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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

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 2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 10月 26日（月） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎 5階） 

会議次第  

１． 開 会 

２． 議事 

(1) 新基本計画成果指標候補の点検について 

(2) 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）・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(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)・欠席 2名 

区側 

出席者 

防災危機管理課長、治安対策担当課長、生活産業課長、文化デザイン課長、文化

観光課長、学習・スポーツ課長、図書館課長、環境政策課長、環境保全課長、ごみ

減量推進課、都市計画課長、副都心再生担当課長、地域まちづくり課長、住宅課

長、土木担当部長、道路整備課長、交通対策課長 

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： 第２回豊島区政策評価委員会を始めさせていただきます。 

なお本日、水島委員と齊藤委員は区議会の関係と重なっており、欠席でございます。 

原田委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは、これより開会いたします。 

まず、本日の全体の流れを事務局からご説明ください。 

事務局： 

 

本日は、新基本計画で予定している８つの地域づくりの方向のうち、みどり、環境、

まちづくり、都市再生、にぎわい、文化といった部分につきまして、成果指標の現時点

での候補について、ヒアリングを行っていただきます。 

資料2-1-1に分野ごとの指標候補の全てをお示ししておりますが、そこから事務局と

原田委員長とで説明対象を12件ピックアップさせていただき、資料2-1-2にヒアリング

シートとして取りまとめてございます。まず、所管部局からご説明をさせていただき、

その後、委員の皆様と意見交換というように進めてまいりたいと思います。なお、説明

対象以外でも特に気になるものがあれば、ご意見等をお願いいたします。 

（１）新基本計画成果指標候補の点検について 

原田委員長： それでは、地域づくりの方向５「みどりのネットワークを形成する環境のまち」から

始めます。成果指標候補３件の説明をお願いします。 

公園緑地課長： まず、施策5-1-2「みどりのネットワークの形成」の「街路樹支障枝剪定」でございま

す。街路樹の支障枝の維持管理ということで、昨今やはり木が倒れるとか、適切な維持

管理が必要だということで、単純に樹木を増やすというような形の数値だけでなく、適

切に維持管理をしている本数というような形で成果指標を新たに選定しているもので

ございます。 

環境政策課長： 次に、施策5-2-1「低炭素地域社会づくりの推進」では、「温室効果ガス(CO２)の排出

量」を指標の１つとして設定しております。低炭素地域社会づくりの核心は、温室効果

ガス、特に豊島区においては、その約95％を占めている二酸化炭素、こちらを削減する

ことが大きな目標になっております。これが温暖化防止につながっていくという取り組

みです。指標を設定した理由についてですが、環境基本計画を平成26年3月に改定いたし

ました。そこにおいては、二酸化炭素排出量の削減目標、あわせてエネルギー消費量の

削減目標を掲げておりますので、基本計画におきましても環境基本計画を踏まえ、同様

に二酸化炭素の排出量を指標として設定したものでございます。 

環境保全課長： 続きまして、施策5-2-4「都市公害の防止」です。こちらにつきましては、公害の中で

代表的なものが大気汚染でございます。大気汚染は改善されてきておるところですが、

光化学オキシダントだけが環境基準を達成してないところでございます。そこで、光化

学オキシダントの原因となっているのがＶＯＣでございまして、ＶＯＣ、揮発性有機化

合物、この排出量を指標として設定させていただきました。 

区では、ＶＯＣの使用料の報告を受けるとともに、事業所に立ち入りましてＶＯＣの

指導を行っております。ＶＯＣの排出量を減らすことにより、光化学オキシダントの値

を減らすことができます。私どもの取り組みとその結果としてＶＯＣを減らすこと、そ

の成果を一致させたものでございます。目標値といたしましては、この間の数値をとり
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まして、着実に減らしていかなければいけない数字を設定しております。 

原田委員長： それでは、議論に入りたいと存じますが、施策の目標なども見ながらご議論いただけ

ればと思います。 

まず、私からまいりますけれども、最初に説明のあった街路樹支障枝の剪定ですけれ

ども、そもそもこの施策は何を目標にしているのですか。これを目標にしているから、

だからこの指標なのだというところの関連性をご説明いただければと思います。 

公園緑地課長： やはり、伸びっ放しとかという形でなく、きちんとした管理ができるような、できて

いるような街路樹の本数ということでございます。現状としては、27年度の段階ですと

約 2,230本の街路樹があるわけですけれども、このうちのおおよそ 600本をきちんとし

た形で維持管理をして、まちの美観、安全性の確保を目指していくものでございます。 

原田委員長： 財源を投入すれば本数が増えると思うのですけれども、頑張ったところというのはど

うやって見たらわかるのですか。よくやったとか、そうでないとかというのは。 

公園緑地課長： 見た目で、いかにも剪定をしたというような形は、実はあまり良い切り方ではないの

です。これまで、予算が少ないものですから、３、４年に一度ばっさり切るということ

で、随分ご指摘をいただいておりました。このあたりのところ、きちんとした適正な管

理をして、景観上もより良い緑のあり方というような形での取り組みをしていきたいと

考えております。 

原田委員長： ということは、美観も含めてきちんと切ると、ただ丸坊主にすればよいわけではない

と。では、そういったものを指標に取り入れるということは、なかなか難しゅうござい

ますか。 

公園緑地課長： そのあたりのところ、この指標というのが目に見えた形というところが、ちょっと難

しいところはありますけれども、やはりただ切るだけというような維持管理ではないと

いうような形で指標を位置づけたものでございます。 

原田委員長： ほかの方、如何でしょか。 

Ａ委員： 確認ですが、今の話を聞くと、この現状の582本は樹木の数で、枝の数ではないわけで

すね。 

公園緑地課長： はい、そのとおりでございます。 

Ａ委員： 今言ったお話からいくと、支障になっている枝の本数を出すのは難しいわけですね。

したがって樹木をばっさり切ったものも、一部の枝を切ったものも１本、こういうこと

ですね。 

公園緑地課長： 支障枝という形で、漢字の字面を捉えますと、枝１本、例えば信号機のところを切る

というような捉え方をされるかもしれないですけれども、こういうような街路樹１本ず

つ、それも一度に切るのでなくて、やはりスポット、スポットの時もそういうような切

り方に努めていくと、表現的には支障枝という形になっていますけれども。 

Ａ委員： 前者でご説明いただいた枝だけ切るのは、ここへは全く入ってないということなので

すか。 

公園緑地課長： そうです。そういう形になります。 

 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： 私が感じたとこでは、やはり目指すべき施策の目標との関連性みたいなところが、こ

こからでは読みにくいなというのが私の印象です。 
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Ｃ委員： 今の続きですが、施策の目標から見ると、公園、児童遊園等をはじめ、公共施設や民

有地の緑をつなぐネットワークを形成するということですよね。この形というのは既に

できていて、それを支障なくネットワークを維持するための剪定というふうにつながっ

ていると考えてよいのでしょうか。 

公園緑地課長： おおむねそういうような形でございます。 

Ｃ委員： では加えて、今の剪定と支障枝の関係なのですけども、この事業そのものからいくと、

目標値の根拠のところで安全性の確保ということで言っているので、そういう意味で

は、今お伺いした印象では、支障枝の対応数のほうが、実際にやろうとすることと一致

しているのかなというように思うのですが、これは参考意見ということで結構です。 

原田委員長： 他の方、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 私も街路樹支障枝の剪定についてですけれども、この３つの指標を並べてみると成果

指標として、指標のレベルが余りに異なるような気がしてしょうがありません。委員長

のおっしゃる目標、他の指標の持つ目標と、この施策の持つ目標とが少しニュアンスが

違うような気がいたします。ですので、このみどりのネットワークの施策の方向、前の

基本計画にある方向性からは随分ブレークダウンされてしまったなというように思え

ます。そこのところはいかがでしょうか。 

公園緑地課長： 2015年までの基本計画の成果指標のところでは、街路樹の本数、それとあと区道の街

路樹の設置割合というような形が示されていると思います。その後、やはり、街路樹自

体のところも、例えば、自転車と歩行者を共存させるために下にあるツツジを取り除く

など、やはりそういうような形で、この本数だけでいってしまうと残念ながら減ってい

っています。特に、駅周辺のところですと、以前までのつくり方とやはり人の関係が、

交通者の関係でどちらを優先するのかというところもございますので、単純に本数だけ

の指標をそのまま用いるということについては、目減りをしてしまうという、後退して

しまうということがあって、そういうようなところから、今回は維持管理といったよう

な新たな視点で指標をつくり出せないかということで、見直しを行ったところです。 

原田委員長： 本数自体が下がっているから変えようということよりは、本数自体でその成果をつか

まえることができないのではないかという問題意識はよく理解できるのですが、多分、

みどりのネットワークが形成できています、あるいは理想的になっていますという状態

がどういう状態なのかということを想定しながら、その目標を端的につかまえる指標と

いうのは、一体何だろうか、あるか無いかもわかりませんけれども、そういう発想でお

考えいただくほうがよいという気がします。その上で、どうしてもつかまえられないと

いうものがあれば、それに代わる指標ということでもよいのかなという気がします。 

他の指標については、如何でしょうか。 

Ｃ委員： ＣＯ２の排出量の指標についてですが、これを削減しようとしたときに、具体的な区

の働きかけはどのようなものがありますか。 

環境政策課長： 具体的な取り組みとしましては、区が現在行っているもので申し上げますと、家庭や

事業所での省エネ、節電の取り組みを支援していく、環境配慮行動を促進していくとい

うことで、具体的には省エネ設備の導入に対して経費を助成するというような取り組み

を行っております。 

また、普及啓発活動、賢い省エネ、無理のない省エネ、節電の取り組みなどについて
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もパンフレットなどを通じて紹介して、節電、省エネ行動を進めて、取り組んでいただ

