運

営の仕方というのは気を付けていかないと目的が達成されないかなと思います。 

原田委員長： なるほど、深みがない形での議論ですね。 

Ｃ委員： そういう意味では、もしかしたら政策評価委員会のメンバーが散って、そこに入ってい

くとすれば、そういう役割もしていったほうがいいのかなと思います。 

原田委員長： そのあたりしっかり対応してまいりましょう。議論の深まりがない形で要改善というこ

とになるとやっぱり不幸だろうなと思います。 

Ｃ委員： 合わせてもう一点、ある市役所、30 万人都市の事業仕分けで見たケースなのですけれど

も、典型的に悪いなと思ったのは、仕分け人が市の事業担当者の不手際というか、そうい

うものをあげつらって終わってしまうみたいなこともありましたので、そういうケースと

いうのは、その後の仕事の改善には多分つながっていかないですよね。そういうところが

あります。それからもう一点、公開評価という形でもそうなのですが、やはり職員側も往々

にして外部の発言に対しては安易に妥協するというか、それに近いニュアンスの答弁をし

て丸く収める癖がついていますが、精一杯考え方を主張していただくというのが前提にな

るのですね。そうではありませんよと、区の考え方を主張していただくというのをあらか
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じめ徹底しておいていただく、そのうえで対等な議論という話になると思います。 

原田委員長： そのあたり、委員会の設定と運営の辺りで重視してまいりたいと思います。他に、Ｄ委

員、Ａ委員、Ｂ委員、ご専門の立場から何かこれは気になる、こういう形で人は選んでい

いのかとか、あるいは会議体のまわし方等について何かもしあればお願いします。 

Ａ委員： よろしいですか。公開のやり方については特に意見はないのですけれど、往々にしてそ

の事業だけを切り取って是非を論じてもあまり意味のないものが結構あると思うので、た

とえば今回も23区で実施状況を比較していますけれど、いいのか悪いのかわかりませんが、

他の 23 区の中で例えば比較したときに、これは相場として、シビルミニマムというのでし

ょうか、これはやったほうがいい水準かどうかとか、あるいは、事例がうまく思い浮かび

ませんが、それ以外の他のものとうまくつなぎ合わせることによって、総体として成果が

でるものもあると思うのです。事務局からそういうものを資料として出していただくと議

論になるのではないでしょうか。 

原田委員長： やっぱりあの、うちの区だけはこういうニーズが、行政需要があるという場合もあるで

しょうけれども、だいたいどこでもやっているということが 8割、9割とすれば、やっぱり

横のデータも欲しいなということですね。例えばこんなのはいらないでしょうと言ったと

きに、他の区は必要だということでやっていますよということになると、それなりの、や

っているからいいというよりは、なんらかの合理性があるからやっているのだと考えると

すれば、そういうがデータが欲しいかなということです。それとＡ委員が仰ったように、

やっぱりその当該事業だけ取り出すので、なんというか、全体の木の中の一部分だけを評

価するとなると、なかなかしづらい。一体どのようにその事業が位置づけられていて、施

策に位置付けられていて、ほかにどんな事業があって、どんな助け合い方をお互いの事業

がしているところが見えてくるといいのかなと思います。そういった意味では先ほどの整

理番号がありましたが、あの整理番号にどういうふうになっているのかというものがあれ

ば、なるほど、これは一個だけ見ると意味なさそうだけど、別なものとタッグを組んだら

確かに施策に貢献しているよねというものがあるかもしれない、ということだろうと思い

ます。 

Ｂ委員： 教えていただきたいことが二点ありまして、まず一点目がテーマの例示をいただきまし

たが、このテーマの選定のところは、参加されている方がそうだなと納得するような選定

を考えなければならないということです。その関連で、さきにいただいた冊子の説明の中

で、豊島区未来戦略推進プラン 2012 の 270 頁を例に出していただきまして、そのなかの

6-3-2、具体的な施策の中で、自転車・自動車対策の推進、【重点】とあります。施策の 6-3

の中でほかの施策の指標があるけれども、その中でこれだけ重点と書いてあるわけで、私

はどのようにこの重点が決まっているのかを興味深いと思いますが、こうしたものが重点

となっているのであれば、この説明を使って、ここでのテーマの設定に使うということも

できるのではないかと思います。計画と評価を連動させるというのであれば、そのような

使い方もできるのではないかと思いました。これが一点目です。それから二点目が、Ｃ委

員が色々なところでご覧になっているということは、ほかの自治体でも公開事業評価とい

うものを熱心におやりになられているのだと推測しますけれども、この公開事業評価の実

施を評価しようとした場合、実施目的から評価項目が出てこないのです。よく理解できて

なくて言っているわけですけれども、何を言いたいかというと、豊島区が公開事業評価そ
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のものを検討される可能性を勝手に想像しておるわけですが、例えば始まる前に参加者で

