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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 26年 7月 30日（水） 10時 00分～11時 20分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎 4階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 委 嘱 

３． 委員長選任 

４． 副委員長指名 

５． 会議録等の取扱い 

６． 議 事 

(1) 平成 26年度の取組みについて 

(2) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価の実施について 

(3) 基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況について 

(4) その他 

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 

原田久（立教大学法学部教授）・外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・益

田直子（立教大学法学部特任准教授）・大﨑映二（行政アドバイザー）・猪岐幸一

（公認会計士）・池田隆年（日本経営協会理事・開発センター長）・ 忠晴（政策経

営部長） 

欠席者１名 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

事務局： 皆様、おはようございます。お忙しい中、また大変お暑い中お集まりいただきましてあ

りがとうございます。時間が参りましたので、また、本日ご参加の皆様お揃いでございま

すので、今年度第１回目の政策評価委員会を始めさせていただきます。 

任期が改まっておりますので、ここから儀式のようなことが最初にございます。その部

分につきましては、私事務局の企画課長、佐藤のほうで進行させていただきたいと思いま

す。委員長が決まった後は、委員長に進行をお願いしたいと思っております。 

２．委嘱・委員の紹介 

事務局： まず委嘱についてでございますけれども、大変簡略で失礼でございますけれども、皆様

の席上に委嘱状を置かせていただいております。委嘱の手続につきましては、本来でした

らばお一人お一人にお手渡しすべきかと思いますけれども、そのような形でご容赦をいた

だきたいと思います。 

それから、委員の方の入れ替わりもございましたので、改めまして今期の委員の皆様を、

私からご紹介申し上げたいと思います。資料は、参考１－１までお進みいただきますと、

委員の皆様の名簿が出てまいります。この名簿の順に私からご紹介申し上げたいと思いま

すので、その場でご起立いただければと思います。なお、名簿は学識経験者の先生方など、

50音順でつくらせていただいております。 

まず一般社団法人日本経営協会理事・開発センター長の池田委員でございます。 

池田委員： 池田です。よろしくお願いいたします。 

事務局： 池田委員は、今期の新任ということでございます。よろしくお願いします。 

それから前期からの引き継ぎの先生方でございますが、公認会計士の猪岐委員でござい

ます。 

猪岐委員： 猪岐でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして、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。 

事務局： 続きまして、立教大学コミュニティ福祉学部教授の外山委員でございます。 

外山委員： 外山でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局： 続きまして、立教大学法学部教授の原田委員でございます。 

原田委員： 原田でございます。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ございます。 

益田委員： よろしくお願いいたします。 

事務局： 最後に区側の委員でございますけれども、本日副区長の水島は公務によりまして欠席を

させていただいております。それから政策経営部長の ございます。 

藤委員： 藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局： 藤委員も、人事異動によりまして新任ということでございますので、よろしくお願い

をいたします。 

続きまして、組織の性格が若干この間変わっておりますので、そのことについて参考１

－２あるいは１－３を用いまして、ご説明を申し上げたいと思います。 

まず参考１－２をご覧いただきますと、これは「豊島区附属機関の設置に関する条例」
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ということでございます。昨年度までこの政策評価委員会はいわば任意の委員会という位

置づけでございましたけれども、この間、本区におきましてさまざまな会議体のあり方に

つきましてきちんと整理をすべきだということで、附属機関とすべきものにつきまして

は、地方自治法に則りまして、条例で設置をするといった形に全体的に改めてまいるとい

う手続きを進めてまいりました。第２回定例会でこの条例が可決、成立をしておりまして、

これまで要綱で任意の機関として設置をされていた会議体なども含めまして、まだ条例で

位置づけられていなかったものにつきまして、きちんと附属機関として条例で位置づける

というような一括で条例化をしますという手続きをとっております。参考１－２の第２

条、第３条、第４条辺りをご覧いただきますと、別表の中で執行機関の附属機関として、

区長の附属機関、それから教育長の附属機関があるわけでございますけれども、２条では

附属機関をピックアップしているわけでございますが、第３条におきまして附属機関の委

員の定数などを定め、第４条では任期について定めるということでございます。 

これらのまとめた別表につきましては、お進みいただきまして、９ページに別表がつい

ております。９ページの（１）区長の附属機関と書いてあるところの一番上の表に豊島区

政策評価委員会が附属機関として位置づけられているということでございます。担任事務

といたしましては、区の政策、施策とそれから事務事業にかかる評価、審査に関すること、

委員の定数、それから任期が定められております。従前要綱では任期を２年間としており

ましたけれども、このたび条例化にあたりまして１年とさせていただいております。 

皆様のお立場ということで申し上げますと、これまでは外部の学識経験者あるいは様々

な知見を有する方ということで、任意にお話を伺わせていただくようなお立場だったわけ

でございますけれども、今年度からはこの条例で設置された附属機関ということで、非常

勤の特別職のご身分ということに、委嘱をした方についてそういったご身分ということに

なります。細かいことでございますけれども、そういった身分ということと、いままでは

謝礼という形でお支払いをしておりましたけれども、条例で決められた報酬をお出しする

ということになっております。ただ今期は、前期までと報酬の金額とかそういったことは

変更ございませんので、特別皆様に直接大きな変化はないかと思っております。そのよう

な形で、区の中のこの際きちんと整理をしましょうという手続きということでございます

けれども、本委員会は区長の附属機関であると位置づけられているということでご理解を

いただきたいと思います。 

私から委員のご紹介、この委員会の変更につきましての説明は以上でございます。 

３．委員長選任 

事務局： 次第に沿いまして、続きまして委員長の選任ということで行わせていただきたいと思い

ます。委員長につきましては、皆様の中の互選ということになっております。そちらにつ

きまして、自薦、他薦等、ご意見があればお願いしたいと思います。いかがいたしましょ

うか。 

藤委員： 推薦でお願いしたいと思うのですが、よろしいですか。行政の立場から推薦というのも

少し恐縮するところでございますけれども、この委員会につきましては互選で委員長を選

定するということでございます。平成 24 年度からこの政策評価委員会は設置をされてお

りまして、その委員会の委員長を大変効率的に務めていただきました原田先生を委員長と

いうことで推薦をさせていただきたいと思います。 
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事務局： ただいま原田委員を推薦というご意見がございましたが、皆様それでよろしいでしょう

か。 

他 委員： 異議なし 

事務局： どうもありがとうございます。それでは、原田委員につきましては委員長にご就任いた

だくということで、お席のほうも委員長席のほうにご移動を願いたいと思います。 

それでは、原田委員長、ご挨拶をいただきまして、以下の進行につきましてお願いした

いと思います。 

原田委員長： 改めまして、委員長をお引き受けいたしました原田でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

