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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（平成 27年度第１回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・長期計画担当課長・行政経営課 

開催日時 平成 2７年９月７日（月） 10時 00分～1２時０0分 

開催場所 庁議室（庁舎 5階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 委員長選任 

３． 副委員長指名 

４． 会議録等の取扱い 

５． 議事 

(1) 平成 27年度の取組みについて 

(2) 成果指標の設定に向けた方向性について 

(3) 現行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（拓殖大学政経学部准教授）・猪岐幸一（公認会計士）・池田隆年(特定非

営利活動法人日本ファシリテーション協会監事／フェロー)・水島正彦（豊島区副区

長）・齊藤忠晴（豊島区政策経営部長） 

欠席者１名 

事務局 企画課長・長期計画担当課長・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、お集まりいただきましてありがとうございま

す。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、委員長選任までは、事務局の方で進行させていただきた

いと思います。 

２．委員長選任 

事務局： 

 

 

 

 

 

齊藤委員： 

 

事務局： 

委員の皆様の名簿は、皆さんも御存じのとおりでございますけれども、名簿の参考１‐

１をお付けしてございますので、ご覧いただきたいと思います。 

それでは、委員長の選任、それから副委員長の指名に移らしていただきたいと思いま

す。参考資料１‐３に、運営の要綱をつけておりますけれども、こちら第４条で定めてお

りますが、委員長は皆様の互選と、それから副委員長については委員長の指名ということ

になっております。委員の皆様、委員長につきましていかがでしょうか。 

引き続き原田委員に委員長をお願いしたいと存じます。 

（異議なしの声あり） 

皆様、ご異論等ないようでございますので原田委員にお願いをさせていただきたいと

思います。原田委員長、ご挨拶をいただきまして、それから副委員長のご指名をお願いし

たいと思います。 

原田委員長： 立教大学の原田でございます。また、この１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

特に今年度は、現在区において基本計画も策定中でございまして、その際に、どのよう

なその成果指標を設定するかというのは、喫緊の課題でございます。 

是非、皆様方のご協力をいただきながら、計画がうまく進捗したかどうか管理ができる

ような、そうした評価できる、そういう仕組みを構築してまいりたいと存じます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

３．副委員長指名 

原田委員長： それでは副委員長ということですが、私から指名をさせて頂きます。前期は外山委員に

お願いしておりました。引き続きまたお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

外山委員： 承知いたしました。 

原田委員長： ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

４．会議録等の取扱い 

原田委員長： それでは、次の会議録の取扱いについて、事務局から説明をお願い致します。 

事務局： 会議録でございますけれども、参考資料１‐４として、区の会議の公開に関する要綱を

付けております。基本的には、こういった区長の附属機関、審議会等につきまして公開と

いうのが原則でございます。また、会議録も公開ということになっておりまして、これま

で同様、ホームページに掲載をさせていただくということでお願いしたいと思います。 

会議録における発言者の取扱いですけれども、委員長とそれから区の理事者につきま

しては、職名を明らかにしておりました。その他の委員につきましては、Ａ委員、Ｂ委員

といった形で、お名前は省略をさせていただいておりまして、特に支障ないということが

あれば、そのような形で、前例どおりということでお願いできればと思っております。会

議録につきましては公開する前に、皆様に中身について確認をさせていただきます。 
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原田委員長： 

 

原田委員長： 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

では、従来どおりの会議録の取扱いと致します。 

５．議 事 

（１）平成 27年度の取組みについて 

原田委員長： それでは、議事に入りたいと存じます。 

本日は３点でございます。まずは本委員会における今年度の取組みについて、事務局か

らご説明をお願い致します。 

企画課長： 資料１－１をお取り出しいただきたいと思います。こちらにつきましては引き続き私、

企画課長の方からご説明申し上げます。なお、本日案件によりまして説明の課長も変わり

ますので、ご承知おきいただければと思います。 

それでは先ず昨年度の振り返りですけれども、昨年は８回委員会を開催させていただ

きました。現在の基本計画の進行管理ということで、２６の施策すべてに関しまして、６

７の成果指標がございますけども、このすべてを点検し、各部局のヒアリングを実施した

という状況でございます。 

また（２）ヒアリングの中でご意見をいただきましたけれども、最後の会では次の基本

計画の成果指標の設定に向けた考え方を整理して頂いたというのが、昨年の経過でござ

います。 

そういったことを踏まえまして、今年度でございますけれども、いよいよ新たな基本計

画を今、策定の真最中ということでございますので、一つには、２（１）のところになり

ますけれども、新基本計画に関連してということで、ちょうど今、各所管に進行管理する

ための成果指標をどうするか投げておりますので、この後、次期計画に向けた指標につい

てヒアリングをお願いしたいと思っております。 

昨年は、すべての項目についてヒアリングをいたしましたけれども、すべて対応するの

は大変ですので、少しピックアップをさせていただくような形でお願いできればなとい

うふうに思っております。 

それから、今後計画を進行管理する際にどのような点に留意するべきか、といったこと

も今年度、あわせてお願いしたいと思っております。 

また、２（２）にございますけども、今後の行政評価の取り組みということでして、新

しい計画の進行管理というのは当然その一環なるわけですけども、豊島区の今後の行政

評価、どのように進めていくかといったことについても、年度の後半のほうで、ご審議を

お願いしたいと思っております。 

２ページ目には、昨年もお示ししておりますが、新基本計画検討の組織の体制と、ある

いは２年間かけて基本計画を策定していくということで、その２年分の大枠のスケジュ

ールを掲載しております。 

続きまして資料１‐２をお取り出しいただきたいと思いますけれども、今ご説明を申

し上げたことを、どのようなスケジュール感で進めていくかということをお示しており

ます。政策評価委員会のスケジュールの下の方をごらんいただきますと、１０月の終わ

り、それから１１月初旬にかけて、基本計画についての新たな指標について、所管課で作

成した案に対するヒアリングを２回ぐらいでお願いできればと思っております。この政
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策評価委員会の後、ヒアリングでのご指摘などを踏まえて計画の素案に盛り込んで作っ