ある区民の方にアンケートを投げて、そして終わった後にまたアンケートに答えてもらう

とすると、仮にですよ、どのようにこの公開事業評価がある程度の何らかの意義を得たの

かということを評価したらいいのか、検討したらいいのか、という想定がもしかしたら、

ここではまだないように感じております。この想定をされながらおやりになられると、次

年度の公開評価の実施に役立つのではないかと思います。Ｃ委員が一番お詳しいかもしれ

ませんが、実際に過去にほかのところで公開事業評価自体を評価したものがあるのかどう

か、もしあれば、是非委員で共有をして、私たちにも利用できるものになるはずなので、

もしご存じのものがあれば教えていただきたいと思います。 

Ｃ委員： 公開事業評価の目的ということですね。それを整理している自治体は、私の知る限りあ

りません。というのは、取り扱われ方として私が印象として思っているのは第三者評価的

に、要するに内部評価がありますね、個々の事業の内部評価を第三者評価的に見ていきま

しょうと言ったときに、その時の評価視点というのは内部評価と同じ視点に大体なってき

ます。政策体系を前提にいうと、政策体系のここに掲げられている課題に対しての有効な

手段になっているか、あるいは効率的にその事業が執行されているのか、公平な仕組みか

どうか、何点か絞られてきますが、そういう視点はたぶん内部評価も同じで、これが外部

的に見た時にどうなのか、公開評価でも多分そういう見方をされているのですよね。公開

評価をやることの意味というところでは、まさに今回豊島区さんが次につなげている区職

員を含めた政策評価委員会でそのあと議論して実際につなげていきますよというところ

は、私は今回こういう活用の仕方をしているところは初めてです。第三者評価的にやって

いた公開評価というのはだいたい言いっぱなしで終わってしまうということが、私が承知

しているところではほとんどです。 

原田委員長： ある種の劇場型みたいな形で使われるということもあるでしょうし、すっきりしたとい

うことで、委員の方々が満足して帰られるということもあるでしょうけれども、多分、そ

れだとつながらないのではないかという、言いっぱなし、言われっぱなしではない形にと

いうのが、意味のある形になるのかどうかが今回の実験なのだと思います。 

Ｂ委員： 参加された市民の方の意識がどう変わったのかということよりも、むしろそこから表出

してきた様々な意見を、先ほど原田先生が仰った第 4 回、第 5 回の委員会にどのようにつ

なげていくのかということに重点があると考えておけばよろしいですか。 

原田委員長： 少なくともそういう意味で制度設計はされているのではないかなと私は承知していま

す。そういった意味では、間接的に区民の方々は自分たちの住んでいる町により関心を高

めるという副次的な効果があるでしょうけれども、まずはこのＰＤＣＡのＡのほうにつな

げていく情報をその場でたくさん出させる、えいやと出てきた事業をぶった切ってすっき

りしたというようなものではない形にする、要するに次につなげていく評価情報が活用で

きる情報として活かしていく、4回目、5回目に活かしていくためにその場をどうまわして

いくのか、多分そういうことってやったことないと思うのですね。今までは追及して、何

か問題点があって答えられないところがあったらこれはチャンスと思ってどんどん突いて

いって、どんどんコーナーに追いこんで行って、そしてテクニカルＫＯというような感じ

というイメージと私は受けとっているのですけれども、多分その場合に繰り返される議論

を、あとでもう一回おさらいするためにある程度ストックして、そのために色々な議論を
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出しておくというような意味になるのかなと思います。本当にそれが目指しているものが