いているというような状況です。 

Ｃ委員： そうすると、そもそものところでお聞きしたいのですけど、この排出量の把握方法は

どういうふうにしているのでしょうか。 

環境政策課長： 東京 23 区と市町村とで共通した二酸化炭素排出量の算定式を持っております。区の

ほうで直接算出しているわけではありません。特別区、都内の市町村ではどのようにや

っているかといいますと、国において算出した数値を活動指標と言ってよろしいのでし

ょうか、例えば事業所ですと事業所の面積、家庭から出される二酸化炭素については世

帯数、そういったものをもとに原単位に活動量を掛け算して出すというのが基本的な考

え方になっております。 

Ｃ委員： そうすると、国の総量とか、例えば東京都の総量が決まってくると、そこが下がって

くると自動的に豊島区も下がってくるという話になるわけですか。 

環境政策課長： はい、傾向が同様であれば、おっしゃるとおりの結果になると思います。 

Ｃ委員： これが違う場合ってありますか、その傾向か違う場合。つまり、豊島区独自で何か傾

向が違うという場合です。 

環境政策課長： 今現在、最新の排出量でわかっているのが２年前の 2012年度の数字でございます。そ

の数字で、他の特別区と比較いたしますと、豊島区では前年度と比べまして 10％ほど二

酸化炭素の排出量が増えております。他の特別区においても 10％を下回っている区もあ

りますし、同様の数字のところもありますが、全体的に見て増えているという傾向があ

りますので、特に豊島区だけに特徴的なものがあるというようには思っておりません。 

Ｃ委員： お話を聞いた感じとしては、区で働きかけるから、即この成果指標が変動するという

関係にはないのかなと、そんなふうに思いました。以上です。 

原田委員長： 世界平和のためにみんなでお祈りしましょう、というように私には聞こえるのです。

希望的観測としてそうなればいいなと、実際に世界平和を行うためには、平和友好条約

を結ぶとかいうような実効的な具体的な取り組み得るべき事業で、実際にこの指標の上

がり下がりが一定程度、外部要因を除いても一定程度やはり作用してないと、なかなか

指標としてつかまえられないのではというのが、Ｃ委員のご意見ですし、多分、次のＶ

ＯＣの排出量についてもほぼ同じことが言えるかなと、ですからお祈りする以上のもっ

と効果的な方法があるのかないのか、もし、ないのであれば、お祈りすることによって

実際に変わり得る成果指標というのは一体何なのか、そのあたりをご説明いただくほう

がいいのかなという気がします。 

環境保全課長： 今のお話しで、例えば、光化学オキシダント自体は大気でございますので、23区の中

で流れてしまいます。ですので、そこを指標にすることはできないと考えております。

ただ、今回私どもが設定しましたのは、光化学オキシダントを発生させるＶＯＣ、揮発

性有機化合物というのは区内の事業所が扱っているものでございます。区内の事業所に

直接私ども、37事業所、今年度ございますが、直接立ち入り指導をしましてＶＯＣ自体

の量を報告させていただいております。つまり、私どもが立ち入りまして、例えば保存

するときにはふたをしてほしいとか、それから、使っている溶剤をＶＯＣの発生しにく

いものに代替してほしいとか、そのような指導を行った上でＶＯＣを削減しております

ので、これはある程度、取組みと成果が一致しているというように考えております。 
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原田委員長： なるほど、納得いたしました。 

 先ほど、Ｅ委員がおっしゃった３つの指標について並べてみると、やはり樹木という

のは比較的一番つかまえやすいところで、逆に大気汚染、ＣＯ２というのは非常につか

まえ難い、どうやってコントロールしていいのかわからないぐらいのものです。ですか

ら、これは政策経営部の問題になるのかもしれませんけれども、この成果指標のでこぼ

こ感をどうやって調整するかみたいなところは、全体としての課題かなという気がしま

す。やはり先ずは目線をそれぞれ合わせてというところですが、それはなかなか１つの

所管課ではやりづらいところかもしれませんので、目線が高いところは少し低目に、低

いところはちょっと上げて指標を設定していただくのがよいかなという気がします。 

それと、やはり施策の目標との関連に応じて指標をつかまえていくということは非常

に大事かなと。特にこのＣＯ２にしてもＶＯＣについても、その点は目指すべき目標と

いうのは比較的はっきりしているなという気がいたします。 

原田委員長： それでは、以上をもちまして、みどりのネットワークについては終了とします。 

 続いて、地域づくりの方向の６番目「人間優先の基盤が整備された、安全・安心のま

ち」に入ります。ご説明よろしくお願いいたします。 

住宅課長： まず、施策6-2-1「安全・安心に住み続けられる住まいづくり」です。施策の目標は、

さまざまなライフスタイル、ライフステージに応じた住まいづくりを進めるということ

と、住み替えが必要になったときに適切な住宅を確保できるように、地域の住宅ストッ

クを充実するということ、それから、特にファミリー世帯の定住化、そういったあたり

が目標となっておりまして、それに対する一つの成果指標ということで「家賃助成件数」

をあげております。 

設定の理由ですが、家賃助成により、良質な住宅への誘導、または居住改善を図り、

住み慣れた地域で居住を続けることが可能となるため、この指標を設定してございま

す。目標値の根拠は、区が策定しております住宅マスタープラン、平成25年度に後期５

年ということで改定をしておりますが、その中でも目標値ということで、特に高齢者及

び子育て世帯への家賃助成、住宅改善等を目標として掲げております。各年度の目標値

でございますが、25年度年に改定した住宅マスタープランにおいては新規の助成件数の

目標値年間25件というのを既に上回っておりますので、27年度以降の設定としまして

は、過去の平均値を採用しまして、その件数を毎年、新規35件ということで、新基本計

画では前期目標、後期目標ともに新規助成の累計の件数を掲げております。 

都市計画課長： 次に、施策 6-3-1「総合交通戦略の推進」ということで、ここでは「鉄道、バス等の交

通が便利であると考える区民の割合」を指標としております。誰もが利用しやすく、移

動しやすい交通体系、これを区民の要望や期待に応じることができるのかを示す指標と

いうことで区民意識調査報告書を使っております。現状 84％というところですが、今後、

コミュニティバスの議論もしている中で、公共交通、健常者のみならず交通弱者を含め

て移動を円滑にし、外出機会を得る、そういった意識を高めるということで、37年度ま

でに 90％の方が移動しやすい、外出の機会が容易であるというような意見を調査結果で

得られるような施策をしていくということで、こういった指標としてございます。 

交通対策課長： 続いて、施策6-3-3「自転車利用環境の充実」です。指標として、今までは放置自転車

の件数、台数をどんどん減らしていくという、その一点だったのですけれども、今回は、
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このパラメーターといいますか、媒介変数を２つ取り入れておりまして、放置台数を当