ていきまして、パブコメなどの手続に入っていきたいと思っているところであります。 

その後、１２月から１月にかけましては、基本計画を中心に行政評価をどのように進め

ていくべきか、といったことについてご議論をお願いしたいと思っているところであり

ます。 

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

原田委員長： ありがとうございました。 

今年度の取り組みの案と今後のスケジュールということですが、スケジュールはまた 

後程ということにいたしまして、こちらの取組みの状況についてご疑問等があればいた

だきたいと思います。 

まず、私から少し整理をさせていただきますと、今年度は、新しい計画が別個の会議、

これは前にも申しましたが、私が会長をお引き受けしている基本構想審議会で議論をし

ているわけですけども、この基本構想審議会で議論している新しい基本計画、その進捗状

況をチェックするための評価の指標を成果指標として作っていく。その際に、各部局から

案が出てきたものを先ずはここで議論する。ここで議論したもの、それを各部局がもう一

度揉んだうえで基本構想審議会に出ていく。こういうプロセスになりますでしょうか。 

企画課長： はい、基本的にはそのとおりです。基本構想審議会にお示しする前にできれば政策評価

委員会で、少し揉んでいただきたいというふうに思っております。 

原田委員長： これは確か私の記憶ですと、後期計画を策定する際にどういう成果指標を設けるかと 

いう議論したわけですけれども、成果指標も含めて基本計画というふうに考えてよいで

すか。 

企画課長： はい、例えばパブコメの案に成果指標まで載せるのかどうか作業の進行によるかと思

いますけれども、基本的にはこういうことをしていきます、こういう事業を展開していき

ますということだけでなく、それはどういう水準を目指すということをお示ししなけれ

ばならないと思いますので、可能な限り成果指標もセットで出していきたいと思ってお

ります。ただ、くどいようですがパブコメに本当に間に合うのかという問題はあると思い

ますけれども、最終形の中には成果指標も含めてセットで出していくこととなります。 

原田委員長： そういう意味では、成果指標というものは新しい基本計画の一部を構成するという理

解でよろしい訳ですね、わかりました。 

もう一つ、先ほどのスケジュールのところでおっしゃっていた行政評価の取り組みと 

いう場合のこの行政評価とは、どういう意味で使っていらっしゃるのか。 

行政経営課長： ご質問の行政評価なのですけれども、いわゆる政策評価、施策評価、事務事業評価等あ

りますけれども、現在今、豊島では平成１３年から事務事業評価中心になってございます 

が、それと今回の基本計画の成果指標の進行状況、そういったものをあわせて、どういっ

た形で行政評価を行ってかということでございますので、これからの進捗管理の政策評

価の部分と、それから今行っている事務事業評価、どう関係させていくかということを含

めた行政評価という意味でございます。 

原田委員長： そういう意味では施策レベルの話と事務事業のレベル、それをどんなふうに組み合わ

せるか、組み合わせないのかも含めて評価していくのかという趣旨で、それを今後２回ほ

どかけてディスカッションするということですか。制度をどうするかをディスカッショ
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ンするということですか。 