先ほど政策経営部長からもお話がございましたけれども、これまで２年間委員長をお引

き受けして、２年度公開事業評価を含めて政策評価に取り組んできたわけであります。今

年度については必ずしもそうした取り組みは予定されていないのかもしれませんけれど

も、区全体の大きな動きといたしましては、今年度と来年度２年間かけて基本構想、基本

計画をまとめていくという時期でもございます。それとの関係で政策評価委員会としての

役割・機能というのが期待をされているところでございます。どうぞ１年間よろしくお願

いいたします。 

４．副委員長指名 

原田委員長： それでは、議事に沿いまして、４番の副委員長の指名でございます。こちらにつきまし

ては、この要綱や条例によりますと第何条になりましょうか。副委員長の規定というのが

ございますか。 

事務局： 第４条でございます。第４条の第２項で、「委員長は委員の互選により定める。副委員

長は委員長の指名により定める」というように規定をしてございます。 

原田委員長： では、この資料１－３の第４条によりまして、副委員長を私のほうでお願いをしたいと

存じます。こちらについては全く相談しておりませんけれども、これまでの２年間の経緯

もございますので、大﨑委員にお願いできればと思います。よろしいですか。 

大﨑委員： お引き受けするのが筋かと思うのですけれども、実は昨年から私事で大変地方の仕事が

多くなって、スケジュール上、相当窮屈になってご迷惑をかけているような状況もあるよ

うなので、できましたら、他の方にお引き受けいただけるとありがたいというふうに思っ

ております。実は昨年、最後のときにも事務局の代わられた課長さんにもその旨はお話し

しておいたのですが、いかがでしょうか。外山先生か益田先生か猪岐先生、お引き受けい

ただけると。 

原田委員長： わかりました。では、そういうご事情でございますので、これもまた全くご相談してお

りませんが、外山委員、よろしいですか。ぜひとも。私もできる限り日程調整は万難を排

していたしますので。 

外山委員： 事務局にお伺いしますが、学識の同じ大学で２名ということでもよろしいでしょうか。 

事務局： はい、委員長の指名ということのみがルールでございますので、問題ないと思います。 

大﨑委員： 外山先生大変申しわけないのですが、本当に突然ということで。ただ、昨年も私、副委

員長というのは名ばかりで、スケジュールがもう原田先生となかなか合わないために、副

委員長として事前の相談とかお引き受け、あるいは随時お会いすることもできなかったの

で、ぜひよろしくお願いできれば。委員として極力出席はいたしますので、申しわけあり
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ませんが。 

外山委員： 承りました。 

原田委員長： では、外山委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

５．会議録等の取扱い 

原田委員長： それでは、続きまして、最初の会議でございますので、会議録等の取り扱いについて、

事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局： それでは、会議録等の扱いについてですが、参考１－４でもお付けをしておりますけれ

ども、「審議会等の会議の公開に関する要綱」というのがございまして、原則的なルール

は定まっております。原則、会議は公開、それから会議録等、資料等についても公開とい

うのが基本的なルールでございます。必要に応じまして、この委員会では余りないかなと

思いますが、個人情報に触れるとか、あるいは政策決定のプロセスでちょっとまだ公表で

きる段階ではない等の事情がある場合には、一部非公開とすることもできることになって

おりまして、そういったケースがもし出てきた場合には、その時々で皆様にお諮りをして

取り扱いを定めていきたいと思っております。 

なお、議事録でございますけれども、要約ではなくほぼ皆様がお話しした中身を、言い

回しとかだけ精査をして公開をしております。昨年度までの例で申し上げますと、事務局

と委員長は、事務局は事務局で出ますので、大体誰というのは察しがつくかと思います。

委員長は委員長ということで出ていますので、どなたかすぐわかってしまう。それ以外の

委員につきましては、Ａ委員とかＢ委員といったような形の表記になっておりました。 

皆様のほうで特に異論がなければ、いままでと同じような形で議事録の公開をしたいと

思います。もちろん、公開の前に皆様に内容の点検等はお願いした上で公開というように

してまいりたいと思います。 

原田委員長： これも前回と同様でございますので、よろしゅうございますか。では、前回同様の会議

録等の取り扱いをさせていただきます。昨年度まで、私は学生をよく後ろに連れてきて聞

かせておりましたので、ぜひ両先生、もし学生のために何か参考になるという機会がござ

いましたらお連れくださると幸いです。 

それでは、本題に入りましょう。本日の大体の予定は、あと１時間ちょっとほどでと考

えております。 

６．議 事 

（１）平成 26年度の取組みについて 

原田委員長： それでは、議事の最初でございますが、（１）「今年度の取組みについて」というところ

から（３）番までございますけれども、一つひとつ簡単にご説明をいただきましょう。ま

ずは（１）からお願いいたします。 

事務局： それでは、私のほうでご説明申し上げます。資料１－１をお取り出しいただきたいと思

います。 

委員長のご挨拶の中にもございましたけれども、豊島区はいまちょうど次なる基本計画

をどうしていくのかという準備に、今年度から入っているところでございます。まずその

全体の流れをご説明させていただいた上で、その中で皆様にお願いしたいポイントにつき

ましてご説明を申し上げます。 

資料１－１の表面でございますけれども、現在の基本構想というのは、平成 15 年 3 月
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に議決を経て策定をしており、21 世紀の第１四半期ということでございまして、平成 37

年度（2025年）までの構想期間と一応なっております。 

それから基本計画でございますけれども、そのうち 10 年ずつの計画となっておりまし

て、現在の後期基本計画は平成 22年度から 27年度までの５年間の計画です。そのような

形で、来年度で今の基本計画は終わるという時期を迎えておりまして、28 年度以降の基

本構想の最後の 10 年間に対応する新たな基本計画をつくっていこうという時期に差しか

かってきております。したがいまして、そういったことをご審議いただく附属機関である

基本構想審議会というものも動き始めておりますけれども、そういったところで、基本計

画の内容等についてはこれからご審議をいただくことになっております。 

次に基本構想につきましては、従前、地方自治法で自治体に策定とそれから議決を経る

ことが義務づけられておりましたが、今はそれが分権改革の流れでなくなっております。

ただ、豊島区におきましては、「自治の推進に関する基本条例」の中で、基本構想、基本

計画をつくって、計画的な行政運営に努めるといったことを定めておりますし、また先般

第２回定例会の中で、これは議員提案の条例でございますが、「豊島区議会の議決すべき

事件に関する条例」というもので、基本構想の制定、改廃については議決事件とするとい

うことが改めて定められたばかりでございます。今年度中に基本構想について何らかの見

直しをすることにもしなれば、それは議決をすることになっているということでございま

す。 

いま、全体的にはそのような状況にありますということを念頭に置いていただいて、２

ページ目にお進みいただきますと、そういう中にあって、政策評価委員会の皆様にお願い

したいごとでございますが、現在の基本計画がもうすぐ満了を迎えるということで、政策

の進捗状況などの点検・評価を行うということをお願いしたいと思っております。 

その上で、１つには行政計画のシステムといったこともそうですし、それから次なる基

本計画において、どのような評価指標を設定していく、あるいは進行管理・評価といった

ことについてどういった手法を導入していけばより効果的に進めていくことができるの

かといったようなことにつきまして皆様のアドバイスをいただきたいと考えております。 

下の表をご覧いただきますと、区長から諮問、答申を受けたりといった関係を示してお

りますけれども、基本計画あるいは基本構想の内容につきましては、基本構想審議会のほ

うでお願いをすることになっております。 

政策評価委員会でございますけれども、こちらの皆様と、それから庁内の検討組織であ

ります全部長が参加をしております基本計画策定委員会という組織をつくっております

けれども、こちらと連携をさせていただきまして、政策評価委員会の皆様の中で議論をし

ていただいた現在の基本計画の進行の状況あるいは指標の立て方や進行管理の手法など

につきまして、皆様からいただいた意見などを活かして、基本構想審議会に上げていく資

料作成などにつなげていきたいと思っております。 

今年度は基本構想について基本構想審議会が中心になっているのですけれども、27 年

度に新しい基本計画の内容を具体的に審議していただく予定になっております。そういっ

たスケジュール全体も念頭に置きながら、いまの基本計画がうまく回っていくようにとい

うこととともに、次なる基本計画に向けて、もっとこういう指標の立て方をした方が良い、

あるいはこういう評価の手法を導入した方が良いということがあれば、ぜひご提言をいた
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だきたいと思っております。 