然減らしていくというのはそうなのですけれども、自転車の利活用をどんどん増やして

いくという意味で、駐輪場の利用台数をプラスいたしました。これによって、放置自転

車の数と駐輪場の利用台数を足し合わせていますと乗り入れの台数が出てきます。そう

いう意味で利活用も力を入れていきますし、放置台数も減らしていくという、２つの要

素を取り入れた指標となっております。現在、この数式で計算しますと７％の指標にな

っておりますけれども、これを10年後には半数以下にしていきたいと考えております。

選定の理由につきましては、放置自転車対策とあわせて駐輪場の利用も拡大していきた

いというところでございます。 

防災危機管理

課長： 

続いて、施策6-4-1「自助・共助の取組みへの支援」です。施策の目標につきましては、

防災というのは、自助、共助、公助、その中で自助、共助というのがほとんどを占める

ということで、その取り組みが発災直後、発災以前からですけども、予防の意識と発災

後の行動が被害の大小を決めるというふうに考えてございます。そうした中で、これま

でさまざまな訓練、その他も実施してきておりますけども、住民に自助の自覚、それか

ら備えというのが必ずしも十分ではなかったということもあり、さまざま世論調査など

でも低い数字が出てくる傾向がみられます。 

区民意識調査は、防災意識の向上や地域の防災力の向上、それが果たして十分かどう

かという問いかけに対しての数値なのですけども、22年度が12％、25年度については

30％に上がってございます。平成23年に東日本大震災が起こったので、この年に同じ調

査をしていれば多分かなり高い数値が出てきたと思われますが、その後、おそらく徐々

に下がってきているのだと考えてございます。26年度の調査につきましては14％に下が

ってしまっているというところでございます。 

こうした中で、我々は、さらに防災意識を高めるために、まず自助という観点から指

標を設定していこうという中で、単純に訓練の回数とか、訓練の参加人数ということだ

けでは、必ずしも測れないということで、その意識がどこまで定着しているかというこ

とで、抽象的ではございますが「家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生時の行動

力が高まっていると思う区民の割合」を増やしていくという指標を設定したところでご

ざいます。 

道路整備課長： 最後に、施策6-4-5「総合治水対策の推進」でございます。台風はもちろんのこと、近

年はヒートアイランド現象による都市型の豪雨が発生する確率がかなり高くなってお

ります。そこで、雨から区民の生命、財産を守ることが本来の目的だろうということで、

その財産を守ることを目標に掲げております。成果指標は「浸水被害件数」とし、被害

ですのでやはりゼロ件を目指すということですが、毎年発生するようなものではありま

せん。また、下水道に頼るところが多く、下水道自体は現在、時間50ミリの雨に対応で

きるような設定になっております。ただ、下水道の整備につきましては東京都の下水道

局が主体でやっておりますので、それを指標にするわけにもいかなく、結果論として水

害がどれだけ出なかったかという指標を設定いたしました。23年度に61件、25年度に154

件というかなり大きな被害が出ておりますので、これを様々な取り組みを行うことによ

って、被害をゼロにしていきたいという目標を設定させていただきました。 

原田委員長： ありがとうございました。まず私が幾つか思うところなのですが、最初にご説明をい
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ただいた家賃助成ですけれども、これは例えば助成の上限金額が決まっていてこれだけ

しか出せないということよりは、助成に該当する人たちがより申請をしてくるような促

し、こういうふうに促すと、その結果としてこれだけの数値が上がってくることを目指

したい、そういう理解でよろしいでしょうか。 

住宅課長： そのとおりでございます。 

原田委員長： 次に区民意識調査の関係ですけれども、現在の定期的に区民アンケートを実施するタ

イミングからすると、基本計画の計画期間である 10 年間で何回くらい行えるのでしょ

うか。 

事務局： 区民意識調査につきましては、現時点では３年に１回の定点観測になっております。

調査内容につきましては、基本的には基本計画の成果指標などに沿った形で、どう感じ

ておられるかというのを確認するという中身になっています。所管部局からは他に適切

な成果指標の把握の手段がないので意識調査を使いたい、というのが種々出てきており

ますので、私どもでは今、この意識調査を３年に１回ではなくもう少し頻度を上げられ

ないのか、２年に１回、毎年というように実施できないかということを検討していると

ころでございます。 

原田委員長： 鉄道、バス等の交通が便利であるというのは、具体的に時間短縮みたいな、時短効果

みたいなものでつかまえることができるのかなという気もするのですけど、そうではな

くアンケート結果を指標に設定した理由をお聞かせください。 

都市計画課長： まず、池袋というか豊島区内、一定の公共交通は完備しているというように認識をし

ています。そういった中では、健常者についてはそれなりに公共交通なりを使って違和

感なく移動ができていると認識をしておりますけれども、交通弱者と言われる、高齢者

ですとか足の悪い方、そういった方々の移動については、まだまだ取り組むべき施策が

あるのではないかということです。その辺について満足度が低い部分があるということ

で、全体的な意識調査からどういった傾向が出てくるか、いろいろな層の方に意見を聞

いたもので数値が上がってくることが、多くの方が、公共交通について違和感なく利用

できるようになるための施策として良いのではないかということで設定をしておりま

す。 

原田委員長： 大分わかるようになりましたけれども、それであれば、高齢者だけにターゲットを絞

った指標みたいなものでもよいのかなと。例えば、目白から駒込まで65歳の人が歩いて

どれぐらいかかるのかとか、そういうのを何本か線を引いて、それが具体的にどれぐら

い近まったのかというようなことも物理的にあり得るのかなという気がします。 

Ｄ委員： 家賃助成件数なのですが、豊島区に何世帯あるのか存じ上げないのですけれども、こ

の数百件という件数がかなり小さいので、全体に対する貢献度というか満足度に対する

影響度が非常に低いと感じるのですが如何でしょうか。 

住宅課長： 豊島区の総数に比して、この件数自体は確かに少数という捉え方、感じ方をされるか

と思います。ただ、区のほうでもこの家賃助成、どなたにでも助成をするということで

はなくて、やはりある程度所得の低い方、そういう方々に対して、例えばお子さんが産

まれた、あるいはその成長につれて区内に新しい住居を求めたときに、なかなか豊島区

内に供給戸数がさほど多くない、あるいは家賃が近隣区に比べてやや高目ですので、そ

ういう方がいたらどうしても止む無く転出をされてしまう。そういう状況がございます
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ので、そういった所得の割と低い方に対して、ターゲットを絞って定着化、定住化をし

ていただくような家賃助成を展開していきたいと考えてございます。 

Ｄ委員： よくわかるのですが、そのあたりは、ここで言う安全・安心に住み続けられるまちづ

くりとはちょっと違う施策なのかなと。所得の低い方を対象とした施策であって、ここ

とは違うような気もするのですが如何ですか。 

原田委員長： 今のご質問というのは、要するに指標が一本でなくてもよくて、あと二、三本こうい

うのがあって合わせ技ということもあり得るのかなという気がいたします。 

住宅課長： ここでは、それぞれライフステージ、ライフスタイルに応じた住まいをきちっと提供

できるような形を整えていこうという施策の目標があります。それに対する成果指標と

して家賃助成を上げておりますが、もう一つはファミリー世帯というか、世帯類型とい

うのを統計的にとって、それを成果指標にしようとしております。実際に区の具体的な

取り組みとしては家賃助成以外にも、例えば高齢者の方に対しては高齢者のケア付き住

宅、こういった住宅供給も必要となっていますので、そういった提供事業ですとか、あ

るいはそもそも高齢者の方というのが、保証人等の問題でなかなか単独で住まいを見つ

けられないと、そういったような状況もありますので、そういう方については、いわゆ

る家賃保証の保証制度も行っております。そういったところは具体的には事業としては

書いておりますが、そこを全て成果指標というようにはせず、取りあえず２つ、３つ程

度ということで絞り込んでございます。 

Ｃ委員： 感想だけ申し上げますが、家賃助成と聞くと何か福祉分野の扶助費的な考え方をイメ

ージするのですけど、対象は違いますよね。何かその辺の違和感をうまく解決してもら

ったほうが、いわゆる住宅施策として理解できるのかなというように思います。そうい

う意味では、対象が目標値の根拠のところを見ると高齢者とか子育て世帯となっている

ので、この辺の目標が、要するに福祉領域とは違うのだということがもっと明確になら

ないと何か少し違和感があるなと、そんな感じがします。 

原田委員長： 私が先程質問したのもそういう趣旨でして、施策が一見すると低所得者が対象なのか

という印象があるということです。ですから、その意味ではその指標がどういったとこ

ろを目指すのかといったところをうまく書き込んでいただくことが必要なのかなとい

う気がいたします。 

Ｂ委員： ３点ほどあります。１点目が、施策6-3-1-総合交通戦略の推進で、既に委員長からも

話が出てまいりましたけれども、この指標の設定理由のところに、「誰もが利用しやすく

移動しやすい交通体系が、区民の要望や期待に応じることができているかを示す指標で

ある」として、ここに目的が書いてありますので、できれば誰もが利用しやすくのとこ

ろを、先ほど申し上げたようなターゲットを明確にして、数値、指標をとっていただけ

たら、後で評価をするときにやりやすいのかなと思います。 

２点目が、施策6-4-1の自助・共助の取組みへの支援というところです。やはり同じく

目標値の根拠のところに、満足していると思う区民の割合を10年後に現状の倍以上とす

るためにと書いております。ここで質問ですが、この指標は、防災対策に対して満足し

ていると思う区民の割合なのか、それとも区民が抱いている防災意識の向上の指標なの

か、そのあたりのことをもう一度確認させていただきたいと思います。 

それから３点目が、6-4-5の総合治水対策の推進で、水害を出さない、被害件数をゼロ
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にするということは、そうであろうと思います。このような災害領域ではそうであろう