出てくるかどうかというのは、やっぱり先ほどＡ委員が仰ったようにどれだけの資料を用

意して短時間で議論できるかにかかっていると思うのですけど、難しいけれどもやってみ

ないとわからない。 

Ｃ委員： 実際に参加された判定人の方がどう変わっていくのかですが、実は昨年ある市で公開評

価をやったときに、私はコーディネーターを依頼されてやっていたのですが、終了したあ

と私に個人的にお手紙をくれた20代前半の方がいらっしゃいました。参加してよかったと、

そういうことで、何人かの方に直に聞きましたけれども、実際に市民判定人になって意識

が変わっていく、市政を見ていく目が変わるということは実際にあるようですので、益田

先生が仰るように何らかの事後アンケートだとか、そういった形をとられるというのもま

た面白い結果が出るのかなと思います。 

Ｂ委員： そうだと思います。但し、アンケートをとる場合があれば、主目的と副次的目的と先生

が仰いましたが、そこをきちんと分けたうえで実施するといいと思います。この公開事業

評価を実施するうえで、市民の置き方がよくわからなかったので、何が一番の目的なのか

を確認しておきたかったのです。参加された市民の方々の意識がどう変わるのかという点

は副次的目的として面白いと思いますけれども、主目的をここで確認することができまし

た。 

事務局： 前段の重点の付け方についてご案内させていただきたいと思います。基本計画の 36 ペー

ジ、37 ページです。36 ページ、左側のページですけれども中段やや上部のところに記載が

ございまして、政策ごとに様々な施策があるわけですけれども、その中にすべての施策に

網羅的に配分できるほど裕福な財源状況にはない、そうである以上選択と集中というのを

一つのあげ方としておりますけれども、一番注力すべき施策を選んで、そこのところを重

点的にすべきではないかというような実施方法をとろうということでございまして、右側

の37ページに記載してございますように、各政策ごとに様々な施策がございますけれども、

政策ごとに一つその施策の中から重点とするものを選んで、それを重点ということで力を

入れていこうということでございます。この重点というものをどういうような形で選んで

いるかというのが、36 ページの下のところに記載をしてございます、社会状況の変化、法

律や制度の変化がある、あるいは一番重要なところですけれども基礎自治体としてはやは

り区民ニーズの変容というものに重きを置かなければいけないということでございまし

て、区民意識調査というものを、それぞれの施策ごとに、どうだろう、どう思いますかと

いうことで、区民の皆さんにアンケートにお答えいただいています。36 ページの下の右側

のほうに、四つの象限がございまして、右側に行くほど今後の優先度が高い、今後の重要

性が高いと区民の方が考える施策であり、今度は縦のほうで、上にいけばいくほど今度は

事業に対しての区民の方の評価が高いものということになります。そうすると、右側の上

のものについては、今後の優先度は高いけれども今それを実施していることにあたって区

民の方の評価が高い、重要なのだけれども、もうすでに高い評価を得ているというもので

あります。右側の下のところ、黄土色の網掛けがしてございますけれども、今の行政評価

としては、区民の方がまだまだ不十分だと思っているけれども、しかし、この事業につい

ては今後優先度が高いと思っている区民の方が多いということであります。そうすると、

こういう形で分けたときに、この四つの象限に分かれたものの中で、もう既に、今後も高



第 1 回会議録（2012.5.14）.doc 

- 22 - 

いけれども今も高いと思っているものはすでに施策として十分なのではないか、むしろ今

後重要だと、大切だと区民の皆さんが思っているけれども、ちょっと力の入れ方が低いの

ではないかと区民の皆さんが評価したものをあえてそれを重点として位置づけて、今後そ

れにちょっと力を入れればいいのではないかというように、アンケート結果、区民意識調

査から出したもので、この重点施策というものを分けてございます。ただし、この基本計

画は 5 年に一度、もうすでに 2 年経過してございますが、区民意識調査というのはもう少

し継続的にやっているものでございまして、このプランの中で、区民意識調査をやって、

この区民の皆さんの選択の仕方、先ほどの第 4 象限にあるものが、位置がずれた、施策の

位置がずれたという場合には、この未来戦略推進プランでは 101 頁になりますけれども、

変わった場合には変わっていますよとお示しをしているという形でございまして、重点施

策を選んでいるという形でございます。 

原田委員長： ここ確かに本当はやってほしいのだけれどもまだまだというところですね。ここを中心

に評価をやっていくというのも一つの方法ではあるだろうなという気はいたします。他方

で、来年度どうするかということや、今後のことも少し考えながらになりますが、重点は

どれくらいあるのでししょう。結構ありますよね。比較的たくさんあり、それは更なるチ

ョイスが必要ないほど数が少ないというわけではなくて、結構重点もたくさんあるという

ことです。その中からどうやって選んでいくのか更にまた問題が出てくるのかなという気

がします。 

事務局： 各政策ごとに 72 個の施策がございまして、その中からこの重点として網掛けがしてある

のは 22 の施策ということであります。 

３．公開事業評価の実施について(２)対象事業の選定について 

原田委員長： 段々時間がなくなってまいりました。実際にどういうテーマを選ぶのかということに議

論を進めましょう。是非そのあたりはそれぞれのお立場からご議論いただきたいと思いま

す。まずは報告をいただきましょう。 

事務局：  ただ今資料１－６で例示という形でお示しをさせていただきましたが、どういったテー

マで選ぶか、テーマを決めてもその中で何を選ぶのかというのは非常に難しいものだと思

っています。得てして私どもがこの事業を廃止したいとか、予算を落としたいとかそうい

ったものが選ばれてその通りになってしまうということでは、 初から結論ありきという

ことなので評価としてはどうかと思っています。そういった観点で事務局案として資料１

－６をさらに深堀したものをお示しできればよかったのですが、なかなか適当なものがな

かったということで、資料１－７に一つだけですが、若干深掘りさせていただいたものを

ご用意いたしました。公開事業評価事務局案ということでお示しているものですけれども、

一つのテーマとしまして、公共施設の運営についてということではどうかということがご

ざいます。まず 初にこれを選ぶときに考えたのは、テーマ自体を区民の方に選んでいた

だく、選定の段階から関わっていただくことが適当ではないかということを考えました。

さきほどＢ委員から主目的の話が出てまいりましたけれども、こういった評価というとこ

ろではお話させていただいたところですが、イベント的な形式をとっているのは、なるべ

く区民の方に関与いただく機会を増やしたいということがあります。しかも、それを公募

区民という形で入れれば、一つの方法ではあるのですけれども、それはその方が特定のお

考えをもっていると思うのですが、必ずしも区民を代表するものではないということもあ
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りまして、サイレントマジョリティの声を幅広くすくいあげられるような方法ということ