それから、最後の３ページには、基本構想審議会などにおける全体的な流れをお示しし

ております。次なる基本計画に向けては２年間かけて計画で進めていく予定になっており

まして、本年度は人口推計であるとか、あるいはその基本計画の策定に向けて改めまして、

区民意識調査、それから区民参加の場ということでワークショップなどを行いまして、区

民の皆様の意識、意向の把握なども、基本構想審議会のほうでは進めていきたいと思って

おります。その上で、来年度、新基本計画についてまとめていただく予定になっておりま

す。 

政策評価委員会の皆様におかれましては、今年度、現基本計画に関して評価等を行って

いただく。それから来年度は、新しい基本計画に向けて、先ほど来申し上げているような

どのような評価をすれば良いのか、あるいは指標はどのように考えれば、設定していけば

効果的なのかということにつきましてアドバイスをいただければと考えているところで

ございます。 

来年度の分も若干含めましてご説明をさせていただきました。私からの説明は以上でご

ざいます。 

原田委員長： ありがとうございます。 

先日、基本構想審議会の第１回目が開催をされまして、私が会長をお引き受けいたして

おります。この基本構想審議会の前の会議体は、やはり同じ名前でしたか。 

事務局： はい、同じです。 

原田委員長： 後期の５年間の審議会の委員長をお引き受けして、審議をし、最終的に取りまとめをし

てきたのですが、私個人の経験で言うと、そもそもの 10年間の基本計画がございまして、

その後期は私がその後を引き継いだという形なのですけれども、計画のつくり方の段階、

つくる段階でしっかりとした評価指標をどういう形で埋め込んでいくかということにつ

いて、私が後期から参加したということでもって、やや関与できなかったところがあると。

実際に後期の審議会で議論していく際に、ここはもう少しこんなふうにしたほうが良かっ

たのではないかと個人的に私は感じるところがございました。 

そういったこともございまして、今回２つの会議体をお引き受けしたということもあ

り、２つの会議体の連動ということをある程度しっかり考えていきながら進めてまいりた

いというふうに、私自身は思っています。 

今年度、特に次期計画について何かお尋ねをするという場面は恐らくないかもしれませ

んけれども、来年度に向けた準備作業というような位置づけで、現行の基本計画あたりの

評価というのを皆様方と進めてまいりたいと思っています。 

なお、基本構想審議会で私が冒頭に申し上げたことがありますので、少しだけ改めて言

及いたします。豊島区全体の基本構想そのものを大幅に見直すという必要は恐らくないの

だろうと。四半世紀ものでございます。しかしながら、昨今の動きを見ると、豊島区をめ

ぐる社会経済環境というのはかなり変わってきているのではないか。具体的に、良い点と

いたしましては、住みたい街ナンバー１とかナンバー３とか、ちょっと前の私の理解から

するとびっくりするようなデータが出てきて、もしかするとファミリー世帯がこれからま

すます住んでくれるというような事態が、非常に嬉しいニュースですけれども、起きてく

るのかなというふうな期待もあります。 
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他方で、残念なニュースが２つほどあったと。一つ目は、消滅可能性がある自治体とし