と思うのですけれども、できましたら被害件数ゼロとした場合にも、この設定理由にあ

るような、つまり被害件数をゼロにしたけれど、その前段階にある具体的な政策手段が

どれぐらい効果を上げたのかというところもあわせて、論理ですね、どのようにこの被

害件数がゼロになったのかというところが説明できるように、具体的には設定理由の豪

雨時の迅速な対応、どれぐらい迅速になったのかということを説明できるようにするで

あるとか、下水道施設の一層の強化、それもどれぐらい当該年度において強化をしたの

かという、成果指標の数値はゼロだったとしても、その前の部分で具体的な政策手段と

いうところの数値もきちんと把握しておいていただきたいと思います。 

原田委員長： 最後のところは、おそらく最終的なアウトカムとしてゼロになるということではなく

て、より行政の活動が影響しやすいといいますか、そういったところでのデータみたい

なものもやはりきちっとつかまえておいて欲しい、ということなのかなという気がいた

します。 

Ａ委員： 加えてですが、これ 500ミリ以上の雨が降った状況というのは年によって違いますよ

ね。すごく多いときもあれば、100 ミリ以上の日が何日というところですね、この辺の

ところは全く考慮しなくてよいのか。ただ単に超える豪雨という表現になっていますの

で、そうすると、そういう頻度の中でどのくらいの棟数が浸かってしまったかとかいう

ことで、それを１％未満にするとか、例えばですね。そういうような指標はできないの

かなと思いました。 

原田委員長： 水害のほうからまいりましょうか。 

道路整備課長： まず、指標として具体的に何を行ったかという指標ですけれど、実際に様々なことを

行っています。下水道局にも強化をお願いしたり、あるいは、道路脇に雨水枡というの

があってそこで雨を集めるのですけれども、通常はコンクリートの蓋なのです。それを

より雨が入っていきやすい格子状のものに取り変えたり、いろいろなことやっていま

す。あとは、地元の方々に枡の上に駐車場用のステップを置かないでくださいですとか、

落ち葉の時期には清掃をお願いしますとか、いろいろな呼びかけをしています。また、

自分の建物を守るために土のうを配布したり、それで自衛してくださいという形の施策

をとっているのですけれども、その土のうなども、１回配ってしまえばその方はずっと

お持ちになりますので、毎年変わるような数字ではありません。なかなか指標として難

しいところがり、結局、この指標を設定したという次第です。 

それから、１時間当たり 50 ミリ以上の雨というのが確かに降らない年もございます

ので、例えばそれが 50ミリの雨が５回降ったうちの４回は被害を出さずに済んだとか、

そういう指標も今後考えてみたいと、今お話を聞いて思ったところでございます。 

原田委員長： 自助・共助の取組みへの支援についてはいかがでしょうか。 

防災危機管理    

課長： 

 

この指標で、いわゆる防災意識が住民の方たちにどこまで浸透しているのかを測りた

いということです。実際には、自助、共助と一概に言っても、自助っていろいろあると

思うのですが、家庭内の備え、それから、それ以外の自助というのは、通勤だとか、そ

れから勤め先でもあるわけですけども、そういった意識をどこまで意識して、自分でそ

れを持っているかということが１つ。それから、さらに共助ということで、実際に発災

したときに、町会も含めて地域でどのように連携体制といったものが確認されている
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か。また、それから会社に行った場合に、その回りの地域も含めてどういった帰宅困難

者対策がとられているか、そういう意識を常に持って自分でも備えて、なおかつ地域で

も家族でも連携していける、そういった意識をどこまで持っているかというのを図りた

いというように考えておるとこです。 

Ｂ委員： すると、目標値の根拠にある、満足していると思う区民の割合の満足は、何を満足し

ているのですか。 

防災危機管理

課長： 

地域的に、ここに自分が住んでいる中で、ここにいても大丈夫と、これだけの周りの

方々の防災意識、それから助け合いの共同の仕方、そういったことも含めて、自分がこ

こで住み続けていくために、安心してそこに住んでいられるかどうかということも含め

て、ここなら大丈夫という満足ということで考えさせていただきました。 

原田委員長： 多分、この２つは同じこと言っているのです。行動力が高まっていると思うというこ

とを、ここで満足していると表現しているということですね。そこはＢ委員がこの表現

からすると何を満足しているのだろうということなのかなと思います。何か違う指標で

これを言っているのかというように誤解なさる可能性があるかなということですね。 

Ｅ委員： 意見なのですけども、例えば、公共交通、便利であると考える区民の割合が増えると

いうことは、先ほどの例えばＣＯ２の削減に関連する。つまり政策自体が横に連携して

いることって多いと思うのです。 

それで、先ほどの委員長とＣ委員のご意見、そのとおりだとは思うのですけれども、

家賃助成が福祉ときちんと区別できるような表現で成果指標にしたほうがよいという

ことだと思うのですが、必ず関係し合っていることがあるのだとしたら、それを一応念

頭に置いて表現を揃えられたらどうかと思うのです。この辺は、成果指標の表現であっ

たり、目標値の出し方としては難しいと思うのですけれども、事業間、あるいは事業課

ごとの調整というか、そういうものがあって指標の説明として表現していただけると、

なるほどということが多いのではないかと思いました。 

原田委員長： 地域づくりの方向の６に関しての全般的な感想でけれども、これは政策経営部にもお

願いしたいところなのですが、やはりインフラ系の担当部局は、人、金、物のうち、例

えば物に働きかけて、自然に働きかけて、そこにお金を投入していろいろな望ましい方

向に、社会、経済を制御していこうということをしていらっしゃる。逆に、例えばいろ

いろ人権関係の啓発となると人々の意識に働きかける、その２つを比べると、インフラ

のほうがよりコントロールしやすいわけです。そういう意味でいうと、実際にどうなる

かというアウトカムが一番つかまえやすいのは、やはりインフラ系の担当部局ですの

で、ぜひとも意識調査だけではなく、引き続き実際に出てきた数字をアウトカムにより

近い形でつかまえていただきたいという気がします。逆に本当に意識啓発だけの手段し

か、いろいろな啓発事業しか行っていないところは、それはなかなかコントロールしづ

らいというのは多分あると思うのですが、そのあたりは、もう一踏ん張りということを

ご努力いただくということもあってもよいのかなと思います。 

ここで示さないと、結局、区役所が実施したことが、実際に施策の上がり下がりに影

響していないではないかということになりかねません。例えば、自転車というのは、取

り組みの結果としてアウトカムをつかまえていらっしゃるわけですから、こういう形で

ぜひとも進めていただきたいと思いますし、放置自転車についてはバージョンアップを
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しているというのでしょうか、ここまで来たので、次はここまでいきましょうという点

では、よくできた指標なのかなと感じたところです。比較的こういう指標には取り組み

やすい部局の皆さんでらっしゃると個人的には思いますので、もう一踏ん張り、ご努力

をいただければ幸いでございます。 

では、以上をもちまして地域づくりの方向６については終わりたいと思います。 

事務局： 今回、お示しをしているのは、各所管が検討している成果指標候補の案でございます。

これが最終形ではございませんので、このような形で委員のご意見なども伺いながら、

できるところはブラッシュアップしていきたいと思っております。 

原田委員長： それでは、続きまして、地域づくりの方向の７番目「魅力と活力にあふれる、にぎわ

いのまち」の成果指標候補２件を議論いたします。説明をお願いします。 

生活産業課長： 施策7-1-2「地域産業の活性化」でございます。施策の目的は、地域で有するさまざま

な資源、文化資源や観光資源、さらに事業所の持つような強みを最大限に活用すること

で、商店街や個店の魅力を創出、発信するということ。それから、商店街の活性化のた

め、ハード整備や販売促進、イベントなど商店街が行うさまざまな取り組みを支援する

というものでございます。成果指標としては、１つに「区内事業所数」を掲げておりま

す。こちらはこの施策自体が個店というよりも、どちらかといえば地域単位でまちの魅

力をつくっていくことで、総じて転入、または起業する事業所を増やしていくというこ

とになります。事業所が増えれば、お客様が増えて、結局のところお金を落としてもら

えるというような流れになってまいりますので、これが設定理由ともなります。目標値

の根拠でございますが、平成18年の数字が19,344事業所、平成26年度は19,142事業所で

ございまして、10年後の目標値を19,400事業所に設定いたしました。毎年20～25事業所

の増を目標といたしていまして、前期の目標を19,280事業所と設定しております。 

文化観光課長

： 

次に、施策7-2-1「観光資源の発掘と活用」でございます。施策の目標としましては、

国際アート・カルチャー都市豊島区を楽しめるような回遊ルート等、新たな観光資源を

発掘することがまず１つ。２つ目は資源としてオンリーワンブランドと言われるソメイ

ヨシノやトキワ荘を使ったもので独自のものを活用していき、それ以外にもグルメ、シ

ョッピングと豊島区はいろいろ魅力のあるものがありますから、そういうものを活かし

て観光資源の発掘と活用をしていくというものでございます。成果指標は、「イベント等

認知度に対し、ふくろ祭り、東京よさこいを認知している回答の割合」ということで、

この出典元は来街者動向調査でございます。この調査につきましては、毎回観光の計画

を作成る前々年度に実施しております。前回は平成15年に調査とりまして、今回はその

８年後の平成23年に調査をしており、継続して行っているものでございます。経年変化

等が見られるということで考えているものでございます。 

それと、東京よさこい、ふくろ祭りというものでございます。豊島区の代表的なイベ

ントと単純に記載しておりますが、主催者の発表では大体100万人ぐらい来るお祭り、豊

島区で最大のものになっております。９月の２日間、10月の２日間でやっております。

東京よさこいのほう、10月の２日間だけで申しますと、踊り子６千人、106チームが全国

からやってくるような、東京でも指折りのお祭りになってきております。こちらにつき

ましては、いわば来街者動向調査という、いわばハート的なもの、意識ということにな

りますので、あわせて考えている指標としてもう１つ「トキワ荘お休み処の来場者数」
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というものを上げております。お休み処というのは、ちょうど平成25年にオーブンいた