はどうかというところで、今回テーマの選定の中に区民の方に選んでいただくという視点

はどうかということがありました。それを踏まえまして、２番の目的、選定理由でござい

ます。(1）あらかじめテーマを定めることにより、現状データの整合性や議論の一体性を

確保できる。一日の間で、いくつかのテーマがあったときに、それが混ぜこぜになります

と、その都度その都度、論点とか視点を変えなければいけないというところで、そこのと

ころが非常に難しいということがあるので、テーマを決めてしまえば同じような視点や論

点のもとで、基本的には進めることができます。(2）公共施設ということでありますと、

区民の方に直接提供されるサービスであり、親しみやすい。わからない事業について、ど

ういう事業をやっているか知る機会としてはいいのですけれども、判定するところまでい

きますとどうかということがございました。(3)無作為抽出で行うアンケートが円滑に行う

ことができる。のちほど二回ほどアンケートを考えています。一回目はテーマを選定する

段階でのアンケート、二回目はテーマが決まったらそのテーマに基づいて利用されていま

すかとか、どう思いますかというところをすくいあげるアンケート、そういうアンケート

について公共施設ということでありましたらなじみがあり、比較的円滑に行われるのでは

ないかということであります。(4)保育園や、区民ひろばとありますが、これは本区特有の

施設でありまして高齢者施設と子育て施設が合築されているような施設なのですけれど

も、こういったものでありますと、政策が全般になりますので幅広い議論になります。一

方でそれだけで終わってしまうというのはなるべく避けたいという考えがありまして、そ

れはそれで大切なのですけれども、具体的に方向性を明確にできるものも必要かと思って

います。そういった意味では健康学園というのがありますけれども、虚弱児等の治療を行

うという形で受け入れる施設なのですけれど、こういった健康学園、保養施設、本区では

現在完全民営化されていますけれども、こういったところの存続議論の仕分け論まで、広

い範囲から狭い範囲までいろいろなものに対応できる。(5)運営コスト、改修コスト、受益

者負担、ＰＲＥ戦略など、区民の方に公共施設のあり方、使用料は安いほうがいいという

ことはありますけれども、ものすごくお金がかかっているということをわかってもらう機

会にもなる。対象事業をあらゆる分野から幅広く抽出できます。色々な分野に多岐にわた

っています。(7)テーマの統一性から、(1)にからみますけれども、評価人の方の評価がし

やすいということがございます。 

 対象施設の一例といたしましては記載の通りです。 

 4 番の評価方法につきましては、先ほど公開事業評価の視点でお話ししたとおり、追求型

でなく対話型の評価としたいと思っています。公共施設の部分でいきますと、想定される

評価上の論点は、設置目的等に照らして適切に行われているかというような部分だったり、

サービスの提供内容はどうかとか、目的と運営の実態に乖離がないかとか、受益者負担は

適当かとか、運営方法でさらに効率化の手段はないかとか、改修改築のコストは、耐震化

等も非常にさけばれていますので、そういったところはどう考えているのかとか、という

ようなところで様々な議論ができるのではないかと考えています。 

 続きまして資料１－８では施設の一覧を参考までにお示ししています。本区では公共施

設の概要という冊子もありまして様々なデータが載ってございます。もし、こういう形で

施設に決まれば区民判定人の方や評価人の方に実際に施設をご覧いただいて、こういう施
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設でこういうことをやっているとご理解いただいたうえで、評価にあたれば効果的かなと