行政経営 

課長： 

はい、ディスカッションいただいた上で、２８年度以降どういった形で豊島区として行

政評価を行っていくかという方向付けまで、作成していただきたいと考えてございます。 

原田委員長： わかりました。では皆様方この資料の１‐１、１－２について何かご質問ご意見ござい

ましたらお願いします。 

Ｄ委員： 部局のヒアリングにあたり、対象を選定するということですが、選定方法や方針が固ま

っているのであればお教えていただきたい。 

事務局： 今月中に所管部局の案が出てくる予定でありますので、それを皆様と共有させていた

だきながら、実務的には委員長と事務局の間で、皆様からのご要望などもメールでのやり

とりになるかと思いますけれども踏まえながら、一部局必ず一つはヒアリングしたいと

思っております。必ず全部の部局にヒアリングは受けてもらいますが、あまり全部やろう

と思ってしまいますと、相当粗くなってしまいますので、特に重要だと思うもの、あるい

は特に問題があるとか思われるものを中心にヒアリングをお願いするといった形で進め

ていきたいと思っております。 

原田委員長： 今、Ｄ委員のご質問をいただきながら少し考えていたのですけれど、二つぐらいのポ 

イントで絞り込んでいただく必要があるのかなと思います。 

一つは昨年度の成果指標に関するこの委員会の議論を踏まえて、それでもなお、まだ指

標の設定が上手くいっていないというような、そういう測定の段階でちゃんと出来てい

ないのではないかというようなものをピックアップしていく必要があるのかなと、例え

ばアウトカムが掴みやすいインフラ系の部局だけど、それがきちっと設定ができてない

とか、そうした点が一つあると思います。 

もう一つは、これから新しい基本計画をつくっていくに当たって、現行の基本計画では

余り進捗してないと。ようするにちゃんと指標は設定できているのだけど、まだまだこれ

ができてない。で、そういう時はどういう評価制度や評価指標を設定するかということと

あわせて、どういう目標を立てていくのかということも議論になり得るのかなという気

がしています。 

ですから、非常に抽象的ですけど、指標の設定等々上手くいっているか、いっていない

かという軸とそれと、そもそも進捗しているか、していないかというところの軸で整理を

してもらって、これをこのようにあぶり出しましたというように、各部局にプレッシャー

を与えるために一つはやりますということ以上の何かポジティブな説明ができれば一番

いいかなと思います。そのように整理すると、各部局も何でうちだけ三つやるのに、他の

ところは一つなのかみたいな議論にならずに済むかなという気がします。何らかの整理

をしてみたいと思います。 

他の方々、いかがでしょうか。よろしいですか。 

原田委員長： では、資料の１と２については、今のような整理をさせてください。いずれ、先ほどの

資料２にありますように、ヒアリング対象を選定する際の何らかの目安みたいなものが、

お示しできればと思っております。 

（２）成果指標の設定に向けた方向性について 

原田委員長： では、二つ目の議事でございます。（２）の成果指標の設定に向けた方向性について、

ご説明をお願いします。 
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長期計画担当

課長： 

資料の１‐３、新基本計画の成果指標の設定に向けた方向性についてご覧いただきた

いと思います。 

１ページ目ですが、現行基本計画の成果指標の概要ということでございます。政策の数

が２６あって施策が７２、成果指標が６７あるというようなことで、こちらはご存じのこ

とだと思いますので、説明を省略させていただきたいと思います。 

２ページ目、裏面をごらんいただきたいと思います。こちらが、新基本計画の成果指標

の設定に向けた方向性の案ということでございます。昨年度の政策評価委員会に基づき

まして、方向性を整理させていただいております。 

まず１番、指標の設定の目的でございます。丸印の１番目でございますが、区民にわか

りやすく、具体的なイメージを持って伝えられるよう、数値を伴う指標として設定してい

こうということを目的としています。 

２番目の丸印でございますが、計画の進捗状況を客観的に計る物差しとして、施策の点

検・評価に活用するということでございます。 

（２）は指標設定に当たっての留意点ということでございます。①でございます。施策

レベルの成果を評価するということで、前回は政策ごとに成果指標を設定していたとこ

でございますが、今度の新しい基本計画につきましては、政策にぶら下がっている施策の

ほうに指標を設定していこうとで進めているところでございます。また、指標については

可能な限りアウトカム指標を設定していくと。ただし、設定が難しい場合は、アウトプッ

ト指標等の代替を、また必要に応じて指標を補完する補助的な指標を設定していこうと

いうことでございます。 

②でございます。区の施策が関与している指標の設定ということで、できる限り区の施

策との関連性が高い指標を選択していこうということでございます。また、社会経済の動

向とか民間活動の力とか、こういった外部要因によって、変わってくるところもございま

すので、その内容を可能な限り特定していくということでございます。 

③は、進捗状況の把握ができる指標の設定ということで、こちらは昨年度もご指摘があ

ったとこでございますけども、毎年度、把握できるものを基本としていきたいと考えてお

ります。また昨年度、矢印（→）の目標設定というところもご指摘をいただいたところで

すけども、必ず数値で設定していこうというようにしております。 

④でございます。なぜその指標を、また目標値の設定をしたのかという根拠、理由を明

確にしていきたいというふうに考えております。また、現行計画においてある程度の役割

を果たした指標は新たな指標に変更したり、またできる限り将来を見据えた指標の設定

を試みたいと考えております。 

（３）は、施策評価と指標の活用でございます。計画期間中における指標の再設定、再

設定の仕組みを定めた上で、計画期間中でも必要に応じて指標や目標値の見直しを行う

こととしております。まだ実際のところ、これどういうふうにしていこうかというのを

今、検討しているところでございますが、計画に記載したものをどう変えていくのかとい

うのは、考えていかなければと思っております。 

②は、ＰＤＣＡサイクルの効果的な展開で、予めどのような基準や考え方で評価を行う

かを明確にしていくと。さらに、成果指標のみで施策全体の進捗状況を示せるのはなかな

か少ないと、成果指標の設定とあわせて効果的な点検・評価の仕組みを設定していきたい
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と考えているとこでございます。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。 

今、ご説明いただいた（２）のところの案について、委員の方からご意見をちょうだい 

するということでよろしいですね。 

今回の新しい基本計画では、施策に成果指標を設定していくということ、そういう意味

では、より具体的なレベルで取り扱いができ、評価、議論ができるようになるということ

であります。ただその際に、ここでは各部局にこういった点について注意してくださいと

いうことをずらっと並べているわけでありまして、そういう意味では他の部局にさらに

こういった点を注意して欲しいとか、あるいはレビューする政策経営部側でどういった

点にもう少し注目すべきなのかということについて、委員の皆様からご意見をいただく

ということなのかなという気がしています。いかがでございましょうか。 

先に私の方から参考資料１－５を紹介させて頂きますが、７月３１日に本区で「基本計

画の効果的な進行管理に向けて」というような形でお話をさせていただく機会がござい

ました。その際に、日本の中央政府レベルの政策評価がどうなっているのかということも

少しご説明を差し上げたところです。で、この中の最終ページあたりが比較的似ていると

思うのですけども、総務省では政策評価の重点化とか、標準化とか、そうした議論をして

います。例えば目標の達成度合いというものが、本区では達成しているとか、してないと

かという評価が、非常にばらついていて、同じ値を出している場合でもばらついていたと

思います。例えば、標準化していきましょうと、それは総務省も同じように考えているの

で、こんなふうにしてみたらどうか、ということを言っていますし、政策手段別評価とい

うところでは、実際に取り組んでいる農林水産省の例を示しながら、重点化しましょう

と、うまくいっていないようなものがあればピックアップして、より掘り下げて深堀りの

評価をしていきましょうという話をさせていただいたところです。 

そういった点で言うと、ただ測定すれば評価になっているわけではなくて、ただ測定す

るのは多分この方向性案でいうと（２）③のモニタリングというものなのでしょう。です

から、各部局には是非、モニタリングという、要するに何か指標を設定して測定するとい

う行為と、測定すればそれでおしまいなのだというふうに思わせないような、数字は測定

すればそれで評価が終わるわけではなくて、どうしてそうなっているのというところを

きちんと考えさせてペーパーに落とさせるような、そういう作業が要るかなというよう

に思っています。特に陥りがちな課題としては、モニタリングをして値が結構いいとそれ

だったら放置しておいていいのではないかということもありますけど、例えば過剰に目

標を達成しているということは、目標数値そのものがおかしいか、あるいは相当の外部要

因があったかとか、多分、何かありうると思うのですね。ですからモニタリングというの

は、単純に今の設定した状況とそんなに遜色ないということだけでチェックをするとか

ではなくて、次にはなぜそうなっているのか、うまくいっている場合もいっていない場合

もなぜそうなっているのかということをきちっと考えさせるような、そういうことが必

要なのかなというのは、モニタリングということに関しても思ったところです。事務局い

かがでしょうか。 

長期計画担当

課長： 

この辺は今後の基本計画を策定した後、各課が評価をし、確認していく際に、どのよう

に考えているのか、なぜそうなっているのかというのを把握できるような進捗管理をし
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ていきたいと考えているとこでございます。 

原田委員長： ありがとうございました。では、委員の方々から何かございますか。 

Ａ委員： 今の委員長のご発言に関連してですが、先ほど再設定のことが出ました。数値の再設定 

などは弾力的に、つまり委員長がおっしゃった外的あるいは内的要因が起きた場合には、 

所管課からでも結構ですから、それを言えるような体制を、変更を許すような体制を、 

何でもかんでもよいとは言えませんが、きちっとした理由があるのであれば、再設定は 

認めていくような方向の方がむしろ、いろいろな意味の評価も考えるという今の委員長 

のご発言からするとよいのでないかなというように思います。 

長期計画担当

課長： 

はい、再設定の仕組みは是非とも、考えていきたいと思っております。 

原田委員長： 今、Ａ委員がおっしゃったところは非常に難しいところで、基本計画の冊子の中に指標

は書き込むわけです。５年おきに見直しますということだったら勿論ＯＫなのですけど、

途中でも事情変更は当然、ご指摘のようにあるわけで、その辺りはどんなものですか。余

りこう最初から緩くしますよとすることで、達成できなくてもよさそうだと思わせてし

まうことは少しよくない気もします。非常に、難しいところです。 

長期計画担当

課長： 

確かに基本計画は冊子にしていきますので、それを後から変えるというのは、なかなか 

しんどいことかなと思っているので、やはり目標設定をする段階できちっと設定をして 

もらって、ただいろいろな情勢の変化とかもあるということでございますので、その辺 

は、直した部分がわかるような何かこう、冊子にしたものをまた刷り直すのは難しいと 

ころもあるで、ホームページ等を活用しながら、何かできる方策を考えていきたいと思い 

ます。 

Ａ委員： ホームページでよろしいと思いますので、その計画の後ろかどこかに変わった場合は 

こうするということを、きちっと冊子の中で明示しておけばよいと思います。 

原田委員長： 昨年度の本委員会のディスカッション中でも、なぜ測定してないのかということに対

して、この指標は元々取るつもりだったけれど取らなかったことで、結局そのままになっ

ているということがあり、ただ、やはり変えるのはまずいですよねという議論もあったと

ころを考えると、それを放置しておくよりは、Ａ委員がおっしゃったように何らかの、こ

う最小限度の柔軟性みたいなものがいるかなという気はしますね。ですから、そのあたり

の上手い仕組みを今のご発言のサジェスチョンにもありましたように、お考えいただけ

ればと思います。他の委員の方々、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 確認なのですが、アウトカム、アウトプットですが、こちらの資料では、成果がアウト