しました。こちらは実数での把握としています。この２つの指標で区の観光政策がどう

なっているかということを考えていく設定としております。 

原田委員長： ありがとうございました。 

まず、両方のデータについてです。経済センサスのデータは５年に１回つかまえるこ

とができるという理解でよろしいですか。 

生活産業課長： 基礎調査と活動調査を合わせますと、もっとコンスタントにとれます。 

原田委員長： しかし、平成29年や平成31年で具体的に数値が入っていないというのは、それではな

ぜですか。 

生活産業課長： 年ごとに入れてもよいのですが、かなり景気にも左右されるということもあります

し、１年ごとの伸びが20から25ぐらいを目安にはしているのですが、もう少し３年間で

例えば70から75とか、それぐらいのスパンで現場としては見ていきたいという思いもあ

りまして、年度ごとには今回は記載しておりません。 

原田委員長： この前の政策評価の検証のときにも申し上げましたけども、毎年度必ずとらないとい

けないというわけでは、毎年度評価しないといけないというわけではないにしても、モ

ニターは主管部局として当然なさるのだろうという気がします。 

他方で、５年に１回でとなると、多分、前期の基本計画が終わって後期の見直しをす

るときに、結局どうなったかわからないではないかという議論がありそうな気がしてい

るのです。例えば３年置きとか、もう少し何かつかまえられるタイミングをご用意いた

だいてもよいのかなという気がいたしますが、如何でしょうか。 

生活産業課長： 経済センサスの今後の何年置きというところ、始まったばかり、統合したばかりとい

うのもありますので、詳細を調べまして、もし３年に１度とかとれるものでしたらその

ようにしたいと思いますが、それでなければ少し考えたいと思います。 

文化観光課長

： 

２つ目の来街者動向調査は、歩行調査です。こちらにつきましては、今ちょうど８年

なのですけども、５年ごとにとろうと思っています。28年度を今予定しているとこです。 

原田委員長： ５年置きですと前期に１回、後期に１回、上がっているかどうかで、５年経ってから

どうだったということをお尋ねせざるを得なくなるという気がするのです。そこは５年

置きでなくもっと短くはできないのでしょうか。 

文化観光課長

： 

この調査につきましては、所管課としてはいろいろやりたいのですけれども、それを

途中、例えば企画課で行うほかの調査とあわせて、その推移を見守っていきたいなとい

うようには思っています。ただ、この調査につきましては、５年ごとに実施すること自

体が、同じ場所で、同じ環境のもとでやれる、そういう経年の比較がきちんとできるも

のですから、それは５年ごとでもよいのかなとは思っています。 

原田委員長： 実際に例えば、内閣府が行っている調査の中に、景気ウォッチャー調査というのがあ

ります。こういったものは、何といいますか、統計的には本当に大丈夫かというふうに

思いますけれども、タクシーの運転手さんに景気どうって聞くことによって、上がり下

がりというのをぼわっとしたものであってもつかむと。ですから、５年置きにしっかり

測っていきたいというお気持ちはよくわかりますけど、もう少し簡易で粗いものだけで

も、やはりつかんでみるということは、補完的にやってみる意義があるのかなという気

がいたしますが、如何でしょう。 
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文化観光課長

： 

ありがとうございます。加えて日銀の短観なども同じような話だと思っています。 

少し考えてみたいと思います。 

原田委員長： 他には如何でしょうか。 

Ｃ委員： 指標を設定する意味は２つあると私は思っています。一つは目標値として達成すると

いうことで努力をしていく。もう一つは、どのみち予測ですので、上とか下に外れてい

くので、どうしてそうなったのだろうかと考える足掛かりにするために設定する。特に

年度目標値というのはそういう取扱いのほうがよいのかなと思います。そういう意味で

は、先ほど３年とか、そういうことも可能という話があったので、できるものであれば、

そうしていただいたほうがよいかなと、これは意見です。 

もう一点は、観光資源のほうに質問です。１つ目の指標はよさこいの認知、それから

２つ目の指標はトキワ荘ということで、そもそもは発掘と活用ということでいうと、こ

の２つとも既に発掘も活用もされているので、そういう意味では施策目標と指標という

のが少しずれているのかなというように思うのですが、如何でしょうか。 

文化観光課長

： 

いずれの事業についてもお認めいただいているというようで大変うれしいです。た

だ、トキワ荘のほうは、実は本当にここのところ強めている取り組みです。オンリーワ

ンブランドと言い始めたのが、平成24年、25年からですので、そういう意味では非常に

新しいものなのかなと思っています。いろいろなプロダクションとか、自治体を回って

いても、やはりその認知度というのは低いものでございますので、まだまだ取り組まな

ければいけない新しい課題だという認識で設定いたしました。 

Ａ委員： 私も調査のことについてお聞きしたいのですが、区内の事業所数を知るのは、このセ

ンサス以外にないのですか。 

生活産業課長： 今、知り得る限りではこれだけです。 

Ａ委員： 区の資料でそういうものが出る可能性とかはありませんか。 

生活産業課長： 今は思いつかないです。 

Ａ委員： わかりました。 

それから、来街者の定義なのですが、どういう方を対象にしておられるのでしょうか。 

文化観光課長

： 

区内の調査場所に通りかかった方に直接アンケートをしている形になっています。 

Ａ委員： 区民か、区外の方か、東京都外の方であるかは把握されているのでしょうか。 

文化観光課長

： 

把握しております。 

Ａ委員： その把握の中で、パーセンテージには反映させるのでしょうか。区民の方は除くとか。 

文化観光課長

： 

今までのものの延長でいうと、まとめたものとなっています。 

Ａ委員： 区民の方も入っていると。つまり区民の方が知っているか知っていないかも聞いてい

て、都外の方が知っているか、知っていないかも全部含めた数ということですか。 

文化観光課長

： 

はい。さようでございます。 

Ａ委員： 来街者のイメージがわかりにくかったのでお聞きした次第です。 

原田委員長： 街に来ているわけですね。だからどこに住んでいるかという概念では必ずしもないと
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いうことですね。 

戻って恐縮ですが事業所のことです。所管部局では、毎年度いろいろな仕事をしてい

ると思いますが、これだけ成果が上がったということは、ふだんどうやってつかまえる

のでしょうか。３年に１回を待とうということなのか、そのあたりはどうなのでしょう。 

生活産業課長： 細かいことでいうと中小企業の相談にのる部署が私どもなのですけれども、そこの相

談状況ないし相談数などで、大体の傾向はわかりますし、去年と今年で何が違うのかっ

というところも内容を分析していけばわかりますので、それは当然ながら事業の方向性

として認識しているところは、あると思います。 

原田委員長： 実際の事業、今月の事業の成果という点ではおそらくそうなのでしょうけど、もう少

しのところでつかまえるというのは、やはり難しいということなのですか。 

生活産業課長： 区内事業所数といったスパンでの動向というのは、なかなか見つけづらいところでは

あります。 

Ｅ委員： 単純な質問ですが、なぜ、事業所数にされたのかというのがまだわからなくて、現在

の基本計画を見ると、19年度の商業統計調査では、区内の卸売小売業は平成16年度以降、

年間販売額が減少していますと書かれていて、そこを問題視されている。要するに販売

額、お金の多寡とされていて、活性化は事業所数なのかお金の動きなのかということが

やや疑問に思いましたので、お教えいただけますでしょうか。 

生活産業課長： どちらをとるかというか、実際に小売がどうなっているかをとるのか、事業所数をと

るのかというところで、今は事業所数をとっているところです。基本的に事業所が減る

とやはり活気が失われるだろうというところは、感覚的にもありますし、事業所への調

査、何年か前に行っていますが、事業所への調査、または商店街への調査などからやは

りはっきりしているところではあります。空き店舗も増えれば、それだけ地域産業も衰

退が目に見えてわかるというところもありますので、事業所数を増やして活気を取り戻

そう、活性化させようといったところでの誘致だったりということもあるので、企業を

増やしたり、誘致したりといったところが、事業所数のほうがはっきりわかるかなとい

うところで考えました。 

Ｅ委員： 事業所数よりもお金の区内での回り方といったほうを重視する考え方もあるのかな

と思った次第です。 

生活産業課長： 確かにおっしゃるとおり、特に、豊島区は卸・小売が業種として多いという特徴があ

りますので、一つの考え方として小売の額を指標にするということも、有効ではあるか

と思います。 

原田委員長： 実際にこの施策の下にどれくらいの事業があるのでしょうか。例えば、３つとか４つ

とかで、この数字の上がり下がり全部をコントロールできているというわけではなく、

おそらく外部的な影響が非常に大きいということなのか。それとも、やはりここに20、

30の事業がぶら下がっていて、一定の影響がこの数字に影響を与えているということな

のか、どうでしょう。 

生活産業課長： この施策にぶら下がっている事業数は、15～20事業近くはあるのかなと思います。た

だ、区内事業所数に影響を与えるものとしては、この施策の事業だけでなく「新たなビ

ジネスの支援の展開」といった施策も切っても切れないところで影響を及ぼすところは

多く、単独の施策の指標ということには本来ならばなり得ないぐらい、大きな指標だと
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思っております。 