思います。大変申し訳ございません。資料戻りまして、資料１－５をお取出しいただきた

いと思います。公開事業評価のイメージということでお示ししたものでございます。今公

共施設、区内にたくさんあるのですけれども、種類で分けますとだいたい 60 種類くらい、

今回、仮に公共施設の運営ということを公開事業評価のテーマにいたしましたら、まず一

回目のアンケートを行います。この中ではこの 60 種類を提示しまして、論点等も提示しま

して、どの施設を公開事業評価で選んでほしいですか、ということをお聞きします。これ

を無作為抽出でアンケートを取りたいと思っております。今後、公開事業評価の宣伝にも

なりますし、区民判定人の募集にもなりますので、色々なところで使えると思います。そ

この上位のものについて、仮に 12 事業選ぶとしたら 10 くらい、区民アンケートの上位の

もの、そのほか委員会のなかで適当と認めるものがもしあれば、一つ二つ加えるというこ

とも考えています。そこでテーマと対象の施設が決まりましたら、第二回の無作為抽出ア

ンケートをかけまして、その中で施設についてどう思いますかとか、必要性をどう思いま

すか、というようなアンケートを取って、当日の公開事業評価の際の参考資料として、お

示ししていければと思っております。そのへんは資料１－３にもお示しておりますけど、

アンケートを二回ということを考えておりまして、このようなやり方であれば区民の方が

対象施設を選ぶということなので、こちらで廃止をしたいとか、なんか意図をもって決定

するということにはならないのかと思って、一つの素案としてお示しをさせていただきま

した。 

原田委員長： はい、ありがとうございました。先ほどＢ委員からもありましたけれども、 終的な評

価の対象として、どういうテーマを選定していくのか、そのあたりが非常に難しいところ

ですが、事務局からは横断的に見れるものとして、こういう施設関係の運営評価がよろし

いのではないかという提案でございました。これは指定管理者の問題とも絡みますし、と

りわけ民間への委託は可能なのかという効率性の議論というのが中心となりそうですがい

かがですか。 

Ｅ委員： テーマの設定といたしましては、今少ない予算の中で使われている分野だと思いますの

でいいと思うのですが、かなりボリュームがあるので、アンケートと仰ってますが、アン

ケートの母数がある程度集まってこないと結構ぶれてくる可能性もあるものですから、そ

の辺の心配がまず一つあります。それと個人的な好みといいますか、施設をやる場合、民

業圧迫というような視点も個人的にはあるのですが、このへんは出してはいけないのでし

ょうか。 

原田委員長：  もちろんあり得ると思いますけどね。 

Ｇ委員：  そういったところは制約を持ちたいとは思いません。 

原田委員長： ただ、民業圧迫の議論ができやすいリストだと思うのですよね。なんとなく私たちから

すると、これが本当に官で、公でやらないといけないのかという議論にかたよりがちなの

ですが、多分区民の側からすると、どのように効率的に回しているかということよりは、

実際にどんなサービスが提供されているかの方に関心が高い可能性があります。例えば幼

稚園、幼稚園は微妙ですけれども、どんなサービスができているのですかというところに

議論がいく。ですから、むしろそういう論点をこちらの委員会のほうで補ってあげるとい

う必要がでてくるかもしれない。先ほどの資料、 終的なアンケートの中でチョイスして



第 1 回会議録（2012.5.14）.doc 

- 25 - 

もらったものに補充的にこの委員会でこの施設を追加しましょうという議論がありました

けれども、そういうところで我々として、民業圧迫という観点からこれは議論するべきな

のじゃないか、区民から出てないのだけれどもという議論はあるかなという気はします。

60 施設の中からどれくらいに絞っていくのですか。 

事務局： 当日の時間で考えますと 12 くらいが適当な数かなと思っております。委員会の中で、バ

ランスを見てからでいいかと思いますが、アンケートの上位の数がでてきて、その中で類

似性のあるようなものについては束ねていいかと思いますし、バランスを見たうえで、極

端に言うと、それが 6、6 なのか、12、0 なのか、その辺は委員会の中でご審議いただく事

項かと思います。 

Ｄ委員： ちゃぶ台をひっくり返すようなことになってしまうかもしれないのですが、ソフト事業

は全くノータッチで本当にいいのですか。 

原田委員長： 多分、色々な施設ものでは完全な箱としての事業があるので、箱の中で様々なソフト事

業がずらっと並んでいる。それ抜きで箱だけ議論していいのかというようなご質問だろう

と思います。 

事務局： 公共施設につきましては、箱の中でソフトが行われていると考えておりますので、施設

を廃止するとか、民営化するとかというような議論に集中的にいくとは考えておりません

で、何よりその中でサービスが適切に行われているのかのというところの視点かと思って

おります。欲を言えば色々なテーマがあったほうがいいと思うのですけれども、それをど

のようにして選ぶのかというところに非常に難しい問題がありまして、あるテーマを決め

ずにすべての中からピックアップするということになると、少なくとも住民の方にお聞き

することは困難かと思います。仮に 1000 あるものを 50 に絞って住民の方にお聞きするに

しても、1000 から 50 にどのように絞ったのですかというところの異論がでてくるのかなと

思って、テーマをある程度機械的に絞れて、それをダイレクトに住民の方にお聞きするよ

うなものがいいかなと思っていますので、ほかにいいものがなかったので、もしお示しい

ただければと思っております。この公共施設につきましては、あくまで中心はソフトだと

認識しています。 

Ｄ委員： まったくハードのくっつかないということはないのでしょうけど、この事業を私が切り

たいと思っているわけではないのですが、例えば中学生まで医療費給付事業とかだと特定

のハードに依存しない事業というものもあるわけですよね。そうすると公共施設に紐付い

たソフトということで、事業にバイアスがかかってしまう懸念というのが、結局事業をき

ちんとしたプロセスを経て選びましたとしたときに、そこに公共施設に紐付いた事業と限

定してしまうと、それをうまく担保されるのかどうかというところにちょっと懸念がある

のかなと思います。 

原田委員長： 例えば、保育所だと保育サービスというようにハードとソフトがほぼ一対一対応してい

る。ところが単純な箱で、色々なものが展開できている中だと、ソフトだけ評価してもし

ょうがないし、ハードが全くでてこない、ハードなしに議論はできない。逆にハードだけ

議論すると完全に効率性だけの議論になってしまう。そういう可能性ももちろんあります。

先ほどＣ委員が仰った発言と少し関連するのですが、例えば施設利用の仕方、あり方、例

えば特定の地域だから私たちが優先的に使っているみたいな議論、場合によっては、でか

い地雷を踏んでしまうことになるかもしれませんが、例えば公平性だとか、透明性だとか
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という観点からの評価というのは単純な箱の場合でもあり得ないことはないかもしれませ