て、23 区の中で豊島区が挙げられたということです。これは住みたい街という情報と明

らかに矛盾する情報ではありますけれども、こうした子育て世代がしっかりこの豊島区に

住んでいくということをどうやってつくり出していくのか。持続可能性がある自治体とし

て、どうやって消滅せずに生存していくのかということを本気で考えないといけないとい

うこと。 

それともう一つは、これは先月、池袋西口のほうで非常に残念な事故がございました。

それ以降、世の中の動きというのはかなり変わってきておりますけれども、セーフコミュ

ニティとしてのまちづくりというものをもう一回考え直す、残念だけれども、良いきっか

けになったのではないかと思っております。 

良いニュース、悪いニュースございますけれども、恐らくそうしたところを織り込みな

がら、基本構想審議会で今年度、そして特に来年度、基本計画について議論を進めていく

ことになろうかと存じます。 

差し当たり任期は１年でございますけれども、来年度を見据えながら、ぜひ皆様方にお

かれましては、ご協力を頂戴したいということでございます。 

私が考えていることを少し申し上げましたけれども、まずこの政策評価委員会と基本構

想、基本計画との関わりあたりについて、何かご質問ございますでしょうか。 

（２）基本計画の進捗状況に係る点検・評価の実地について 

原田委員長： では、また追々細かい話は後でどのような役割をして云々というところは次で出てまい

りますので、次第（２）の説明を伺いながら少し議論してまいりたいと存じます。では事

務局からご説明をお願いします。 

事務局： それでは資料１－２と１－３を用いまして、私からご説明申し上げます。 

ます資料１－２をご覧いただきたいと思いますが、いま、私どものほうで使っている後

期基本計画につきましての進捗状況の管理でございますけれども、成果指標といったもの

を設けておりまして、基本計画は８つの地域づくりの方向性、大きな８つの柱がございま

す。その中にさらに政策というのがございまして、これが 26 に分かれておりまして、そ

の政策の進捗状況を図るという、いわばバロメーターとして全部で 67 の成果指標を設け

ております。そのような成果指標につきまして、毎年自己点検というようなことはさせて

いただいております。豊島区の政策データブックなどにも掲載をしておりますけれども、

実績値などを毎年把握する。それから、進捗状況につきまして所管課の判断でございます

けれども、そういった評価をやってきたということでございます。 

今年度の狙いということでございますけれども、今年度もまた同じようにやっていくわ

けでございますが、それに加えまして、政策評価委員会の皆様にその点検・評価の中味に

ついて内容の判断をいただきたいと思っております。先ほど委員長のほうからもございま

したように、計画の最終年度は来年でございますので、それに向けて何かヒントをいただ

ければということに加えて、次の基本計画に向けてということでもヒントをいただければ

ありがたいと思っております。 

点検・評価の対象としては、事務局といたしましては皆様にお集まりいただく回数の限

りもございますので、絞り込むのか、それとも全部お願いするのかということで迷いまし

たけれども、絞り込むのは難しいということもございまして、基本的には 67 の指標全て



★第 1 回会議録(260730).docx 

- 9 - 

何らかの対象とさせていただきたいと思っております。 

手法といたしましては、関係する部局に対するヒアリングを行っていただきまして、そ

の意見交換等をしていただくようなやり方にしたいと思っております。次回以降そのよう

な形で進めることができればと思っておりまして、所要時間でございますけれども、１コ

マとなっておりますが、これが１つの政策だというようにお考えいただいてもよろしいか

と思います。大体 20分～30分程度、質疑も含めてということで考えたいと思っておりま

す。したがいまして、１回の委員会で対象とする範囲は、柱、地域づくりの方向でいえば

１つかせいぜい２つで、その中でそれぞれ３つから５つぐらいまでが限界かと思っており

ます。所管部局のほうから 26 の政策単位で基本的な資料をつくり、それに基づいて議論

をしていただければと思います。 

ヒアリングシートのイメージを２ページ、３ページにお付けしております。２ページの

一番上にございますのが、「地域づくりの方向」というのがありますが、これが先ほど来

申し上げている８つの柱の部分でございます。例えばということで、参加、協働というこ

とで最初の柱がございますが、「あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していく

まち」ということを一つの方向性として出しております。若干その説明がございまして、

その下に政策として「参加と協働の基盤づくり」というのがございまして、指標がこの場

合は３つございます。その指標の状況などを一目でわかる資料ということで、簡単な資料

でございますけれども、このようなものを考えております。 

「参加と協働の基盤づくり」ということに関しまして言うと、３つ成果指標を挙げてお

りまして、「地域区民ひろば」という、これは地域の新たなコミュニティの拠点として小

学校単位で地域の中に展開をしている事業でございますけれども、そこの広場の「運営協

議会の委員数」、これは地域の皆様から構成されているものですけれども、その人数とい

うのを１つの指標にしております。それから「地域区民ひろば利用者数」ということでご

ざいまして、これはその定着の度合いを見ることかなと思いますが、利用者数につきまし

ても指標にしていると。それから３つ目でございますけれども、３ページの上にございま

すが、「協働事業の実施数」ということで、区と町会などの団体といったような方々との

協働で行うような事業数という形で、３つの指標を設けているということでございます。 

こちらのこういった指標につきましては、毎年度実績の把握をしておりますので、数字

の把握といったことはできていると。それから各所管課でそれが順調にいっているのか、

それともちょっと問題があるのかといったようなことにつきましても自己評価を行って

おります。このような形で政策ごとのシートをつくりまして、ヒアリングをしていくとい

うように考えております。 

また１ページにお戻りいただきまして、所管から説明していただく内容、それから点

検・評価をしていただく際の、皆様にお願いをする際の視点というのを、参考までに事務

局案として挙げております。 

１つには、「成果指標設定の考え方」として、この指標をもって何を測ろうとしている

のかというあたりの説明をもらうと。それから、「取り組みの状況と今の成果」というこ

とで、これは数字などであれば簡単にお示しできると思います。それから、目標値との開

きがあるような場合について、どのような課題があるのかといったようなこと、それから、

政策そのものがいまうまくいっているのかといったことについても、指標は順調に達成さ
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れつつあるけれども、政策目標がうまく達成できているのかということはまたちょっと違

うかもしれませんので、そのあたりも触れてもらおうかなと。それから政策に影響を与え

ているような環境変化といったようなこと。それから今後の方向性についての所管の考え

といったあたりを、限られた時間でございますけれども、せいぜい５分、10 分という時

間で説明いただいて、その後、意見交換をしていただくと考えております。 

皆様にお願いしたいということで申し上げますと、指標の妥当性、それから成果指標と

いうのは一つの目標になるわけでありますけれども、それに向けてどういうふうに取り組

んでいるのかということについて、妥当なのか。あるいは成果指標の目標達成が難しいと

する場合、それはなぜなのか。そもそも指標の設定がおかしいのではないかということも

考えられると思いますし、努力が足りないということもあるかもしれないといったような

ことも、アドバイスをいただければと思います。それから、政策全体の進捗ということで、

何をもって政策全体がうまくいっているかどうかを測るかということにつきまして、皆様

からのアドバイスをいただければ大変ありがたいと思っております。 

資料１－３で、今後の事務局としての進行案をお示ししておりまして、第２回でござい

ますが、「１－あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち」それから「４

－多様性を尊重し合えるまち」といったようなことで、２つの柱につきましてやったらど

うかと。これは指標の数で案分をしておりまして、５つの政策にわたりまして９つの指標

がございます。このあたりが限界かなというような、大体 10 前後でないと時間的に回ら

ないのかなと思っております。 

３回目では、「すべての人が地域で共に生きていけるまち」、これは福祉などの内容が多

いものでございますけれども、３政策・11 の指標についてヒアリングを行う。４回目は

「子どもを共に育むまち」ということで、子育てとか教育の分野でございます。こちらは

５政策・12指標。その次が「みどりのネットワークを形成する環境のまち」「人間優先の

基盤が整備された、安全・安心のまち」ということで、これは環境、防災、治安といった

分野でございます。こちらは２回にわたることになるかと思いますが、まず５回目はみど

りと安全・安心の４政策・13 指標、６回目は安全・安心の残りの４政策・11 指標。７回

目ですが、「魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち」「伝統・文化と新たな息吹が融合す

る文化の風薫るまち」ということについての柱で、５政策・11 指標といったような形で

ヒアリング等を行っていければ良いなと考えております。 

かなりタイトなスケジュールでございますので、事務局案と申しますか願望に近いよう

なものかと思っておりますけれども、このような形で、実際にこれが全部回らなかった場

合には、来年度に残りをお願いするようなことも、もしかするとあるのかもしれないと思

いますが、いずれにしましても、この 67 の指標につきまして現況の報告をさせていただ

きまして、皆様のご意見を賜るといったような場を今後２回目以降持っていきたいと思っ

ているところでございます。説明は以上でございます。 

原田委員長： ありがとうございました。資料１－２を中心にご説明いただきました。私も記憶が不確

かですけれども、政策を基本的に評価の単位とするということでしたが、政策の体系のピ

ラミッド上は、その下にまた施策をぶら下げていましたでしょうか。それが幾つぐらいあ

るのですか。 

Ｇ委員： 72の施策です。 
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原田委員長： なるほど。ですから、学問的に言うと、その政策単位というのは、実際にはプログラム