カムで活動がアウトプットという表現でよろしいですね。区の事業で考えた場合、そこに

どのぐらい区民の方が集まりました、これがアウトプットで、そこから成果としてこうい

うふうに考える区民が多くなりました。これがアウトカムと考えてよろしいですね。そう

すると、数値を伴う指標としてなるべくアウトカムとしての数値を設定するということ

で、基本的によろしいですね。 

長期計画担当

課長： 

はい、アウトカムを捉えるというところで、区では区民意識調査を実施しているとこで 

ございますが、こちらにも現在は３年に一度となっておりまして、３年に一度ですと毎年

の数値として捉えるのが厳しいというところもございますので、意識調査につきまして

は来年度以降、毎年とれるような方向も事務局の方で検討しているところでございます。
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ただし、予算の関係がございまして、３年に一度のものを毎年やるとなるとその３倍、３

倍まではいかないのかもしれませんが、かなりの費用がかかるというところでございま

すが、やり方を工夫するなどして、毎年できるように考えたいということでございます。 

原田委員長： これは前回もそうですし、昨年度の本委員会でもそうでしたが、各部局ヒアリングの中

で、こんなアンケートをやっていたのですということを、Ｇ委員がご説明なさるというの

は非常に残念というか、このアンケートがあるのであれば使おうよ、使うつもりで取りま

すといった議論が多分あると思うのですけど、今回いろいろな指標を考える中で、例えば

なかなか捕まえがたいアウトカムというのが有るのであれば、アンケートをとりましょ

うということをまとめていって、その上で実際のアンケートをとるという、そういう段取

りになりましょうか。 

長期計画担当

課長： 

そうですね、区民意識調査も今は基本計画に沿った形で質問項目を考えておりまして、

７２の施策に基づいてそれぞれの施策に合う形で設問も考えて、区民意識調査を実施し

ているとこでございます。また併せて、政策データブックというのも作っておりまして、 

こちらのほうにつきましても基本計画の体系に沿った形でページだてをして、それに関

連するデータを集めて掲載しているというところでございます。そういったものも活用

して、指標を考えてもらうようにしたいと思っております。 

原田委員長： 他の委員の方々、いかがでしょうか。 

Ｂ委員： ２点ございまして、１点目が、注意が必要かなと思われる点でして、２点目は質問であ

ります。 

１点目の注意が必要になると思われる点は、（１）の指標設定の目的のところ、二つの

項目が上がっておりますけれども、この両者が実際に指標を各担当課が設定するときに、

難しくなってくる場合もあるのではないかと思います。つまり、１つ目の方は、区民にわ

かりやすく具体的にイメージを持って伝えるためという非常に広報的な側面を感じさせ

る文言が出ております。２つ目は、より内部での管理のための指標としての客観的な物差

しを設定しなさいということ、両方の要請を各担当課が頭をひねって作らなければなら

ないという点で、恐らくどこかの側面にどちらに軸足を置くとかを迫られるかと思いま

す。政策評価委員会としては、おそらく２つ目の方をいろいろご質問させて頂くことにな

るかと思いますので、できれば２つ目の方をうまく説明できるようにして、１つ目につな

げていくような形になっていただければ、作業はしやすいのではないかと思います。 

もう一つの質問ですけれども、（２）④の指標及び目標値の設定根拠の明確化の中の２

つ目に、現行計画において一定程度の役割を果たした指標は、新たな指標に変更するとあ

りますが、これはどういったことなのかもう少し説明いただけますでしょうか。 

長期計画担当

課長： 

二点目の質問については、前回の基本計画に載っていたので、従前どおりそのまま載せ

るということがないような形とかですか、事業の進展が進み一定程度の役割を果たした

ような数字であれば新たなものを設定していくという意味で、この表現を載せていると

こでございます。 

原田委員長： 今のＢ委員のご質問の点について、事業レベルでいうと、例えば今までは人権関係でい

うと、シェルターをつくって対応しましょうと言ってきた、実際に作ってシェルターに対

応できるようになった、ところがさらにそれ以外の問題を解決しないといけない。最近で

言うと性的な少数者への対応について施策や事業がどんどん進展していくというか、こ
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の点についての普及啓発ができるようになった、では次の普及啓発もあるよねというよ

うに、そういったものがここなのかなというふうな気がしたのですけど、どうでしょう

か。 

長期計画担当

課長： 

うまく説明して頂きありがとございます。具体例がすぐに出なくて申し訳ありません

が、まさに時代の変化に伴って変えていかなければならない指標はありますので、そうい

ったところをとらまえていくようにということでございます。 

Ｂ委員： 時代の変化と共に政策の発展段階に合わせて指標の設定を変えるというふうにも、委

員長の話だと感じたのですけれども、それも含まれるということでよろしいでしょうか。 

長期計画担当

課長 

そのとおりです。 

原田委員長： Ｂ委員がおっしゃった１つ目のところですが、この二つの目的があるときに我々とし

てどちらに軸足を置いて重点的にやるかということですが、指標で伝える以外のわかり

やすさの伝え方というのは多分あると思うので、本委員会としては、施策が進捗している

かどうかをまずはきちっと把握していく。それをまたどういうふうに区民に伝えるかと

いうのは、勿論、両方兼ねることができれば理想的ですけれども、他にもいろいろあるか

なという気がします。 

Ｂ委員： 指標だけで具体的なイメージを区民に持って頂くのは、すごく難しいと思うのですね。

恐らく指標を使いながらストーリーを語るというのが一番、イメージがつかみやすいと 

思います。ストーリーの中で客観的な指標を位置づけていくというふうにすると、一つ目

の目的も達成できるように思います。 

原田委員長： ロジカルに説明していくということだろうと思うのですね。施策がどういう効果を上

げていくのかという中で指標を使っていくということかなと思いました。 

Ｄ委員： 今、指標の話が出ていましたので、資料の１－４あたりでは指標を見ていますと、例え

ば２１番、３歳児の私立幼稚園就園率ですとか、一番下の女性の就業率、この辺は必ずし

も上がればいいというものなのかなと個人的な考えで、いろいろあると思いますが、社会

全体としてこれらが上がった方がいいのかなと、必ずしも考えているのかなっていう気

がしないでもないのですけど、少し個人的な見解も入っておりますけど、それは区として

はどう考えられますか。やはりこれは上がった方がよいという方針なのでしょうか。 

企画課長： はい、例えば幼児教育ということについて言えば、これ私立幼稚園となっているのは、

区立が４歳児からしかやってないからですけれども、幼児教育の重要性は今、教育分野で

は注目されているところですので、教育機関である幼稚園ですね、就園率が上がるという

のは、基本的にはプラスの方向という理解をしていいのだろうというように考えており

ます。あるいは女性の就業率ということは女性の活躍というのも期待されてく、人口減少

社会の中で注目されている部分もありますので、そういうことからするとプラスにとら

えてよいのではないかと思いますけれども、それが指標としてふさわしいのかどうなの

かということは、別の議論があるかもしれないなというように思います。 

Ｄ委員： 個人的にはですね、例えば３歳ぐらいでは、まだ家庭できちんと育てたほうがよいとい

う人もいるでしょうし、就業だけではないという人もいると思うので、その辺との兼ね合

いが若干しっくりしないと感じたところでの質問だったのですが、他の指標の中でも多

分２割から３割ぐらいはあるのかと。 
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原田委員長： 指標の中に、多分２割から３割ぐらい、本当にそうなのかということが、ディスカッシ 