んが、出てきてみないとわかりませんが、出てきた段階で我々がどのように議論が流れて

いくのか創造しながらその観点を補ってあげるといいますか、目標をどれくらい達成でき

ているか、効率性はどれくらいできているか、そういうところに議論が終始しそうであれ

ば、透明性だとか公平性だとかそういったことが本当に議論として落ちているのではない

の、利用の仕方自体の問題なのかもしれない。ですから、その辺りはある程度やってみな

いとわからないかなというところもありますね。 

Ｄ委員： やってみないとわからないというところもあるのですけど、やる前からわかっていると

ころもあって、というのは、公共施設を大括りし、 初アンケートで絞り込んで重要性を

見てと伺ったのですけれども、行政分野によって、ハードに大きく依存している分野と依

存してない分野というのと、行政分野の括り方ですね、そういったところについては、事

前にかなり工夫しないと、やる前から、調査表を作った段階である程度偏った結論がでる

ということがわかってしまうということも起こり得る。 

原田委員長： 今のご質問は、分野だけ取るということになるとまずいのではないのということでしょ

うか。 

Ｄ委員： そういう意味ではなく、どういう聞き方をするのかわからないので、例えば１から 58 ま

であったときに、分野で聞いた場合に紐ついた数が違ったりとか、もう一つが、施設名で

聞いたとしたら、施設名の中でも大きなものから小さなものまでレベルが違うものがある

ので、そこをうまくそろえて、規模といいますか、そういったものをそろえて聞かないと

いけないのではないでしょうか。 

原田委員長： 私なりに理解しますと、施設の色々な特色をいくつかのカテゴリーに単純に一対一対応

させるのではなくて、予算だとか色々な規模で複数分類して、提示してアンケートをとれ

という感じでしょうかね。 

Ｄ委員： うまく代替案が言えなくて申し訳ない。 

原田委員長： 例えば、特定の施設は福祉にも関わるし、実は子育てにも関わるのだったら二つに掲げ

ておけとか、あるいは、予算の事業規模がこれくらいだったら、カテゴリーで一応見せて

おくとかそういうことか。 

Ｄ委員： そうですね。 

Ｇ委員： 逆から言えば、たった一つしかない施設というのもあるのですよね。そうすると、区民

の方に認識がないというものがある。その辺のところをすべて網羅的にどういう形でこの

アンケートの対象の方々に見せて、問題意識を持ってもらって、そこから抽出していただ

くかというところが、なかなか確かに難しいところがあると思います。 

原田委員長： そこの辺りはアンケートをやってみて、多分区民にもいいバイアスと、残念ながら色々

なマイノリティによるバイアスといいますか、そういう意見が表出されないという場合が

ありますので、そこはこの場で少し補ってあげる必要があるかもしれないという気もしま

す。Ａ委員、指定管理者の議論で区の色々なお仕事をしてらっしゃると伺いましたが、何

かその観点から気になることとかございますか。実際、運営の主体が違うということに議

論がシフトするということも問題でしょうし、全く出ないというのもちょっとどうかと思

います。どうでしょう。 

Ａ委員： 公開判定ということでみると、ちょっとよくわからないですが、今の話でいえば、運営
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主体であるとか、利用形態が評価の対象になれば、いるかいらないかではなく、今のあり