単位というか、施策ぐらいの感覚なのかなというようにご理解くださればと思います。そ

ういう意味では、実質 70 いくつかの施策の成果というものを議論していくということで

すが、基本計画そのものが後期の、しかも今年度で言うと４年目になりますでしょうか、

そういう意味では、計画全体でいうと９年目になる。その９年目の段階で、指標の妥当性

を次のために議論するということは、付随的にあるにせよ、まずはその前期・後期走らせ

てきて、その成果というものをまずはきっちり測定していく。そして、なぜこの施策が、

どのように達成されているのかということを見極めるということのほうが、タイミング的

には大事なのかなと。このタイミングでこんな指標で測っていてどうするのだというふう

に言っても、この現在の現行の基本計画そのものに対してのメッセージとしては、何かち

ょっと遅過ぎるメッセージになる。ですから、まずはその施策の成果というものをきちっ

と測定をしていくということ。それをなぜ例えばＡ判定にしているのかとか、そうしたと

ころを見ていく。特にうまく進んでいないところについては、原因分析をどういうふうに

進めてきたのかということのほうが、現行の基本計画の進め方としては良いのかなと思い

ます。もちろんその結果として、やはりこれは施策と離れた指標の設定でしたねというこ

とであれば、具体的な来年度の計画策定の中でそうした議論を取り込んでいくことが必要

なのかなと私は考えているところであります。そのように、資料１－２の点検・評価の主

な視点のところはご覧いただければ良いのかなと思っています。何か事務局にこの点でご

質問ございますか。 

はい、では１回やってみてまた考えるということのほうが良いのかなと思っておりま

す。では、基本的にこの案に沿って進めてまいりますけれども、多分重点の置き方あたり

はかなり実際にやり始めると違ってくるのではないかと思いますので、そのあたりは適宜

この資料１－２に立ち返るような機会を持ちたいと存じます。 

（３）基本計画の政策体系と成果指導の進捗状況について 

原田委員長： それでは、実際の政策体系についてざっとご覧いただきましょうという、（３）番を事

務局から御説明をお願いいたします。 

事務局： 実際のヒアリング等これまで行ったことがない部分もございますので、行いながらまた

皆様とご相談をさせていただいて、有効なものにしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。資料１－４を用いまして、いま私どものほうで進めてきております

進捗管理の状況につきまして、全体像をご説明申し上げたいと思います。 

まず資料１－４①でございますけれども、これが 67 の指標について所管課が評価をし

てきた最新の評価の状況を簡単にまとめた表でございます。Ａという評価がついているの

が、順調に進んでいるというふうに所管は判断しているということです。それからＢは、

少々遅れぎみではあるけれども、27 年度までには達成可能だろうといったような評価で

ございます。Ｃが 27 年度までは達成は無理ということで、何らかの改善が必要であると

いうように所管が評価をしているというものでございます。 

この表の見方でございますけれども、表頭に「地域づくりの方向」「政策」、それから「成

果指標」「所管評価」「Ａの割合」といったような書き方をしております。右のほうの列を

ご覧いただきますと、網かけになっている部分がございますが、まず所管評価のところで

は、政策ごとに見てＣという、「改善が必要である」という評価が入っているものに網か
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けをしております。それからＡの割合というところでいうと、Ａはもう達成が順調に進ん

でいるということなのですけれども、それが 50％以下になっているようなところにつき

まして、やはりちょっと色をつけているということでございまして、「全体的に順調とは

言いがたい」というところに色をつけて、皆様に注目をしていただきやすいようにしてお

ります。 

ちなみに、その評価ということでＣとなっているものにつきましてご紹介申し上げます

と、まず、最初の「あらゆる主体が参画しながら、まちづくりを実現していくまち」とい

う中の１－２「地域力の再生」という政策の中の「指標」としては協働事業の数というこ

とでございます。「町会と地域区民ひろば運営協議会との協働事業」という形になってお

りますが、こちらがＣ評価となっています。 

詳細は、資料１－４③をご覧いただきますと、これは１つずつ毎年の実績を把握しなが

らといったような表になっております。こちらと照らし合わせていただくと、何で所管は

Ｃと言っているのかなというのがおわかりいただけるのかなと思いますが、資料１－４③

の上から５番目でございますけれども、この協働事業の数、22年度から 25年度までの実

績を載せておりますけれども、22事業、25事業、24事業、20事業といった推移でござい

まして、27年度の時点で 80事業あるといった姿を目指していたわけでございますけれど

も、ちょっと遠いなという評価ではないかと思います。 

このような形で、資料のほうは後ほどゆっくりご覧いただければと思いますが、また資

料１－４①に戻っていただきまして、同じようにＣ評価になっているものをご紹介させて

いただきます。１ページ目の、柱でいうと３つ目、「子どもを共に育むまち」の成果指標、

政策でいいますと９番目の３－４「学校における教育」、指標では 25番目の「学校アンケ

ートで学校施設や通学路が安全であると考える保護者の割合」ということで、こちらもＣ

ということになっております。 

４番目の「多様性を尊重し合えるまち」ということにつきましての成果指標でいうと

31 番目、「男女が共同で社会に参加できると考えている区民の割合」、こちらもＣという

状況になっております。 

５番目の「みどりのネットワークを形成する環境のまち」の方向の中で、指標で言うと

38番「温室効果ガス（ＣＯ２）の排出量」につきましてもＣとなっております。その他、

その下にございます「資源化率」、それからまちづくりの関係で「地区計画の決定の面積」

「まちづくり推進活動団体への支援の実績」もＣとなっております。 

「魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち」という７番目の方向の指標の 58 番「テレ

ビや新聞などで、豊島区をイメージアップする情報がよく紹介されると考える区民の割

合」はＣということでございまして、これは消滅可能性都市とかが出る前でございますけ

れども、それでもＣということです。それから区内の事業所数もＣということでございま

して、最後でございます文化の分野で、「図書館の登録者１人あたり貸し出冊数」という

のがございまして、こちらもＣとなっております。 

このＣとなっているもの以外を、基本的には 27 年度までには達成はできるのではない

かというふうに所管のほうでは考えているというものでございます。 

資料１－４②は、これを分野別に、Ａ：順調、Ｂ：遅れ気味だが達成可能、Ｃ：改善が

必要というものについて割合を抜き出したものでございます。分野によりまして多少違い
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があるということが見てとれるかと思います。例えば全てがＡになっているというのは、