ョンの種になるようなところが必ず含まれますよね。そのあたりきちんと説明ができな 

いといけないだろうなっていう気がします。なかなか、上がるのがいいのか下がるのが 

いいのか、そのままだったらどうなのか、非常に難しいものもありうるかなという気が 

します。では、よろしゅうございますか。 

長期計画担当

課長： 

申し訳ございません。説明をし忘れておりましたが、成果指標の作成というペーパー、 

こちらが今現在、各部局に投げかけをしているシートでございます。各施策に基づいて 

指標を設定してくださいということで、現状値から平成３２年度の前期目標数、平成３７

年度の後期目標値を書いていただくと。また、出典を明らかにしていただくと。それから

指標を設定した理由、それぞれの目標の設定値の根拠をきちんと書いてもらおうという

ことにしております。さらに各年度の目標値、過去の実績を含めた上で、毎年度、数値や

目標をたててもらって、それを進捗管理していこうということでございます。基本的に一

つの施策に一つの指標というように考えておりますけども、どうしてもその一つの指標

だけで足らないといった場合には、指標を二つ掲載、またはどうしても補助的な指標が必

要という場合には、その成果指標を設定していくという作成シートとなってございます。 

原田委員長： これは、差し当たりの調査なのか、それともこれで各部局は出してしまえば、これ以上

追加して書かせるということしないか。そのあたりはどうですか。 

長期計画担当

課長 

当然出てきたものをチェックしていくということで考えております。あとは、このシー

トの中で抜けている部分なのかもしれませんが、例えばどういった場合にＡ評価になる

のか、どういった場合にＢになるのか、どういった場合にＣになるのかというところは、

こちら事務局の方で指示をしないといけない部分でございます。まだ、実際のところ詰め

切れてないというところでございます。 

原田委員長： 今のご指摘のとおり、目標の達成度合いの標準化みたいなところは、豊島区として議論

する時に横並びで比較をしやすいので、各部局としてもただ目標値をずらっと並べるだ

けではなくて、最低ここはクリアしていきたいのだと思うところはやはりあると思うの

ですね。で、評価の重点化という場合にはモニタリングをしていって、これはまずいなと

いう値に至った時にそこだけ捉まえて重点的に分析するということもありなので、やは

り目標達成度合いというのは標準化していく必要があるかなという気がします。 

それともう一つ、先日の研修で私が比較的強調したところの一つが、施策と事務事業の

評価というものを１ユニットとして考えましょうということです。そういう意味では施

策は施策、事業は事業となってしまうのが、一番よくないと私は個人的に思っているので

すね。ですからもし可能だったら、これどれぐらいになるかわからないけど、その施策が

構成する事務事業をただ列挙するだけでもいいから、ずらっと並べさせるというのは、ど

うですかね。何か改めて書かせるっていうわけではないにしても、国のほうも一番そこが

問題視をされていて、施策は今総務省で評価して、事務事業のほうは内閣府、内閣官房が

やって、両方の委員を兼ねている人からすると、もう両方勝手てんでばらばら評価をして

いると、でやはりこれよくないのではないかなと、深堀りして調査をするときには、何か

どこかの原因で事務事業をうまくいってないと考えるべきか、あるいは外部の要因なの

かとか、そういったことを区分けしていく際にも、そういうのがいいのかなという気もす

るのですけど、もちろんその施策によって３０ぐらい事業が並んでいますどうしましょ
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うみたいな話もあるのかもしれないし、その辺りどうでしょうか。 

長期計画担当

課長： 

 

 

 

 

原田委員長： 

委員長のおっしゃるとおりです。事業の中身が見えてこないとなかなかその施策の方

向を、また指標を設定するというところは難しいことなのかなと思っております。また、

そういった部分は各部局で当然意識して作ってくれているとは思うのですが、そういっ

たこともしっかり考えた上で、現在の基本計画や未来戦略推進プランに掲載している事

業が新基本計画に移行を、また来年度以降の未来戦略推進プランに掲載していくという

イメージを持たせられるように、追加の指示をしていきたいと考えています。 

ありがとうございました。 

（３）現行基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況について 

原田委員長： それでは、次の議事の現行基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況について移りま

す。事務局からご説明してください。 

企画課長： 資料の１‐４は①～③までございますけれども、③でまず全体的なお話をさせていた

だいて、①②をご説明したいと思います。 

昨年６７の指標につきまして、ヒアリングを全項目お願いしましたけども、今年も所管

課による評価、進行管理を継続しているところでございますので、その結果についての状

況でございます。 

資料③をごらんいただきますと、指標ごとに２６年度までの実績値の記載がされてい

るということでございます。また、進捗状況の評価という欄がございますけれども、Ａと

いうのは「順調」であると、それからＢというのは「遅れぎみだけれども最終年度２７年

度までには達成が可能である」と、そしてＣは「改善が必要」だと言ったような評価にな

っているわけであります。それぞれ各主管課の評価ということでございます。評価欄中に

括弧で記載をしてあるのは、昨年度の指標の評価ということであります。昨年と評価が変

化しているものを中心に、ここではご説明を申し上げたいと思います。 

まず評価が上がっている項目が二つありまして、一つ目が、２ページ目の２３番であり

ます。こちらは、学力調査の結果についてですけども、昨年ＢだったものがＡというふう

に上がっております。国語の読解力という算数・数学の思考力というものも共に上がって

いるということで、これは順調であるという評価に変わっております。それから３７番目

の項目ですけども、街路樹に関するものでして、こちらの方もＢからＡに上がっておりま

す。現時点で目標にしていた７６％というものはもう達成をされていて、順調であるとい

う評価になっているということであります。 

それから下がっているのは５項目ございまして、９番の元気高齢者の割合というのは

昨年はＡの「順調」という評価でしたけども、Ｃの「課題がある」といった評価に変わっ

ております。後期高齢者の数が増えていくということもありまして、元気高齢者の割合が

低下傾向にあって、これは改善が必要だというふうに所管の方でも評価しております。そ

れから１４番の三大生活習慣病の死亡率ですけれども、これも増加を抑制したいという

目標になっていますが、昨年はＡだったものがＢいうことになっております。Ｂは「遅れ

ぎみだけれども達成可能」ということですから、下がったというか微妙なところでもあり

ますけど、一応そういった形で評価が変わっております。それから３８番でＣＯ２の排出

量というところです。これは、昨年Ｂだったものが今年はＣになっております。実績値等

が入ってはいたのですけれども、一応そのような形でＣに下がっている。達成が難しいと
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いうような判断になったということかと思います。それから４１番の資源化率ですけれ

