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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 4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 12月 7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) 新基本計画策定後の新たな行政評価の枠組み（案）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）・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 

原田委員長： 第４回の政策評価委員会を始めたいと存じます。 

本日の議題は大きくは一点で、新基本計画策定後の新たな行政評価の枠組みについて

です。現在、基本構想審議会におきまして、次期基本計画の検討を進めておりまして、

素案について既に区議会で説明がなされ、近々パブリックコメントという段階でござい

ます。この間、成果指標の設定については、当委員会の議論を踏まえて基本構想審議会

にもお諮りしているところでございます。 

それでは、新基本計画が策定された後にどのような行政評価をどういう枠組みで行っ

ていくのかということについて、事務局から説明をお願いいたします。 

２．議 事 

（１）新基本計画策定後の新たな行政評価の枠組み（案）について 

行政経営課長： 

 

行政経営課長です。よろしくお願いいたします。 

委員長からお話がありましたとおり、本日と、それから次回の２回に渡りまして、平

成28年度以降の行政評価のあり方についてご検討、ご議論いただく予定でございます。 

まず本日は、本区の現状と課題、それから23区の行政評価の実施状況、最後に事務局

にて28年度以降のたたき台を作りましたので、それについてご議論いただくという流れ

でお願いいたします。 

それでは、資料別紙１「豊島区行政評価の経緯」をお開きください。 

豊島区の行政評価は、平成12年度に試行実施をした後、13年度から本格実施となりま

した。事務事業評価については、基本的に全ての年度で実施しているところですが、や

はり括り方に難しさを感じてございまして、19年度は75事業、21年度は151事業というよ

うに事務事業と施策評価の間ぐらいの評価の括りをして実施したような形でございま

す。試行錯誤を繰り返しながら実施してきたという経緯でございます。 

次に、施策評価ですが、14年度にチャレンジ的に85事業を対象とした後、17年度と18

年度、これは外部評価委員の評価とあわせて施策評価を実施してございます。その後、

19年度から21年度、３か年で全ての施策を見ていこうということでしたが、20年度は一

時休止をし、21年度には20年度分とあわせて行ったという経緯でございます。施策評価

につきましては、なかなか現基本計画と施策評価のリンクができていないということ

で、21年度以降は行っていないという状況でございます。 

それから、外部評価ですが、17年度から19年度まで外部評価委員会による評価、それ

以降、21年度から23年度は事務事業評価の三次評価として、内部で事業仕分け的なもの

を３年間実施してございます。その後24年度以降は、政策評価委員会を基本として公開

事業評価を24年度と25年度に行ったところでございます。 

効果については、事務事業評価を行って具体的にどのような財政効果があったかとい

うことを整理しました。24年度であれば、エコ事業者普及促進事業は申請件数が減少し

ているという中で事業を縮小した、あるいは、25年度の震災復興まちづくり模擬訓練は

木密不燃化10年プロジェクトに傾注するために事業を一時休止、26年度につきまして

は、区立区民住宅管理経費の縮小ということで、契約期間満了後、順次オーナーへ返還

していくというような見直しを行ったというようなことでございます。 

続きまして別紙２で、平成27年度、本区は事務事業評価のみを行っているわけですが、
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どういった形で、どういった様式で実施しているのかということをご説明いたします。 

１枚目は総括表ということで、課ごとに作成しております。課の全ての事業をこの一

覧表に記載し、行政評価の対象となる事業を上部の枠、それ以外を下部の枠に入れる形

としており、それぞれの事業について所要人員を記載することで、１事業当たりの人員

コストを評価するための指標になっているところでございます。 

２頁目は「事務事業評価表」で、実際に本区が評価表として使用しているものです。

事業名や基本計画との連携等を記載する箇所、事業の目的・目標、それから目標に対す

る達成状況、こちらがＰＤＣＡでいうＰでございます。指標としましては、活動指標と

成果指標を記載してございます。続いて「3．事業概要及び主な取り組み」、「4.事業費の

推移」がＰＤＣＡサイクルのＤに該当する部分で、実際の取組状況を記載しているとこ

ろでございます。それから、次のページでは、「5.コストの推移」、「6.現状の評価」、「7.