政策体系の中で「福祉」というのをここでは設けておりますけれども、そこは全ての成果

指標がＡとなっております。「子育て」についても全てＡということでございます。それ

以外はＢやＣが含まれてきているというような見方もできるかと思います。 

それから、先ほど１つだけ、５番だけご紹介しました資料１－４③でございますけれど

も、それぞれ各年度の実績値なども記載してございますので、皆様ご覧いただければ幸い

でございます。これは説明を細かくいたしますと幾ら時間があっても足りませんので、大

変雑駁ですが説明は以上とさせていただきます。 

原田委員長： ありがとうございました。説明を伺いながら、どういう質問をしようか考えていたので

すが、まず次回以降作業をする側としては、この進捗状況の書類等をきちっとまとめてい

ただく。先ほどの１－２の実際にこれはＣとございますよね。こういう評価シートのイメ

ージで、まずは各所管課に書類を作成してもらうというのが最低限度のお願いということ

になるのですが、その際にぜひともお願いをしたいのは、例えば資料１－４①で、Ａ、Ｂ、

Ｃという記載がございますけれども、ＡもＢもＣも書いてないというのがあります。この

辺りは何か理由というのはあるのですか。これがないと評価のしようがないということに

多分なると思うのですけれども。例えば政策 18あたりのバリアフリー化の指標がＡ、Ｂ、

Ｃというのがないというのはなぜなのでしょうか。例えば何らかのデータがとれないタイ

ミングが今年度であるとか、どういうことでしょうか。 

事務局： 資料１－４③のほうをご覧いただきますと、若干その辺りの事情も書かせていただいて

おりまして、３ページ目が、いまご指摘のあった指標でいうと 45から 47あたりのもので

ございます。こちらについて評価がないということでございますが、一番右から２番目の

列をご覧いただきますと、直近に平成 25 年度の実施結果、これは調査等の実施がされて

いるということだと思いますが、この結果がまだこの評価を行った時点では公表されてい

なくて、評価ができてないという状況でございます。したがいまして、皆様のヒアリング

までの間にデータが揃うということになれば、それはもちろん評価を入れた上でお出しす

ることもできるのではないかと思います。 

原田委員長： このあたりはそもそも論になってくるのですけれども、測定をして評価をしていきまし

ょう、毎年レビューしていきましょうという前提からすると、基幹統計になりますか、こ

の住宅土地統計調査というのは５年に１回なのだから、なかなか指標として使いづらいの

ではないかというのは将来的な課題としてあるのかなと。ただ、バリアフリー化をつかま

えたいというところはもちろんあるというのはよくわかりますので、ぜひこの進捗状況の

評価にあたりましては、所管課にデータとして存在しないのであったら、それに代わるも

のみたいなものの説明が要るだろうな、わかりませんということではなかなか評価ができ

ないという気がしています。 

それともう一つは、先ほど何をもって達成できたとか概ね達成できているとか、あるい

は遅れ気味だがというようなところを所管課として考えているのかということについて

は、それぞれ印象論なのかエビデンスベースなのかやや違うところもありますけれども、

そのあたりがややばらつきがあるのかどうかが少し気になるところです。例えば、Ｃの評

価をしているところ。通し番号の１－５のところでは、後期の目標は協働事業として 80

ぐらいしましょうというのが、20事業、最大でも 25ぐらい。これはＣなのかということ



★第 1 回会議録(260730).docx 

- 14 - 

です。このＣというレベルの評価と、他のＣという評価のレベルは同じなのか気になると

ころです。達成できそうもないというのは、例えば 43 番の「まちづくり推進活動団体へ

の支援実績」はゼロですよと。これは明らかにＣだろうなと。ただ、どれぐらいになった

らＢと評価しているのかというようなところをある程度整理していくのは、事務局なのか

どうかわかりませんけれども、そのあたりの、このあたりだったら遅れ気味というような

評価で構わないとしているのかが、やや気にはなるところです。この点いかがですか。 

事務局： 正直に申し上げまして、各所管のほうで出してきた評価がそのままという状態でござい

ますので、事務局側で特段の調整をしているわけではございません。ただ、考え方として、

Ｂというのは非常に幅が広い考え方でございますので、27 年度までには概ね達成できそ

うであれば、甘い評価であればＢということになるでしょうし、厳密に考えると 100を目

指すと言っていたのが 27年度までに 80、90だったら、これはＣかもしれないと考える所

管もあるかと思いますので、そのあたり、率直に申し上げましてばらつきのある状況とい

うのは現状だと思います。 

原田委員長： そういう意味では、ＡとＢもかなり微妙かなという気がしますけれども、ＡでなくてＢ

にするというのはどういうレベルなのか、もう達成していれば良いのですけれども。です

から、そのあたりのでこぼこ感みたいなものをこういう表にしてみると総覧的になるの

で、そういったところがちょっと気にはなるかなという気が私としてはしています。まず

は測定をしているということそのものについて、我々が二次的に評価をするということが

大事なのかなと。その上で評価の方法や具体的な指標の設定の議論など、あるいはデータ

のとり方の議論のようなものが後からついてくるという議論のほうが良いのではという

気が、私としてはしております。 

では、１個１個の何でこうなのだというところは別にして、この２つの資料の１－４①

～③ぐらいまでご覧になって、何か意見、ご質問ございますか。 

Ｄ委員： 意見ですけれども、成果指標の内容を１つずつ見ていると、重要性が例えば学校の通学

路が安全であるとする保護者の割合がＣであるとか、こういうことがあるので消滅都市と

かと言われるのであって、その重要性がそうでもないと思われるのと、結構これは区にと

って重要じゃないかと思われるものが私はあるような気がするのですが、その重みの差と

いうのは余り考慮しないで進めていくのか、あるいは優先順位を、いまはどうされるのだ

ろうという気がしているのですが。重みの考え方はまた個人によっては変わってくるとは

思うのですけれども、それにしてもちょっと計画性の幅があり過ぎるような気がしてはい

るのですが。 

原田委員長： 多分これは施策ごとに指標をつけていくと、その施策の中でもばらつきがある。施策間

はもっとばらつきがあるということかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

事務局： そのときの社会経済状況と申しますか、政治状況によって、当然重みをつけなければな

らないものというのはあると思います。例えばいまで申し上げれば、委員のご指摘のあっ

た安心感と申しますか、安心して子育てできる環境かどうかといったようなことについて

は、非常に注目も集まっているところです。例えば、来年度に向けて新規事業をどういう

ところに重点的に予算配分するかといったようなことで考えれば、それは明らかにそうい

う子育て分野であるとか、あるいは住宅問題やこういう安心感といったところは非常に重

視していくべきだといった判断をしていくようなことになるのだろうと思います。ただ、
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基本計画全体ということで見たときの重みづけというのは、いま言ったようなちょっと近