ども、目標の３１％に届きそうもないということでＣという評価に変わっております。そ

れから最後に６５番の図書館の貸出冊数に関するものですけれども、こちらのほうも１

人当たり１９冊を目標としているわけですけれども、それに届きそうもないということ

でＣという評価になっております。 

その他で特に触れておこうと思いますのが、２５番の学校の安全、それから３３番の緑

被率についてです。どちらも評価ができておりません。学校の安全といったことに関する

ものを、学校アンケートを実施していないということで、これ評価をしていないという状

態が、引き続いているということでございます。それから緑被率でありますけれども、こ

ちらは緑被率の調査が、ちょっと年度がずれておりまして、今年度実施をするということ

で、まだその数値が出ないといった状況であります。３３番はスパンが空き過ぎというの

もあるかもしれませんが、とりあえず調査があるということになりますので、これはこれ

で一つの残るものとして受けとめておくとして、２５番については指標をとっていない

からといって、そのままでよいのかということは思ったりするところであります。 

それから４５番から４７番までですけれども、これは、住宅土地統計調査のデータを指

標として使っているものでありまして、今年はそれぞれ数字が入ってきて、Ｂという評価

になっております。政策評価委員会で昨年ヒアリングをしていただいた時点では、まだ２

５年度の調査結果が発表されておりませんでしたので、それが今回入ってきてＢという

ふうになっているということであります。 

それと、少し違う状況のものですが、５７番の小売業年間販売額についてですが、指標

の実績値はずっと入ってないのですが、説明の欄をご覧いただきますと１９年度は商業

統計調査に基づいて起点のデータを設定していると。そして２４年は経済センサスの発

表された結果を、これは違う調査ですけれども参考にしながら、全体的に改善傾向になっ

ているのかなということでＡといった形で示されております。これは違う調査結果を使

うことについて、是非というのがあろうかと思いますけれども、何等かの代替的な値で評

価を試みたという点で、一応それなりに所管部局も工夫をしたのかなと思っております。 

資料の③については以上でございまして、①、②の資料でございますけれども、①につ

きましては、この③の結果を政策ごとに整理しておりまして、成果指標ごとの評価とそれ

からＡの順調であるという評価になったものの割合をお示ししているものであります。

それから②は整理の仕方として、政策ごとにＡになったもの、Ｂになったもの、Ｃになっ

たものの割合を示した集計表ということです。②の資料の最後に集計の結果がございま

す。今年度の主管課の評価によれば、Ａの順調であるというふうになっているものが３８

の指標これは全体で言うと５７％です。それからＢが１７とこれは２５％、ＡとＢ合わせ

ありまして、全体の８２％ということです。それからＣが１０件ありまして、これは１

５％といった割合になってございます。評価不能というのが２件、これは３％となってお

ります。 

昨年は、政策評価委員会でヒアリングをしていただきまして、いろいろご意見もいただ

いているわけですが、現時点ではまだ現在の基本計画の成果指標を変更するという仕組

みが入ってないこともありまして、変わってない状態で今、引き続きこのような評価、進

行管理をしているとう状況でございます。 
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原田委員長： ありがとうございました。 

今年度の現行の基本計画に係る評価というか、正確に言うとこれがモニタリングだと

思います。ですから、ざっと横並びにしてみて同じ軸で比べてみて、どこがうまくいって

どこがうまくいっていないか、これからさらに本当は掘り下げて評価をして、なぜうまく

いったのか、いかなかったのかというのが、狭い意味での恐らく評価ということなのかな

という気がします。 

そういう意味で、ざっと一通り全施策は横並びにしてうまくいったもの、あるいは昨年

と比べてうまくいかなくなったものということもあるわけですが、先ほどの企画課長の

ご指摘のように、この５７番というのは何というか、違う指標でもちゃんとつかまえてみ

ましょうというような、そういう意味では良い取り組みかなと私は思います。例えばです

けれども、原子力発電所でセシウムを測る機械、モニターする機械が壊れたら放置する、

放置したままにするような電力会社はないと思うのです。ですからモニターは絶対し続

けないといけないですけども、どういうタイムスパンでモニターするか、あるいは何か一

定の値が出てきたときにどうするかということに時間的な長短があるというそれは仕方

がないと思うのですけども、モニターをしないというスタンスは、まずあり得ないという

ことで、また、どこかで測っているのだろうというのは昨年度の評価委員会の中でも申し

上げたので、何か固定的な指標の管理の仕方がとられている現行システムの中で、仮に他

の指標で捕まえて見るのだったらどうなのかという点でいうと、今回はこういう努力が

できたというのは、私は良いことかなと基本的には思います。 

他の委員の方々いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 私も先ほどＤ委員の疑問を去年からずっと同じことを考えていて政策評価と指標設

定、それからそのモニタリング評価というのは、やっていくと必ず区の実情のジレンマみ

たいなこととか、あの事業間、施策間のジレンマみたいなことがあったかなと思うことが

多くて、例えばこのようにモニタリングされていると、集客力が上がってにぎわいが多く

なって活性化されましたというプラスの面と、高齢者の方はそれをどう見ているのかみ

たいな、もしかしたら、もっと静かな方がいいという人がいたとすると、必ずそこはポイ

ントとして、相反するものが出てきてしまう。それはどういう組み合わせで考えていくか

という評価のポイントも、もしかすると委員長がおっしゃる評価のポイントの一つかな

と思っています。 

企画課長： まさに、おっしゃるように、賑わいとか活性化とかそういうことばかりやっております

と、例えば、豊島区でも国際アート・カルチャー都市と言っている訳ですけども、文化と

かということですね。それで福祉はどうなっているのというようなご意見も当然出てき

ます。私どももそういうところでは将来、未来の発展への投資というかそういう活動もや

るし、足元の福祉、教育ということもやります。両方どちらも大切にしておりますという 

言い方をしております。で、それをトータルでどう評価するのといわれると非常に苦しい 

というふうに思いますけれども、福祉なら福祉の満足度みたいなことも、あわせて評価の

中できちっと拾っていかないといけないという見方なのだなと思います。 

Ｇ委員： 今、新しい基本計画を策定中で、豊島区が目指す都市像というものを幾つか地域にも発

信しています。その都市像というのは、全部局に本当にまたがる、共通の目指す都市像と

して、安全・安心創造都市、安全・安心というのは高齢者でも、あるいは観光の分野でも、
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すべての人が共通に求めるものなのかなということで、この辺は仮に指標を設けたとし