原田委員長： そういう意味では、施策と事業を単純にきれいに１対１の対応みたいな形で整理がし

づらい分野ではあるとは思うのです。ではもう一回、ある施策にこの事業をぶら下げる、

こっちにもぶら下げるとなると、やはり目的と手段の関係が非常にぼやけてしまうとい

うことになるので、この辺は非常に難しいところです。 

これは政策経営部としては、１つの事業は１つの施策にしかぶら下げない、そういう

整理しかしないということでしょうか。ある施策があって、その施策を構成する事業を

５、６件並べるというのが一番よいと思うのですけども、ある施策に100も事業をぶら下

げるような整理をすると、要するにどの事業が効果的か、効果的でないかが非常にわか

りづらいということが発生するのではないか。ですから、私は適度な数にそれを抑える

べきだと思うわけですけども、特に経済、産業振興あたりになると、やはりある事業が

ほかの施策にも貢献するということは十分あり得ることで、重複して事業をずらっと並

べるということになりがちであると。そうした場合に、全体の政策体系としてどんな見

せ方をするのかということです。 

事務局： １つの事業が複数の施策にかかわるものも当然ございます。そういった場合、再掲と

いうような形での掲載も考えております。 

原田委員長： わかりました。ほかの方々、いかがでしょうか。 

Ｄ委員： 重ねてですが、この事業所数ということで一括りにしてしまうことに抵抗がありまし

て、コンビニが入っていたり趣味娯楽の業種が入っていたり、事業所によって全然違う

と思うのです。その内容をもう少し区別されないと、この施策のもう一つの指標である

「地域のなかで商店街・地場産業が活発に事業展開していると思う区民の割合」との兼

ね合いがどうなのかなという感じもします。年度の話もそうなのですが、業種というか、

その辺もできるだけ細分化できるのであればしていただきたいという気はいたします。 

Ｃ委員： 商店街の活性化を測ろうとしたとき、確かに測り方は難しいと思うのです。それぞれ

の売上げがどのぐらいかを把握することはできない。ただ、例えば都市建設部門で、歩

行者数のようなものが、どこかで交通量調査の一環で測られていれば、仮に歩行者が変

わらなくて売上げが伸びてないとすれば、少々乱暴に言ってしまうと、それは個々の商

店の努力が足りない、つまり区の責任ではありませんよねと、もっと皆さん努力してく

ださいねと、こういう考え方もできますよね。ですから、区で持っているいろいろなデ

ータでもう少し何か使えるものはないか、一度確かめてみるというのも一つの方法かな

と思います。これは参考意見です。 

文化観光課長

： 

観光と産業は関わりがあるのですけれど、今おっしゃっていただいた歩行者の数、通

行量調査というのは平成23年に行っていますので、併せて考えてみることなのかなと思

って、お話を拝聴しておりました。 

原田委員長： 量だけではなく通過する、道路というのは通過するものですけれども、多分観光とい

うのは、うろうろする、回遊するものでしょうから、ＡからＢという地点までどれぐら

いで歩くのかということもすごく大事だと、人数だけではなくてという気がします。こ

のあたりは非常につかまえづらいということもありますけど、せっかく華やかな政策分

野のご担当でいらっしゃるので、少し思考をもっと緩やかにして、指標を見てみんなが

楽しいというものもあってもいいかなというような気がいたします。 



第 2 回会議録（271026）.docx 

- 17 - 

Ｂ委員： 先ほどＤ委員からありましたが、業種別に数値を把握するというのはあり得るのかな

と。なぜなら、例えば小売店ですけれども、最近はウェブベースで買い物をすることが

多くて、おそらくその販売額が急増しているはずなので、それを外部要因として捉えた

ときに、小売店の領域で数値が上がることもあるかもしれませんが伸び率はそれほどな

いと思いますので、ターゲットを絞った支援を行い、そしてその結果がどのように反映

されたのかといったときに、そういうウェブベースでの特別な事業所を置かずにやって

いる産業、今後発展していくことも踏まえた数値のとり方ということをされるとよいか

なと思いました。 

原田委員長： 路面の販売が難しくなると、そのウェブベースでの売買があるので、それをきちっと

つかまえて、うまくいっているかいってないかというのをどうやって評価するのかとい

うことですよね。 

Ｂ委員： そうですね、そういう意味で業種別に把握するというのもいいのかなと思います。 

生活産業課長： 経済センサスでは業種別も出ておりまして、当然先ほど申し上げたように、豊島区の

傾向をつかんでおりますので、卸売、小売業が第１位で、そのあと宿泊業、飲食サービ

ス業、不動産業といった順序になっておりますので、どこかに絞ってというようなこと

でも、それはそれであるかなと、一番多いのが小売業等ですので、そこに絞ってという

ことであればそれでも大丈夫かと思います。 

原田委員長： お話を伺っていると、指標という観点でつかまえていくには、経済活動がより複雑に

なったり、目に見えにくくなっているところがあるので、以前だとこういうルートで物

が売られていって誰か買っていると皆がわかるわけですけれども、そういったものが非

常につかまえづらくなっている。大変だろうと思いますが、引き続きこの事業所数でよ

いかについて、もう少しお考えいただければと思います。ありがとうございました。 

では、本日の最後となります。地域づくりの方向８「伝統・文化と新たな息吹きが融

合する魅力を世界に向けて発信するまち」ということで、２つの指標について説明をお

願いいたします。 

文化デザイン

課長： 

施策8-1-1「多様な文化芸術の創造と創造環境の整備」では、「文化芸術創造支援にお

ける創造活動件数」を指標の１つとしてございまして、にしすがもの創造舎の活動を支

援する事業と申し上げればもう少しわかりやすいかなと思います。にしすがも創造舎

は、西巣鴨にあった朝日中学校が廃校になった後、その校舎をどう有効活用するのかと

いう試行錯誤の後に、民間から提案を受けて、そこを文化という切り口でできないかと

いう中で、平成16年８月にアートネットワーク・ジャパンと芸術家と子どもたちという

２つのＮＰＯ法人に無償貸与をした上で、そこが旧廃校舎を利用して文化の創造発信を

行うということで始まった事業でございます。文化庁の長官表彰、文化創造都市部門で

豊島区が受賞できたのも、ここの活動が大きくメインになっているのかなというところ

でございます。 

ここでは、創造活動件数とかなり一括りに言っておりますが、稽古場の利用件数、に

しすがも創造舎内で実施したワークショップの件数、アート夏まつりという子ども向け

の事業などいろいろ夏の期間実施する事業ありますがそこでの公演回数、それとにしす

がも創造舎の中でフェスティバル／トーキョーという別の事業ですけれども実施する

事業がありまして、その全ての件数を合わせたものが、各年度における目標値でござい
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ます。 