視眼的なというか、そういうこととはまた少し違う可能性はあるかなと思います。 

原田委員長： 他にはいかがでしょうか。 

Ａ委員： 先ほど委員長がおっしゃったところなのですが、評価をしていないところはやはりかな

り問題だと思うのですが、これは「未公開」とありますので、もし時が解決するのであれ

ば、この評価は後ろにずらすというのも１つのアイデアではないかなと、１つの意見とし

て申し上げます。 

原田委員長： おっしゃるとおりだと思います。もし後ろにずらせるのであれば、できる限り後で議論

するということは、この年度中でもあるし、年度間でもあるかなという気はいたします。

他にいかがでしょうか。 

Ｃ委員： 確認なのですけれども、次回以降議論していく中で、そもそも目標値の設定の仕方が高

過ぎたとか低過ぎたとかというところに議論が及ぶと考えてよろしいのでしょうか。 

原田委員長： それはなかなか難しいところで、まず第一次的には、達成できているかどうかをやった

上で、その上でその次の作業としてということになるだろうと思うのですけれども、所管

課も全くいま大﨑委員がおっしゃったことを最初から平気でおっしゃる可能性もある。そ

れは非常に残念なことではあるのですけれども、やはり 10 年、９年経ってみたらこうだ

ったというようなところもあるかもしれないという気がしますが、いかがでしょう。 

事務局： 委員長のおっしゃるとおり、まずはいまの基本計画がどううまく進行しているかどうか

ということのご確認をお願いするということになると思うのですが、その上で、次のステ

ップに向けてのアドバイスということであれば、ご議論いただくのはむしろ歓迎をさせて

いただきたいと思います。 

原田委員長： 所管課からすると、もう設定されてしまっているのでこれで仕方なく評価しているので

すがと言われてしまうと、そのままそれを評価するというのは非常に我々としては何かや

や空しい気ももちろんしてくるかなという気がします。いかがですか。 

Ｃ委員： そういうことであれば、聞き方もちょっと工夫しながら聞こうかなと思いますので、実

際に進みながら自分でも考えながら対応させていただきたいと思います。 

原田委員長： 本来は朝令暮改になってはいけないと思うのですけれども、何年間か、例えば前期中ぐ

らいに評価をしてみて、データがとれないとかあるいは施策の効果をつかまえるにふさわ

しくない指標だということであれば、こういう指標だって良いのではないかという議論が

本来は所管課から出てくるべき話で、あれは使いものにならないからほったらかしにして

いますということを公文書に残していくというのは、そのものがやはりおかしいという気

はもちろんします。そのあたりの感覚が所管課によって大分違うかなという気もいたしま

すけれども、まずはコミットしているということを前提に、すなわちその指標で構わない

と、適切だということを前提に書類をつくっているわけですから、まずはその進捗状況に

ついて把握をしていくというのが差し当たりの作業ではないかという気がしております。

他にはいかがでしょうか。 

Ｅ委員： 今後の委員会のスケジュールの中で、事務局のほうから対象分野をこういう形で進めて

みたらどうかというお話だったのですけれども、例えば所管のどこかでＢ、Ｃが出ている

ようなところから手をつけていくということはないのかなと思いました。それから、その

成果指標の中でも本当に委員長がおっしゃったエビデンスのようなものから、確かに成果
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指標としてはもともと大変だなと思うアンケートで意識調査をされたようなものがいく

つか混在されていると思うので、その辺りの順番を整理して、難しいものからというか、

悪い評価の出ているものから考えていくという手はないかと少し思いました。 

原田委員長： 先ほどＡ委員がおっしゃった意見と、またいまＥ委員がおっしゃった意見、やはり何か

進め方自体に工夫ができる余地があれば、ぜひともご検討いただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

事務局： 先ほどのＡ委員からの、順番を後のほうに時期をずらせば良いではないかと、それはご

もっともだと思いますし、いま、委員からご指摘もございましたけれども、私ども、とり

あえず上から順番に事務局案として並べたというつくりにいまなっておりますけれども、

何もその順番にこだわる必要はございませんので、委員の皆様のほうでＢやＣとついてい

るところから最初にやってみないかということであれば、そのような形でスケジューリン

グもしてまいりたいと思います。そこは皆様でお決めいただければと思います。 

原田委員長： 例えばですけれども、昨年度だと、実際に公開事業評価をする際に参加と協働あたりで

区民ひろばの利用者数について議論した記憶があります。私からも質問した記憶がありま

すけれども、例えば、どれだけの利用がありますということだけではなくて、その利用を

通じて区民の生活がどのように変わったのかというのをつかまえてほしいのですよねと

いう議論をした。やはり所管課からすると、まず数をつかまえたいということで、アウト

プットでという議論になったような気がいたします。例えばそのように考えると、Ａだと

言いながら、本当は、ちゃんとつかまえてないところをつかまえるとＣなのかもしれない、

そういう意識がない中で、Ａで良いのかというふうな議論も恐らくあり得ると思うので

す。Ｃだけまたこうピックアップしてやるとなると、次回は簡単な目標を設定しようとか

というような話になってくると、どうなのかなという気もする。ただ、Ａだからちゃんと

できていて、胸を張れるかというと、決してそうでもないというところもあるので、私は

その案配が、感覚として例えばＣをつけたとしても所管課は引き続き、例えば緑被率は掲

げますよみたいな議論があれば、避けがたいような指標であればＣということはあり得る

かなと思いますけれども。どうでしょうか、ちょっとその辺りの案配がよくわかりません

が。 

事務局： 率直に申し上げまして、成果指標も玉石混交という言い方はよくないかもしれませんけ

れども、確か私も委員長がおっしゃったように記憶しておりますけれども、地域区民ひろ

ばですね、全体の利用者数が伸びていればそれだけで良いのかというと、例えば利用者の

年代層はどうなっているのか、あるいはそういった方々がそれをきっかけに地域のコミュ

ニティに溶け込むことができていったのかといったような評価がもう少しできないのか

という議論は確かあったと記憶しております。そういうことで申し上げれば、つかみやす

い数字で、そういう指標を掲げているところもあるのですけれども、私も前任の防災課長

のときには、防災訓練参加者はつかみやすい、これを出そうという、確かそういうように

なっているかと思います。それが本当に豊島区の防災力が上がったかということを示せる

ものかと真正面から聞かれますと、ちょっと困ってしまうような部分もある指標もあれ

ば、真正面からとらえて、もしかしたらアンケートの意識調査とかというのは、そういう

ことで言うと区民の意識とか生活がどう変わったかという変容をとらえる上で非常に有

効な指標なのかもしれません。ですが、なかなかタイミングが合わないととりにくい、毎
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年やるというのはなかなか財政上も厳しいものです。そういうことで言うと、Ａが全部つ