て、それは共通の指標として設定する。あと、どうしてもやはり高齢者向けの施策、ある

いは観光施策ということで言えば今、国際アート・カルチャー都市構想ということで、地

域の活力を生み出す、もう一つは高齢者向けのですね、元気に住み続けられる都市像とい

うのを出しております。ですので、それぞれの成果指標の目指す都市像というものを計画

の中で明確にして、その目指す都市像に位置づけられている成果指標だということをき

ちっと関連づけして出すようにすれば、その辺の混乱は一定の整理ができるかなと思っ

ております。また、全体の基本計画の骨子をご説明する中で、そういうご議論をして頂け

ればありがたいと思います。 

Ｅ委員： 私ども参加させていただく委員として、その全体の都市像みたいなものをきちんと理

解した上で、それが一つひとつの項目にどう関連しているかというふうに評価しないと

いけないということですね。 

原田委員長： 考え方によっては、ある施策の効果が出てこないのは、それは豊島区が別の施策に取り

組んでいるからという可能性が常にあるわけですよね。そういう意味では、この施策の体 

系というのは互いに一応分離できていて、お互いに衝突しないという前提で体系を組ん

でいるわけですが、現実には全くそんなことがないわけで、そのあたりをきれいに整理で

きているようにあまり思い過ぎないということは、大切ではありますね。 

このあたりは難しいところですがＧ委員がおっしゃったように、政策レベルでバイン

ドしていって方向づけをしていくという。やはり政策レベルである程度都市像みたいな

ところで、まとめていくしか今のところはないかなという気はしますね。的確なご指摘だ

と思います。難しいところです。 

他の委員の方々、どうぞ。 

Ｄ委員： 先ほど話があった中で、資料１－４③ですが、例えば元気高齢者の話ですとこの後期高

齢者が増えたということが原因ですから、この豊島区の施策とは全然関係ない外部要因

ですよね。これ何か例えば年齢毎に、もっと元気高齢者で括らないで５歳ぐらいで区分け

してやればまた違う結果も出るでしょうし、３７番の街路樹も道ができたという話です

から、これも直接その街路樹の施策との関係がないのかなという気がしますので、そうい

うのも除外するようにできるだけ努力していただかないと、多分違う答えになってしま

うと思うので、他にもそういうものはあると思いうのですが、いかがでしょうか。 

企画課長： ５７番ですね。トライアルは、いいトライアルでないかといったご指摘もいただきまし

たけれども、逆に、これもおかしいままではないかというご指摘だと思います。そこにつ

いても、最終年度のモニタリングもこれからありますので、そういう中で少しでも改善で

きるよう、また次期の計画の中では、そういった要素はなるべく除外しやすいような視点

でできるように努力してまいりたいと思います。 

原田委員長： そういうのもありますよね。多分高齢者は、Ｄ委員のおっしゃるように増えたとか、単

純に元気な高齢者が増えた、減ったということだけで主管課は満足しているはずが絶対

ないので、もっと細かくつかまえているはずだし、そのあたりを何らかの理由でこの指標

にしなかったということだけなのかもしれないとすると、やっぱり指標の見直しの可能

性があるでしょうし、緑被率は公園緑地課の仕事というよりは、道路のほうが緑被率を増

やしていく一つのもっと大きい要素だったりするわけですよね。それだったら公園の方
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だけで捉まえて見るとか、そういうのもあるかなと、補助的にですね、道路が整備された

ときに、街路樹で増えた分とそれ以外で努力して増えた分と、そういう見せ方もあるかな

という気がします。そういう自分の努力が全くなくして、値が良くなっていてこれはバン

ザイというのも、いかがなものだろうなというふうには思います。そのあたりは個別に指

標を見ていかないと非常に難しいところです。 

他の方々、どうでしょうか。 

Ｂ委員： 素朴な疑問ですが、Ｄ議員から出た９番についてです。1点目は、こちらの分母と分子

は何になるのでしょうか。それらの対象は誰でしょうか。2点目は、後期高齢者が急増し

たというのは、推計を出すときに考えていた後期高齢者になりうる人以外の人たちが流

入したということでしょうか。その場合には、８１％前後でずっと推移しているというの

は、急増した割に数値はそんなに変化してないということになりますので、かなりの努力

をなさったという解釈もできることになります。3点目は、Ｅ委員のご意見に、事業間の

関係というものが豊島区の施策全体に見ると重要だというお話がありましたけれども、

そうした事業間の関係という話ですと、通し番号１４番に、三大生活習慣病による死亡率

というものがあり、マイナスの評価になったということでしたが、これを年齢別に見たと

きに後期高齢者が何らかの理由で急増した結果、死亡率が伸びているとするならば、今後

も数値が伸びる危険性がありますので、年齢別の数値を確認しておく必要があると考え

ます。この点を意識しないと、そのままＣに転落していく危険性がありますね。施策はち

ゃんとやっているのですが、何らかの理由で後期高齢者が急増して、それが他の指標にも

影響している場合があるという点に留意なさると、効率的に評価の判断ができるように

思いました。 

企画課長： 分かる範囲でお答えしますと、元気高齢者の割合について分母と分子の数のデータは、 

今ございません。ただ、分母が増える要因というのは、いわゆる団塊の世代が高齢化して 

いくなど、そういうようなちょうど人口の多いところがどんどん高齢の世代の中に入っ

ていっておりますので、そういうふうなことが要因かなと思います。つまりは、将来人口

推計とか人口の構成比というのを盛り込んだ形で目標値などが設定されてないというこ

となのかなというふうに思います。 

あと、三大習慣病の方も、確かにその高齢化ということが影響している可能性もあると

思いますので、よく私ども高齢化、高齢化といっていても中身がちょっと変わってきてい

るのではないかと。６５歳以上を高齢者ということで今まで一絡げにしていたわけです

けれども、７５歳以上の後期高齢者という方々のさまざまなリスクと、前期高齢者という

だけでも結構違いがありそうだといったことが言われておりますので、そういう年齢の

区分の分け方とかも、もう少し細かくモニタリングしてみると、所管では委員長がご指摘

のように多分やっていると思いますので、こういう評価の中に、少しそういうのも加味し

てコメントつけていくということはできるのかなと思います。そういった工夫はしてま

いりたいと思います。 

Ａ委員： 先ほどご説明いただいた５７番ですけれども、非常に頑張っていろんな統計を出して

評価を敢えてしていただいたと思うのですが、明らかに５年ごとにしか実施しない調査

が入っているわけで、５７番を前例として頑張ってやったのか、あるいはこういうものは

出ないのだから、毎年度求めるのではなくて出る年に求めていくのか、その辺はやはり今
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後考えていかないといけないと思います。別の指標を使ってもいいからとにかく評価し