稽古場の利用件数がなぜ文化創造活動になるのかというと、演劇団体ですとかは小規

模でなかなか大きなところを借りられないといったようなところがあり、廉価というこ

ともありまして、あるいは体育館というのがそれなりの活動ができるということで、そ

こを使って練習等を行うこともありまして、この稽古場の利用件数も創造活動に寄与す

るものと考えてございます。 

ただ、28年度から30年度までは活動件数の目標値は設定してございません。これは、

旧朝日中学校が巣鴨北中学校の改修工事に伴う仮校舎として利用することになってお

りまして、その間、にしすがも創造舎が旧朝日中学校、今使っているところでの活動が

できなくなるということになります。にしすがも創造舎が旧朝日中を使うのは、巣鴨北

中の仮校舎として使うまでの暫定活用というのが最初の仕切りだったのですが、現在で

は豊島区の文化創造拠点として非常に大きな意味を占めてくるということがありまし

て、巣鴨北中の仮校舎としての利用が終わった後も何らかの形で区内での利用を続けて

もらいたいと、まだそこが完全にオーソライズされたわけではありませんけれども、戻

ってきて引き続き活動をしてもらいたいということで、31年度からは目標値を設定して

おります。 

学習・スポー

ツ課長： 

続いて、施策8-2-2「スポーツ・レクリエーション活動の推進」でございます。この施

策の目的は、区民の皆さんが生涯を通してスポーツに親しめる環境を充実させること

で、成果指標は２つ設定してございます。１つは区民意識調査において「地域でスポー

ツに親しむ環境や機会があると思う区民の割合」です。しかしこれにつきましては、一

人ひとりの感覚的な部分で左右されるということもございまして、実際の行動の具合と

いうことで補完するものとして、「週に１回以上スポーツを実施する成人の割合」を２つ

目の指標として設定しております。これはスポーツに関する意識調査での数値となりま

して、これまで平成23年が直近のもの、それから10年前のこれまで２度ほど調査を実施

しているものでございます。 

設定の理由としては、豊島区スポーツ推進計画、今年度から平成36年までの10年間が

計画期間のものですが、そちらでは３つの数値目標を設定してございまして、その最も

主たる数値目標であることから、こちらを設定することといたしました。目標値の根拠

でございますが、東京都のほうで作成したスポーツ推進計画、そちらの数値目標が70％

となってございます。ちなみに国のほうのスポーツ基本計画では65％のものですが、東

京都はやや高目、世界トップレベルという記載をしてございますが、現在オーストラリ

アが世界最高でございまして69．5％という数字を持ってございますので、そこを目標に

ということで、東京都同様に豊島区としても設定をいたしました。計画期間中について

は、同じようなベースで緩やかに毎年２ポイントずつぐらい上昇していくという設定を

してございます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

１つ目の創造活動件数なのですが、指標のタイトルだけを拝見すると事業の成果をつ

かまえているだけではないかと見えるのですが、その点はいかがでしょう。 

文化デザイン

課長： 

にしすがも創造舎で活動しているものが、豊島区の文化創造活動の象徴的なトップバ

ッターということもあって、にしすがも創造舎の事業をもってそこの指標に充てている
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ということでございます。 

原田委員長： やはりもう少し、この事業も含めた形で施策をもう一回再構成するというか、施策の

目標みたいなものをつかまえてもらうというのが、オーソドックスなところになるのか

なという気がいたします。 

もう一つのスポーツのほうは、毎年度の数値が入っていますけれども、毎年度とる、

あるいはとり得るという前提でよろしいのでしょうか。 

学習・スポー

ツ課長： 

これまでは10年に１度というスパンで実施していた調査でございますが、来年はリオ

デジャネイロのオリンピック・パラリンピックがあり、31年にはラグビーワールドカッ

プがあり、その次には東京オリンピック・パラリンピックがあるという、豊島区民だけ

でなく日本国民全体のスポーツへの意識というのが非常に高まる時期ではないかと思

っています。そういったこともありますので、やはりこのタイミングで密に調査をして

いく必要はあるのではないかと考えています。ただ、予算との関係もありましてどこま

でというところはこれからの部分があります。 

原田委員長： この成人の割合という点でいうと、成人の中身はこれから少子高齢化が進んでくると

変わってくるわけですよね。より高齢者が増えて、生産年齢人口が下がると。週１回ス

ポーツをするということを働きながらやるのはなかなか難しいとすると、これは放って

おいてもスポーツする人は増えるのではないかと思ったりするのですけが、そういうと

ころを踏まえてこの数値になっているのでしょうか。 

学習・スポー

ツ課長： 

人口構成が変わってくるというところは、影響は少なくないとは思っております。た

だ一方で、働いている世代については全くアプローチのすべがないのかというと、例え

ば今、区立のスポーツ施設は大概午後９時という時間帯ですが、もっとそれを延長した

りであるとか、あとはスポーツジムに行かなくてもできるジョギングですとか、自転車

に乗ったりなどというところでの啓発をして、当然、現時点でもスポーツ実施率、高齢

になればなるほど高いので、若い世代こそ重点的に施策展開していく必要がある世代だ

と思っていますので、それを含めてこの目標値は到達できるものではないかと思ってい

ます。 

原田委員長： わかりました。他の委員の方いかがでしょうか。 

Ｃ委員： 文化創造のほうですが、指標はいろいろあるのかなと思っていて、その合計として創

造活動件数、全部の合計ということで示されているというのは理解していますが、区が

財源投入する意味という観点からいくと、例えば区民がワークショップにどのぐらい参

加しているのか、子ども向けのイベントにどれだけ区民の子どもが参加しているのか、

あるいは、実際にその場所を借りて稽古などをしているグループがどのぐらい区民に働

きかけしているのか、こういったところの把握というのはされているのでしょうか。 

文化デザイン

課長： 

いたしております。 

Ｃ委員： すると、そういうものを増やしていこうとする目標値を設定することも可能ですね。 

文化デザイン

課長： 

件数が減っても、１回当たりに参加する人が増えれば、おっしゃっているとおりには

なると思いますが、ほぼ同じ規模で参加者がいるとなれば、それを件数と参加者のダブ

ル表示でもよいかもしれませんし、先ほどの委員長のおっしゃったことからすると、文

化ですので、例えばハードにかなり特化して、区が用意している練習場の数とか、区が
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自主公演できるホールの数だとかというハードに志向した成果指標というのもできる

かもしれません。そうでないとすると、にしすがも創造舎以外、例えばジュニア・アー

ツ・アカデミーの参加者数だとか、文化フォーラムの参加者数とか、何かそうしたもの

の合算数でもない限り、なかなか全ての指標、もちろん、このにしすがも創造舎の参加

数が全ての創造件数とは思ってないのですが、なかなか難しいなと。そのあたりもご指

導いただければと思います。 

Ｃ委員： 私がお話ししたのは、別にこの指標ではよくないということではなく、ここにぶら下

がるそれぞれの事業のところで、区民に対してどう働きかけているのかとか、そういっ

たことを、例えば、稽古場を提供された小劇団が、きちっと意識させるような働きかけ

だとか、そういう取り組みをこの内側でやっていただくことが重要ではないかというこ

とをお話ししているのです。 

文化デザイン

課長： 

そういう意味では、ワークショップの参加者数ですとか、特にアート夏まつりの参加

者数とか、保育園で実施した、やってくださいと手を挙げた保育所の数とかのほうが、

ある程度実態をつかまえやすい数字になるかもしれません。 

原田委員長： やはり文化というのはアウトプットをつかまえるのも大変ですけど、その先というの

は非常に難しくて、人間らしく生きているというか、活き活きとして生きているという

のをつかまえることができれば、本当はそれが一番よいのでしょうけれど。なかなか、

それを目に見える指標という形でつかまえていくというのは、個々の事業の集合体とし

てそうしたものをつかまえていくというのは難しいとは思いますけれども。 

Ｅ委員： このにしすがも創造舎、旧朝日中学校という場所ですから、おのずと上限、使える回

数とか人数とか上限があると思います。そうすると、ここでいう300回というのは、どう

いうレベルになるのですか。年間のワークショップが300回というのは、365分の300とい

うことなのでしょうか。 

文化デザイン

課長： 

ワークショップの件数ですとか、アート夏まつりの公演件数、あるいはフェスティバ

ル／トーキョーの実施数といった、要するに違った数字をカウントしておりますので、

365分の300という意味ではなくて、同じ日に幾つかカウント、複数カウントできるもの

もないわけではありませんので、そういう意味ではございません。 

Ａ委員： にしすがも創造舎に限っていうと、年間の稼働率で上限、件数の上限というのはある

のですか。これ以上キャパシティ的に使えない件数の上限というのはあるのですか、な

いのですか。 

文化デザイン

課長： 

２つのＮＰＯ法人がやっていまして、当然そこにはおのずと限界があります。ただ、

この数値は、にしすがも創造舎の部屋の数が幾つだからこれしかできないというカウン

トの仕方ではございません。 

Ａ委員： その中心となるところが、３年間ですが暫定的になくなることが分かっているのに指

標とするのは、ほかに何か方法はないのでしょうか。 

文化デザイン

課長： 

28年度以降、完全になくなってしまうということであれば、別のものを考えなければ

いけないのでしょうが、たまたま３年間活動が制限されるけれども、その後、さらに充

実した形で復活させようと考えているわけなので、その後のことを考えれば、３年間と

れないからといって、この指標を外すのは惜しいなという考えです。この３年間別の指

標を用意できないかということなのでしょうが、そういう意味では、そこに代替のもの
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を充てることはできると思います。 

原田委員長： 指標がとれないということは、成果重視の行政を行わないということでは必ずしもな

いはずで、多分何かこれはうまくいっているうまくいってないということをつかまえる

代わり手法が必要ではないのかというのが、Ａ委員のご示唆なのかという気はいたしま

す。 

Ｂ委員： にしすがも創造舎の一時移転先はどちらでしょうか。 

文化デザイン

課長： 

移転の進め方が少々複雑なのですが、基本的には旧真和中学校という、やはり旧中学

校校舎に移ることになります。 

Ｂ委員： そこで同じ活動をされるのでしょうか。 

文化デザイン

課長： 

施設的には旧朝日中学校は、体育館も使えています。しかも普通の体育館では雨が降

れば雨音がしてしまったり、あるいは日光が入ってきたりということがあるのですが、

現在使用している体育館は、雨が降っても館内には音がしない、日光は完全に遮断でき

るというような改修も施しています。仮移転先は暫定的な期間しかおりませんし、ほか

に体育館を使う用途もあったりして、そういう意味では活動がかなり制限をされます。 

Ｂ委員： 

 