いているという政策が優等生で、Ｃがついている政策が劣等生であるというようには単純

には言えないと思いますので、特にこだわりが皆さんないということであれば、順番に追

いかけていけば良いのではと。中に評価がいまちょっとできない状況があるというものは

後回しにする。そういう工夫だけはさせていただくということでいかがでしょうか。 

原田委員長： 私が所管課の課長だったら、できる限り最後までＣと言い続けて、次の計画のときにち

ゃんと載せてもらって、財政課に予算欲しいというふうにするのではないかと私は思いま

すけれども。皆さん区役所の方々は、課長さんはそんな考えをお持ちでないかもしれませ

んが、引き続きＣだ、Ｃだと言い続けること自体がすごく大事だと思っていらっしゃる課

長さんも多分いるでしょうし、「それこそがミッションだと。やはりそんなのほうってお

いても緑被率は上がらないのだから」というところもあるかなという気がしています。も

ちろんＡと言い続けて、できる限り責任回避をしたいと思っている人もいらっしゃるかも

しれません。その辺りは色々難しいところですね。多分１個１個見ていくと、大体その察

しがつくのですけれども、横並びにこうしてやってみると、なかなか難しいかなという気

はしています。他の委員、いかがですか。 

Ｂ委員： データの根拠、出典がもう既に示されているのですけれども、そのとり方と主だったも

のだけで良いです、細かいのはよくて、主に指標のここで挙げている数字、または所管課

が判断の根拠としている数字の出典だけではなくて、その出典の数字のとり方を。アンケ

ート調査であれば、このような投げ方をしてこれぐらいの回収率でこのような世代からの

回答が多かったでも良いですが、どんな形でも良いのですが、その調査の内容ですね、主

だった指標についてのデータについての依拠した出典の内容についてもお話しいただけ

ると、判断がしやすいので、お願いしたいと思います。 

原田委員長： この点、ぜひ積極的に各部局、各所管課にお願いをしたいと思います。よろしいですか。

私としては、Ｃ評価をつけているところや、Ｂ評価、Ａ評価、全てですけれども、あなた

方の組織にとってＢ評価をつけるときにはどれぐらいの数値になっていたらＢとあなた

方は考えるのですかとか、Ａをつけているところからすると、どうだったらＢという判断

をするのですかというところは聞いてみたいという気がします。資料として横並びでエク

セルの表がなってしまうのは非常に難しいかもしれませんけれども、ご検討いただければ

と思います。 

Ｇ委員： 先ほどＤ委員から具体的な事業名でＡ、Ｂ、ＣのＣ評価についてご指摘があった中で、

例えば学校アンケートで通学路が安全であると考える保護者の割合、これは重要度あるい

は優先順位からして、もう少し力を入れて取り組むべきではないか、結果このＣ評価とい

うところについて、だから消滅可能性都市に、というようなご指摘もあったと思うのです

けれども。成果指標のとり方が非常に難しい施策の１つかと思いますけれども、個表の中

を見ると、成果指標としてはアンケート調査を実施して保護者のとらえ方の割合を指標に

しようということで、これを見たら言語道断なのですけれども、アンケートを実施してい

ないためにＣ評価になっている。ただ、安全を図るための施策は様々やっております。成

果指標というのは、その施策を判断する１つの物差しになっておりますので、ここについ

ては逆にどういう成果指標だったら良いのかというような形でご指摘いただければあり

がたい。成果指標Ａ、Ｂ、ＣはＣ評価になっているから施策にきちんと取り組んでいない
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のだということでは必ずしもないと。ですので、本当に施策がきちんと、実績が評価でき

るような成果指標が望ましいのですけれども、なかなか良いものが出てこない。となると、

アンケートを実施して、その割合をというのが最後に出てくる指標になります。ここもそ

ういうものです。ただ、これは実施していないというところで非常に申しわけないなと、

一言ご発言させていただきました。 

もう一つ、成果指標が 67ございます。これはそれぞれ 26の政策に合わせて成果指標を

位置づけておるのですけれども、この成果指標に基づいて展開している施策が 72。その

72 の施策のもとに具体的な大体 350 ぐらいの計画事業が並んでいる。事業自体は通学路

の安全確保ということでは様々やっておりますので、そこはご理解いただければと思いま

す。 

原田委員長： この辺りも、指標を誰が設定をするのかということについては比較的禅問答になりまし

て、それは所管課からすると外部委員でお願いしたいということでしょうけれども、外部

評価の側からすると、施策の効果をつかまえるのに適した指標を一番わかっているのは所

管課じゃないかということで、それは君がやるのだというような、ぐるぐる議論として回

りがちです。ですが、どちらがどうだということではなくて、この間考えてきたことがあ

ればおっしゃっていただいて、指標の設定についても議論していくというのが良いのでは

と、抽象的ですけれども、なかなか難しいことですが、そのように思います。 

そろそろ一通り皆様方からご意見をいただきましたので、幾つかの宿題、ぜひ次回まで

に各所管課との関係で詰めていただけるものについては詰めていただければと思います。 

（４）その他 

原田委員長： では、最後にその他あるいは何か事務局から連絡ございますか。 

事務局： ありがとうございます。ざっと予定につきましては先ほど申し上げておりますけれど

も、改めまして今後のスケジュール（案）ということで、資料１－３の下の表などもご覧

いただきながらご説明したいと思います。 

全体で現基本計画の進捗状況の点検・評価というのを６分割で行っていただこうかと考

えておりまして、今回とそれから最後のまとめ的な回を含めますと８回予定をできればと

思っております。実際には皆様とスケジュール調整しながらですので、回数の増減がある

かなとは思いますけれども、一応全体的にはそのような形で来年の年明けまでの間に、ち

ょっと短い期間に圧縮したスケジュールになっておりますけれども、そのような形でお願

いしたいと思っております。 

差し当たって、皆様に、先週だったかと思いますが、伺った範囲でまとめた日程の表を

お配りしますので、それをご覧いただきながら、第２回目の日程調整を本日させていただ

ければ大変ありがたいと思っております。次回は、８月下旬から９月上旬にかけまして、

皆様のご予定を伺っております。その中で、若干見にくいかもしれませんが、９月１日と

９月２日に網かけになっている部分がございます。ここが比較的参加いただける方が多い

時間帯ということでございます。９月１日の午前中、いまと同じ時間帯でございます。そ

れから９月１日の夕方と夜でございます。それから９月２日の午前中あるいは９月２日の

午後２時から５時といったような時間帯ということでございます。この４つの中で、ここ

だけはちょっと困るということなどもあればと思いますけれども、この中で日程を本日決

めていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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原田委員長： 私もどなたが×か○かというのを考えずに、単純に○の数でまずは決めていただければ

と思いますし、次回以降、例えば第２回目でお越しになれない方がいらっしゃれば、第３

回目ではその方がお越しになれるようにできる限り配慮していただくということでお願

いをしたいと思います。 

事務局： １日、２日、どちらかの午前中ということでよろしいでしょうか。 

原田委員長： できれば、メンバーが２回連続欠席のないような形で調整をできる限りしていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

事務局： はい、努力させていただきます。 

原田委員長： では、どちらにするかは、あとは事務局のご判断で。 

事務局： それでは、会場を手配した上で、１日か２日が確定し次第ご連絡を申し上げたいと思い

ます。 

Ｃ委員： 不確定で申しわけないのですが、１日か２日で、もしかしたら２日のほうが出られる可

能性があるかもしれない。 

原田委員長： では、ぜひ２日にしましょう。 

事務局： ありがとうございます。２日優先で会場も手配します。 

原田委員長： では、確定をいたしましたらご連絡いただきたいと思います。他には、事務局ございま

すか。 

事務局： 本日は以上でございます。 

原田委員長： それでは、第１回豊島区政策評価委員会はこれにて終了といたします。皆様ありがとう

ございました。 
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会議の結果 

（１）原田久委員を委員長に選任する。 

（２）副委員長は外山公美委員を指名する。 

（３）会議は公開とし、会議録での発言者名は匿名表記とする。 

（４）現基本計画の評価手法としては、事務局案のとおり、所管部局の進捗状況評価を

基にした、関係部局に対するヒアリング、意見交換等とする。なお、進捗状況評価

の作成および実施にあたっては、委員からの意見を参考とする。 

（５）今年度は、現基本計画の進捗状況の点検・評価を６回、初回と最後の２回のあわ

せて全８回の委員会開催を予定する。 

提出された資料等 

【配付資料】 

１- １  基本構想の点検及び新基本計画策定の取組みと政策評価委員会 

１－２  基本計画の進捗状況に係る点検・評価の実施について（案） 

１－３  平成 26年度委員会スケジュール（予定） 

１－４① 基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況 

１－４② 成果指標の進捗状況集計結果 

１－４③ 成果指標進捗状況一覧 

 

【参考資料】 

１－１ 豊島区政策評価委員会委員名簿（平成 26年度） 

１－２ 豊島区附属機関設置に関する条例 

１－３ 豊島区政策評価委員会運営要綱 

１－４ 豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱 