てくださいとお願いをするか、あるいはそれでしか測れないのだから、出典がないのだか

ら、それはこの次の年度に出してくださいとしていくのか、これもやはり検討していただ

ければというふうに思います。 

原田委員長： このセンサスを使うというのは、非常に難しいところですね、5年に一回しか絶対に出

てこないのですから。でも、５年に１回しかそのモニタリングしないという主管課は絶対

ないはずで、何かどこかで捉まえているのではないかという気はします。どうしてもしょ

うがないというものがあるのであれば、アンケートで毎年度やらなくても時々やるとい

うこともあるかもしれませんし、多分そういう課は存在しないのではと私は思いますけ

ど。５年間成果がわかりませんということに対しては、何を捉まえて普段から仕事をして

いるのか、というところを言わせるということが評価の一つのきっかけになるのではと

素朴に思いますが、いかがですか。 

企画課長： はい、ご指摘のとおりだと思います。例えばこの小売の売り上げとかに関しても、この

調査は５年に一回かもしれませんけれども、毎月例えば出されている景況判断とかそう

いったものがありまして、議会で質問されれば、今その判断がちょっといい傾向になって

おりますとか、私どもも答えているわけです。そういったものも一つの尺度にしながら事

業設計もしているわけですから、何らか基本的な、これは私の個人見解に近いかもしれま

せんけども、基本的には５年に１回しかないというものをどうしてもメインの指標にす

るのであれば、毎年見られるような補助的な指標を必ず付けてもらって、本格的な評価と

いうのは５年に一回かもしれないけど、毎年参考値があって、それで何らかを追っかけま

すというようにしたいというのが今のところの事務局の考えです。 

Ｆ委員： この５７番に係る政策は、都市の魅力による集客力の向上で、小売年間販売額を指標に

しており、おっしゃるとおり５年に一度のものです。中身については様々な面がありまし

て、経済センサスの中の基礎調査なども非常に注目している大事な調査でして、とりわけ

今年の６月に出たその数字を見ると、従業者数と豊島区内の事業所の数、ものすごい伸び

でした。都内あるいは 23区の平均をはるかに超えているのですね。そういうのは、どこ

に原因があるのか、街のどういうところを評価いただいて、事業所が増え従業員が増えた

というところ、これから掘り下げしたいと思っておりますけども、この年間の売上だけで

測ることは難しいところがあります。 

ですから他の事業でもそうですが、幾つかの指標をたくさん出しまして、集合値みたい

になってもよいと思うのですよ。１つだけで見るのではなくて、それらを総合して集合値

みたいなものを出せるのであれば出して、そうやって評価をしていくやり方が一つあっ

てもよいのかなと思います。その例が、こういうものだと思います。街がどう評価されて

いるか、どれだけのお客様がみえているかということは、これ一つあるいは二つで見るの

ではなくて、様々な評価からそして集合値として何か別のものを作ってやる、というのが

あっていいのかなと思います。 

Ｅ委員： 本当に、おっしゃるとおりだと思います。それから、Ｆ委員のおっしゃる豊島区の都市

像に関連すると、ビッグデータ、これから各部署で活用できるものが出てくるのか、それ

ぞれお考えがあって、評価の項目ではなくそれを支えるデータとしてあると助かってく

ることが多いのではないかと。例えば豊島区においでになる方が、どこから来られて、 
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どういう年代の方が来られるかが、段々正確に取れるようになってくると思うので、そう

いうものが今おっしゃられた話と関連していくと思います。構成する補助的なデータと

いうものが、もっと他から取れるというのは認識されてよいのではないでしょうか。 

原田委員長： Ｆ委員がおっしゃったように都市の体力を測る時に背筋力だけ測るのでなく、瞬発力

で測るとか、いろんな多面的に測りましょうというご示唆かなと思いますので、やはり複

数の指標というものに対してある程度許容していくという、補助的な資料でもよいので

そういうことがいいのかなと思います。 

最後に私からもう一つだけ付け加えたいのですが、モニタリングという点で言うと、２

か月ほど前ですね、北海道に独立行政法人の評価で森林総合研究所というところに行っ

たのですけれど、そこでやっている森林体系のモニタリングというのは５０年単位とか

１００年単位とか、例えばその台風が来た時に木が倒れたと、その木が倒れたものはどの

ように自然環境に影響を与えるかというものを、ずっと、ほったらかしのモニタリングを

しています。何が言いたいのかというと、そこで学んだことの一つはどういうタイムスパ

ンで測るかという場合には、毎年度必ずやるということは全く意味をなさないことだっ

てありうると思うし、この指標の中であるかどうかは別ですけど、ある程度この評価を重

点化するという点でいうと、軽めにしてあげてもいいところも多分あるかなという気が

するのです。ですから、すべての施策、事業で必ず１年で何らかの変化があるというふう

に思わなくてもいいかなという気がしていて、もしそういうものが仮にあるとすると、そ

れを主管課がちゃんと説明できれば、毎年モニタリングしなくていいですよということ

もあってもいいかなと私も個人的に思います。そういったこともあわせてお考えいただ

ければと思います。 

資料をご説明いただき、各委員からご意見を頂戴したところです。また、各部局に返し

たり、事務局でお考えいただければと存じます。 

（４）その他 

原田委員長： 

企画課長： 

それでは、その他ですが、何か事務局からございますか。 

特に何か用意した資料やご報告はございません。 

次回の日程ですけれども、調整をさせていただきまして、また別途御連絡を申し上げた

いと思います。先ほどスケジュールでお示ししたとおり、１０月から１１月にかけて短い

スパンでお願いすることになるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

原田委員長： よろしいですね。 

それでは、今年度１回目の政策評価委員会はこれにて閉会といたします。 

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）平成 27 年度は新基本計画に係る成果指標候補の点検、新基本計画の進行管理

の手法等、今後の行政評価の取組みについて審議した。 

（５）新基本計画の成果指標の設定に向けた方向性について、資料をもとに意見交換

等を行った。 

（６）現行基本計画の成果指標の進捗状況について、資料をもとに意見交換を行った。 

提出された資料等 

【資料】 

１- １  平成 27年度の取組みについて（案） 

１－２  平成 27年度の委員会スケジュール（予定） 

１－３  新基本計画の成果指標の設定に向けた方向性について 

１－４① 現行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 27年度） 

１－２ 政策評価委員会に関する条例の抜粋 

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 

１－５ 基本計画の効果的な進行管理に向けて 

       （基本計画講演資料：平成 27年 7月 31日開催） 