わかりました。ただ、他の委員からも出ているように、いきなり来年度から数値がと

れないというのは、やはり問題というか、もったいないと思います。例えば、一時移転

先で数値が出てきたときに下がると思うのですが、その時にはこういう事情があったと

いうことを付記すれば、区民が見ても、まあそうだねというようになるのではないでし

ょうか。 

それから冒頭に、平成31年度から本当に今あるような状態に戻れるかどうかの決定は

まだであるような説明をいただいたと思います。こうした中で指標として設定して大丈

夫なのかという思いがありますが、それについては如何でしょうか。 

文化デザイン

課長： 

何とか充実した形で再開できるようにしたいというのが思いです。別の指標を併せた

形とするか、先ほどＣ委員からも指摘をいただきましたけれども、例えばワークショッ

プ、あるいは夏に行う事業の参加者数とか、そうした非常に限定したことにはなるかも

しれませんけれども、区民がどれだけ参加できたかということを指標にすることもでき

るかもしれませんし、アンケートを行ってある程度満足したと答えた割合ということも

あり得るのかもしれません。 

Ａ委員： スポーツに関してですが、指標にあるような区民への質問は健康増進の分野でも必ず

されていると思うのです。個人情報のこともありますが、別の調査、あるいは共同で拾

うというようなことはできないのでしょうか。 

学習・スポー

ツ課長 

物理的には可能なのですが、一点気になるところとして基準が異なっています。健康

増進の厚生労働省のほうは、週に１回30分以上の運動を１年間継続している人の割合で

す。それに対して、私ども文部科学系としてはかなり緩やかで、ざっくりと運動習慣は

どのぐらいですかという聞き方をしているので、目標の設定数値そのものを見直す必要

が出てくるかと思います。 

原田委員長： どちらが優れているのですか。 

学習・スポー

ツ課： 

ハードルとしては厚生労働省の方が高い設定をしています。 

原田委員長： そうであろうと思います。Ａ委員がおっしゃったとこをもう一回お考えいただければ
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と思います。 

政策経営部にお尋ねしますけど、アート・アンド・カルチャーに関する成果指標とい

うのは、ここのページが中心だということでよいですか。ほかにもありますか。 

事務局： そういうことでいえばもう少し入っております。例えば「地域文化・伝統文化の継承

と発展」など、本日の説明対象としてセレクトした12指標以外のものも資料2-1-2に一覧

にしてお示ししております。 

原田委員長： と申しますのは、やはりこれから豊島区としてアート・アンド・カルチャーに注力す

るということですので、多分この指標の上がり下がりというのは、他の施策よりも大事

なのかなという気がしています。そういう意味では非常に注目をされるところですの

で、とりわけ多くの方々がこの指標の推移を通じて、区の施策の良し悪しというのを外

部的にも評価なさるのかなと思いますので、先ほど申し上げたインフラ系の部局とは違

う意味で、ぜひともブラッシュアップを引き続きお願いできればと思います。 

原田委員長： では、最後に全体を通じた感想などを、各委員よりいただければと思います。 

Ｅ委員： 政策、施策の評価の選び方であったり、評価の仕方の原則は幾つかあると思うのです

が、私の見方としては、その指標がレバレッジポイントになっているかどうか、大きな

政策の中の、そこを押さえればある程度ほかもついてくるというようなものになってい

るかどうか。それから、横連携の機会になるかどうか。そしてもう一つ、今日は出なか

ったのですけど、例えば見方としては、政策の評価が人事評価につながる可能性がある、

そういうふうに実際にやってらっしゃる団体もありますが、要はその施策やその指標を

使うことによって、職員の方のインセンティブを上げるかどうかというのがあるのでは

ないかと思うのです。ですから、もしかしたら樹木の剪定が職員の働く気持ちを高める

かどうか、あるいは創造的な活動をＮＰＯと一緒に盛り上げるとか、先ほど委員長は、

外の方への見せ方という表現を使いましたけれども、私は内部の職員の方々への見せ方

というのもあってよいのではないかなと、この後も一つの観点にして拝聴していきたい

と思います。 

Ｂ委員： 今日は初回なので何とも申し上げにくいのですけれども、以前よりも何か曖昧さが減

ってきて、大分聞いて理解しやすくなったという印象を受けております。今後もこうい

うような現状にあって、そして、そのためのアプローチとしてこういうことを考えてい

て、その結果こういう達成指標になるというように、簡潔に説明していただくと、より

わかりやすいかと思います。 

Ａ委員： 指標の設定にあたっては、皆様かなりご苦労をされていると痛感しております。ただ、

区民の方にわかっていただくには、もう少し言葉が要るかなと、こういうような測定が

わかるのだ、というところまで言わないといけないのかなという気がいたしました。 

Ｃ委員： 施策やそれに連なる事業を行うことで、区や区民にどういう効果が出るのかというの

が成果、あるいはそれが表わせるものが成果指標ということ。さらに、それをどこまで

持っていくのかというのが目標値という話になりますので、このシンプルなとこで、や

はり整理していただく、そういうことが一番大切かなと思っています。 

Ｄ委員： 施策と成果の因果関係がすとんと腹に落ちるのが、個人的には正直少なかったという

印象があります。難しいなと思っていたのが、最後のスポーツなどでは、スポーツをや

っている人の割合として全体の割合も大事だとは思いますし、区の施策としては区立体
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育館を使用している人数のほうがシンプルに出るのだろうという気がするので、ではど

ちらを大事な指標にするのかというのはまた別問題なので、その辺少し整理しないとい

けないのかなという気はしていました。 

原田委員長： 幾つか感想を申し上げたいと思います。私は今の後期基本計画を策定した審議会の座

長をしておりましたが、前の指標を見たとき、何故この指標を使っているのかというも

のもありました。先ほど改善されてきているという感想もあったわけですけれども、も

しかしたらまた５年後、別の方が座長をなさると、何故こんな指標を選んだのかという

ことになるのかどうかというのが、もう一つ感触としてわからないところです。それは、

単純に指標を設定した際に、先ほどＡ委員が言葉をもう少し補ったらどうだというご意

見ありましたけれど、そういったことなのか、それとも単純にこういう場を通じてバー

ジョンアップが進んでいるのか、私としては正直つかみ難いところがあります。たまた

まこの現場にいるのでわかったような気になっているのだけれども、それは外部、内部

という話もありますけども、やはり依然として外側から見るとわかりづらいということ

になるのではないか。そのあたりは是非、答えはないのですけども、自問自答していた

だければよいのかなという気がしています。 

もう一つは、先ほどＤ委員がおっしゃったところと関わるのですが、はやり区役所が

行った行為、行った活動そのものによって、どのような成果があったのかということを

考えるということも、非常にミニマムですけれどもあってもよいのかなと思います。商

工や観光関係でも少し議論させていただいたところですけれども、全体的にうまくいっ

ていればいいではないかということは、区役所が何もしなくても達成できる可能性も常

にあるわけで、その辺は部分的に働きかけたところがどんなふうに変わっていくかとい

うのをつかまえるのは非常に難しいと思いますけれども、やりがいも出てくるというと

ころもあるのかなと。そういう意味では、街路樹の支障枝の剪定の数というのは、実際

に目に見えるという意味では非常にリアルなものかもしれないなという気もいたしま

した。 

何か答えは決してないのでありますけれども、ぜひ各部局で自問自答をしていただく

というのが、多分指標のブラッシュアップ、あるいは指標そのものを変更しないとして

も、説明能力は随分アップするのかなという気がいたしました。 

では、きょうは、一旦これぐらいにいたしまして、次回、残りの半分をということで

ございます。では、事務局から連絡事項ございましたらお願いします。 

事務局： ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましては、資料2-1-1で指標全体がご覧いただけますので、本日取

り上げた12の指標、それ以外も含めてご意見、ご助言を頂戴できればと思います。 

次回の委員会でございますけれども、11月４日水曜日の午後６時からを予定しており

ます。同じような進行で、地域づくりの方向１番から４番ということでございます。 

原田委員長： 以上で第２回政策評価委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 
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会議の結果 
（１）新基本計画成果指標候補の点検について 

説明対象指標«地域づくりの方向５～８»について意見交換を実施した。 

提出された資料等 

【資料】 

資料２－１－１  新基本計画における成果指標候補一覧（地域づくりの方向５～８） 

資料２－１－２  成果指標候補ヒアリングシート（説明対象指標） 

                        «地域づくりの方向５～８» 