一次評価」、「8.二次評価」というところがＰＤＣＡのチェック、Ｃに該当する部分でご

ざいます。人件費のあり方、現状の評価、それから一次評価は各所管課が記載しており

ます。現状の評価についてはチェックシートを用意していまして、各所管課は必要性、

有効性、効率性に分けて、それぞれチェックをして該当するものを選んでいくというや

り方をしております。二次評価につきましては、政策経営部のＰＴ、具体的には企画課、

財政課、行政経営課の３課で、各課から上がってきた評価表をチェックするという形を

とっているところでございます。それから、ＰＤＣＡのＡに該当する部分ですが、これ

が一次評価の中での今後の具体的な対応・改善策ということで、改善、縮小と判断した

評価につきましては、実際どのように改善するかというのを記載しているところです。

それから、二次評価においても、政策経営部として具体的な改善策を記載しております。

なお、「3,事業概要及び主な取り組み」には、前年度の評価を踏まえた改善実施の有無と

いう欄もあり、改善すると評価したところは実際にどう改善したのか、改善しなかった

場合にはなぜ改善できなかったのか、翌年度に前年度の評価を振り返ることで、できる

だけ改善の取組みを確保しているところでございます。 

次に、資料の別紙３に移ります。これが今の事務事業評価表を使って実施した平成27

年度の結果でございます。27年度の事務事業評価の対象事業数は667事務事業です。27年

度の主な特徴としては、限られた財源のもと、全ての事務事業の手法、内容等を再検証

する事業総点検ということで、できるだけ予算とリンク付けるために、財政課等とも含

めて連動して実施をしたというところが特徴でございます。 

それから、評価方法としましては、一次評価は所管課が現状評価と方向性の評価を行

います。その出てきたものを庁内評価ＰＴ、いわゆる政策経営部のほうで二次評価をし

て、最終的には未来戦略創出会議で最終的な結果を出すという流れでございます。 

実際の評価結果でございますが、現状の評価として特徴的なものは「不十分」と評価

しているものが11事業、割合にして1.6％ということで、26年度に比べ件数にして６件の

減、割合にして0.9ポイントの減という状況でございます。それから、今後の方向性につ

いての評価ですが、こちらは政策経営部が最終的に評価した内容でございます。特徴と

しては、「拡充」と評価したものは47事業で、国際アート・カルチャー都市の推進や特定

都市再生緊急整備地域の指定、子ども・子育て支援新制度の展開等によって、件数も割

合も大きくなっているというような状況になってございます。一方、「改善・見直し」と
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評価したものは104事業で、昨年度に比べ2.5ポイント減少し、「縮小」、「終了」の数も非