方をどう見直すかという議論になれば、それはそれでいいのですかね。 

原田委員長： やっぱりアンケートの取り方、あなたはどれに関心がありますかと、ずらっと並べると

いうよりは、いくつかの多角的な観点で、この施設を区民の方が眺めることができるよう

な資料作りというのがいるのかなと、御二方の議論を踏まえて思いました。 

Ｇ委員： 一番 初に事務局で考え抜いて、例えば案として公共施設としてはどうでしょうといっ

た中に、当然それを選ぶ段階には、先ほどご提案のあった給付事業というようなとらえ方

とか、色々なカテゴリーを題材としてみてはどうなのかという議論はあったと思うのです

ね。その中で 終的に公共施設が適当かどうか皆さんにご議論いただこうと思ったのは、

給付事業ですとどうしても福祉とか、低所得者層の対策というのも非常に多かったりして、

なかなかその辺の切り分け方が単純な方向にいきそうで、ところが公共施設ということに

なりますと、福祉関連施設もあれば、そうでないこれだけのカテゴリーの政策体系のそれ

ぞれに絡むものがあって、その中でさまざまなソフト事業が福祉につながっていたり、教

育につながっていたり、色々な面で議論がしやすい包括的なカテゴリーだろうと、そうい

うかたちで一つ提案してみたらどうだろうというような趣旨であろうかと思いますので、

決して給付事業を無視しているということでなくて、ソフト事業というテーマのやり方も

あろうかと思います。 

原田委員長： ソフトの展開の仕方が施設によって一定程度規定されるということももちろんあるでし

ょうし、全く規定されない単なる場であるということもあるでしょうし、切り離してソフ

トだけ運営するということももちろん可能なのかなと思います。 

事務局： 一点だけよろしいでしょうか。今回このアンケートをしたときに、先ほどのＤ委員のお

話に若干関係するかもしれないですけど、だいたいこれが選ばれるだろうと、保育園はま

ず選ばれると、その規模からして想定ができます。それも多くの区民の方が利用されて、

関心があるということで、そうかなという部分があります。ただ、大きなものばかりで、

議論が非常に飛躍しすぎてしまうと、私どもの評価としましては、今回事業評価を想定し

ておりましたので、特に区民判定人の方が判定をするのですね。政策評価のような形で色々

な議論がされていけば広いものでもいいのですけれども、なるべく評価をし、一つの表に

置き換えるというようなところもありますので、なかなか広い議論ばかりでは厳しいとい

うところがございます。そういったところもありますので、委員会の中でも、ある程度日

の目は当たらないのだけれど、実はこういうのが区としても議論になっているのだという

ものも選んでみたい。アンケートの段階である程度希望別に分類をしてしまって、その中

で、その中の上位が選ばれるというようなやり方もあるかなと思っています。あまり複雑

にするとアンケート自体がなかなかお答えしづらいという悩ましいところもありまして、

今回送付数は 1000 程度、 大五つまで〇をつけていただくようなものを現時点では想定し

ているところでございます。 

原田委員長： 時間が残念ながらなくなってしまいましたので、どういうアンケートにするのかという

ことは、今日の議論を踏まえて、おまとめいただいた段階で、メール等でご覧いただくと

いうようにいたしましょうか。今日一旦これでやってみたいと思います。それで一年目や

ってみて、これは横断的だけど、やっぱり何らかの偏りがあるのだなということがあれば、

翌年度また取り方、何をやるのか、何を評価に乗せていくのかというのは引き続き議論し
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ていきたいと思っております。 