常に小さいというよう状況が実情でございます。 

以上、まず現状について説明させていただきました。 

原田委員長： 行政経営課長から、これまでの豊島区の行政評価の制度及び運用について説明をいた

だきました。外部評価を実施したり、どの単位で評価を行うのかということについては

試行錯誤を繰り返し、また当委員会においても外部評価として公開で施設評価をしたり

もいたしました。そういう意味で、いろいろやってきたのですが、タイミング的にちょ

うど基本構想を改定し、新基本計画を策定しているということもあって、その関係をど

う整備をしていくのかが次の話題ということになります。 

まずは、これまで豊島区でどのような行政評価が行われてきたのかということについ

て、質問ございますか。よろしいですか。 

では、続いて、行政評価における課題の説明をお願いいたします。 

行政経営課長： それでは、別紙４の本区における行政評価の課題でございます。 

１つ目は、委員長から説明があったとおり、基本計画との連携における課題でござい

ます。現在使用している事務事業評価表は、上位の政策や施策を記入することとしてい

ますが、実際に目的と手段の関係になっているか、そういったことを意識しながらこの

指標等を作成しているかというと、なかなか十分でない状況であり、基本計画とのリン

クができていないというのが一つの課題でございます。 

それから２つ目は、事務事業評価における課題でございます。具体的にみると、一つ

は経営資源再配分の機能が不十分ということで、行政評価の大きな目的の一つでありま

すいわゆる事業の中で優劣をつけて、ある程度必要な事業に財源を投入していくという

ところがなかなか仕組み的に、実際は活用できていないというところです。特に事務事

業評価ですので、事務事業評価同士が同列に扱われているということで、なかなか貢献

度、有効度というものを判断するというところまで至っていないという状況でございま

す。２番目としては、評価効果の逓減でございます。要は22年度以降、同じような事務

事業評価表を使って、同じような視点で分析をしておりますので、どうしても評価が固

定化されるという傾向にあります。また、ある程度無駄がある、そういった事業につい

ては改善が進んできたというのも事実でございまして、そういったことからここ数年

は、「縮小」や「終了」と判断される事業が減ってきている状況でございます。それから

３番としては、評価による改善効果ということで、実際、改善や縮小という評価をして

も、具体的に予算を削減するというルールがなかったり、縮小と判断したから事業を廃

止する必要があるというようなところまで踏み込んだ強制力を持たせていないという

状況でございます。４番目は評価指標設定の困難性ということで、どうしても事務事業

評価ですので、成果指標を出すように依頼をしても、実際に成果指標を設定することが

難しいというのが現実でございます。それから5番目に説明責任の確保が不十分という

ことで、実際に670事業ぐらい実施していますので非常に厚い資料となり、閲覧等はして

いますが、では本当にそれで区民が見ているかというと、些か疑問なところもあるとい

う状況でございます。6番目には評価作業の膨大な負担ということで、一次評価を行う所

管部局、多いところでは約70事業を行っている所管もございます。また、二次評価を行

う政策経営部においても、20名弱ぐらいで670事業を見るといいますと、なかなか深掘り
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が難しい、そういった状況がございまして、行政評価に係る負担が大きくなっていると

いうのが実情でございます。 

課題の大きな３つ目としては、外部評価における効果と課題でございます。こちらに

つきましては、政策評価委員会には24年度、25年度と公開事業評価を実施していただい

てございますので、効果も含めて振り返りをしたというところでございます。（１）の外

部評価による効果でございますが、①番の評価による事業の改善ということで、24年度

と25年度の２か年で15の施設について評価をいただいたわけですが、そのうちＡの「妥

当・おおむね妥当」と評価された中では、既に改善済みものが１件、一部改善が３件、

改善が困難なものが１件となっております。Ｃの「抜本的な見直し」とされたものは、

既に改善しているものが１件、一部改善が２件、改善予定のものが２件ということでご

ざいます。「改善済」と「一部改善」を見ますと８件ということで、約半分が既に改善が

進んでいるということで効果があったと判断しているところでございます。それから②

番の多面的な評価の実現では、行政内部の職員だけではなく、政策評価委員会の委員や

区民による多面的な評価が行えたというところがございます。③番の透明性の向上とい

うことでは、区民が傍聴する公開の場の中で議論が行えたという効果。それから④番目、

所管課の成果意識の向上ということで、やはり各所管課が公開という場で、政策評価委

員会の皆様の質問に答えたり、自分の考え方を述べるということで、より成果を意識し

た事業展開を考えられるような資質が身についたというような効果が考えられるとい

うところでございます。 

逆に、外部評価における課題としては、改善までに一定の期間を要する事業もあると

いうことで、評価後の継続したフォロー、１、２年度だけではなく、複数年度に分けて

継続したフォローが必要になってくるというのが一つ。それから、事務事業と同じです

が、要改善、抜本的見直しと評価された場合に、実際にどうやって改善を促していくの

かというところがルール化できていないというところでございます。それから、透明性

の確保というところでは、なかなかどの自治体も課題にしているところでして、実際、

区民の方が傍聴をしているわけですが、参加者が少ないというような状況、今回、区民

評価人ということで区民参加もお願いしたところでございますが、人数としては合計で

100人を切る状況でございました。それから、制度運用の困難性としましては、区民の参

加を前提とした場合に、やはり評価対象をわかりやすくしないと議論をしても理解いた

だけない、判断できないということでございますので、基本計画の流れとは別に施設と

いうところをとったのですが、そういった対象を別に設ける必要があると。他区におい

ては、補助金といったところを対象にして、いわゆる施策評価とは少しずれた形でやら

ざるを得ないというような状況もございます。④番は、評価に係る負担ということで、

評価をする政策評価委員や区民評価人においてもさまざまなご負担があるということ。

それから⑤番目、外部評価の位置づけということで、施策や事務事業評価とは別の枠組

みで、特定の事業を対象としているということ。また、政策評価委員会自体が既に外部

の目が入っておりますので、区民評価人の参加の意義や必要性について改めて整理する

余地があるのではないかといったところが課題であると認識しているところです。説明

は以上でございます。 

原田委員長： 行政評価、政策評価は、どの自治体でもやはり共通した課題としていろいろなものが
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指摘をされてきたところがあります。これらを全て改善していくということは難しいわ