Ｄ委員： 後に一言だけ。 初のところで言い忘れてしまったのですけれども、公開事業評価を

イベント的にやるということで、対話型でやるということはもちろん私は賛成なのですけ

れども、区民の方からみると、それって事業仕分けとどう違うのということを必ず言われ

てくると思うので、その辺はきちんと説明されたほうがいいと思います。 

原田委員長： 手を挙げてやってきたのだけれど、やることが違う、なんだこれはということにならな

いようにということですね。 

Ｄ委員： こういうことをやりますというと、まず、区民の方は事業仕分けを思い浮かべると思う

ので、そこはよくご周知をお願いできればと思います。 

原田委員長： 私も全く同感です。その辺りはしっかり周知をしてまいりましょう。では、2時間を過ぎ

ましたので今日はこれくらいにいたしますが、次回の案内を簡単にお願いします。 

事務局： アンケートの方法等につきましては整理させていただいて各委員の皆様にお送りして、

ご了解いただいたうえで進めさせていただきます。もし、その形式でご了解いただければ、

次回はアンケートの結果を踏まえまして、このようなところを対象にしたいというところ

でお示しをしたいと考えております。 

それから事務連絡をさせていただきます。7月下旬から 8月上旬、皆様夏にも入りますし、

ご予定も入る時期だと思うのですけれども、その日程調整を別途させていただきますので

よろしくお願いします。 

原田委員長： 次回の案内等についてはアンケートの結果が出てみないと何とも言えないと思いますが

いつごろになりますか。 

事務局： 時期といたしましては 6 月の中、下旬くらいを考えておりますので、今回資料を事前に

ご用意できずに大変ご迷惑をおかけしたのですけれども、なるべく事前に資料等もお示し

できればと思っております。 

原田委員長： もし何かありましたら事務局にお問い合わせください。それでは第１回の豊島区政策評

価委員会をこれにて終了いたします。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

会議の結果 

（１） 原田久委員を委員会委員長に選任する。 

（２） 副委員長は大﨑映二委員を指名する。 

（３） 会議録の発言者は記号により表記する。 

（４） 審議会は原則公開しとし、傍聴を認め、資料を公開する。 

（５） 公開事業評価のテーマは「公共施設の運営について」とする。 

（６） 次回日程は６月中、下旬とし、事務局よりあらためて通知する。 
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提出された資料等 

【配布資料】 

１- １ 政策評価委員会の概要 

１－２ 「協働型」行政評価のイメージ 

１－３ 行政評価スケジュール 

１－４ 公開事業評価の実施について 

１－５ 公開事業評価のイメージ 

１－６ 公開事業評価のテーマ例示 

１－７ 公開事業評価のテーマ（事務局案） 

１－８ 区立施設一覧 

 

【参考資料】 

１－１ 委員名簿 

１－２ 委員会設置要綱 

１－３ 審議会等の会議の公開に関する要綱 

１－４ 豊島区行政評価実施経過 

１－５ 平成 23 年度豊島区行政評価実施結果 

１－６ 平成 23 年度豊島区事務事業評価表様式 

１－７ 平成 23 年度豊島区行政評価実施結果一覧 

１－８ 他の 22 区の行政評価の現状 

 

【その他】 

・豊島区案内パンフレット 

・豊島区基本計画 2011-2015 

・平成 22 年度主要な施策の成果報告書 

・豊島区未来戦略推進プラン２０１２ 

・としま政策データブック 