けでありますけれども、そうはいいながらもやはり成果重視の行政というなかで、何ら

かの形で改善をしていく必要がある。その場合には、どういう観点でこの新しい制度を

設計するかということが非常に大事になってくるわけです。まずは課題としてこういう

ことがあるのだというご説明をいただきました。 

もう少し説明をいただいた上で、ではどうするかという話に入りたいと思います。ご

説明をお願いします。 

行政経営課長： それでは、最後に他区はどのような状況なのかというところを説明した上で、28年度

以降の行政評価の方向性のたたき台をご説明したいと思います。 

まず、別紙５の23区の行政評価の状況ということで、平成26年3月の国全体の調査結果

でございまして、おおよその傾向ということでご理解いただければと思います。 

まず、行政評価の狙いとしては、当然、行政運営の効率化、行政活動の成果向上、そ

れからＰＤＣＡサイクルの確立、アカウンタビリティ、職員の意識改革等はどの区も目

指しているところですが、特徴的なのは、予算圧縮・財政再建という財政効果を狙った

ものが本区を含め９区ということで過半数以下になっているということで、なかなか財

政効果まで導くような組み立てができないということで、狙いの段階から外している区

が過半数以上あるという状況でございます。 

次に、実施体制です。こちらは内部評価のみではなくて、外部評価を取り入れている

ところが16区という状況でございます。内部評価については、担当課による評価のみで

はなく、いわゆる行政改革担当課による二次評価を実施している区は13区というところ

ですが、評価の仕方はさまざまであり、今後どこまで二次評価を入れていくのかという

のは一つの判断基準になるのかなと考えてございます。 

それから、評価の対象等については、施策評価が18区、事務事業評価22区ということ

で、セットで行っている区がほとんどであるという状況です。 

予算への反映というところでは、予算要求について反映しているというのが20区ある

というところですが、一方で行政評価の成果として予算配分を大きく変更できたという

ような成果があったという区は４区でございますので、どの区も予算へ反映していると

しながらも、なかなか大きく反映できてないということが読んで取れると思います。 

行政評価の活用方法でございますが、ほとんどの区で、当該年度事業の執行への反映

も参考程度、定員管理の要求も参考程度、次年度の重点施策や重点方針の策定も参考程

度にしようということで、やはりどこまで反映できるかというのがかなり難しい状況に

なっているというところです。総合計画等への活用といった点では、進行管理に活用し

ている、これがおそらく施策評価のことを言っていると思いますが、基本計画等の進行

管理に行政評価を使っているという区が18区ということで、やはり進捗管理は基本的に

行政評価で行うというスタンスでどの区も対応しているというところでございます。 

次に、行政評価の成果でございますが、成果につきましては、成果の観点で施策や事

業が検討された、あるいは事務事業の廃止、またはその予算削減につながった、個別の

事務事業の執行率が向上したというところはどの区も多くなっておりますが、先ほど申

したとおり、予算配分を大きく変更できた、人員配置を大きく変更できたというところ

については、回答しているところが非常に少ないという状況でございます。 
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次に、行政評価の課題です。多いのは評価指標の設定、予算編成等への活用、職員の

意識改革、行政評価の効率化、いわゆる負担感があるというようなところで、先程本区

の課題も報告させていただきましたが、やはりどの区も同じ課題を持っているという傾

向が見てとれます。 

外部有識者による評価については、実施状況は16区が実施しているというところで

す。ただ、実際の反映については、予算、予算査定についても、やはり参考程度が多い

という状況になっております。 

最後に、議会の関与でございますが、本区においては評価結果をご報告しているとこ

ろでございまして、他の区も同じようなスタンスです。議会に審査を受けるとしている

区は２区にとどまっているという状況でございます。 

原田委員長： 続けて、今後の方向性についてもご説明ください。 

行政経営課長： 別紙６「28年度以降の行政評価の方向性（案）」でございます。本日一番ご議論、ご指

摘いただきたいところでございまして、現状、課題、他区の状況等に基づきまして、本

区がどうあるべきかというところで、たたき台を作成させていただきました。 

まず、施策評価を導入するというのが大きなところでございます。評価対象としまし

ては、全施策を毎年行うということで72施策でございます。これは新たな基本計画の施

策数と同じでございます。 

それから、事務事業評価では現在約650事業を実施しているわけですが、これを大きく

２つに区分してございます。１つは計画事業です。新基本計画の各施策の中から２つか

ら３つ、施策に対して代表的な事業、あるいは貢献度の高い事業を選定する作業を進め

ておりまして、これを利用して施策評価も行いたいということで250事業程度を見込ん

でおり、毎年度評価を行うというところです。それ以外の事業は一般事業と呼んで約400

事業でございますが、これにつきましては３年に１回詳細な評価を行うこととし、残り

の２年については簡易的なチェックというような形に変えたいと考えております。 

評価の目的については、より明確化を図るということで、施策評価は基本計画、ある

いは、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗を管理するというのが一つです。それか

ら、区民意識の反映として、成果主義に基づいた内容を評価していくというものです。

また、区政運営の透明性の向上ということで、基本計画の成果が目標どおりに進んでい

るかどうかというところを明確に出していこうという役割でございます。 

一方、事務事業評価につきましては、やはり一つひとつの事務の改善であったり、職

員が自分の仕事をチェックするというような意識をさせるということを目的としよう

というような構成でございます。 

次に、指標ですが、施策評価は現在、成果指標ということで前回まで委員の皆様にご

議論いただいた内容を踏まえて作成しているということでございます。事務事業評価に

つきましては、先ほど課題等で述べさせていただきましたが、なかなか成果指標を設定

できませんので、必要に応じて活動指標を活用してもよいという組み立てです。 

次に、評価者ですが、施策評価は一次評価を所管の部課長、管理職に依頼をしまして、

その結果を二次評価としまして政策評価委員会、外部の視点で評価いただくと。最終的

には区の評価として、未来戦略創出会議で決定していくというようになってございま

す。ただし、二次評価にあたっては何らかの基準による評価対象の絞り込みを検討とい
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うことで、72事業全てを政策評価委員会で見るというのは、実際上非常に難しいので、

どうやって絞り込みをし、評価を行っていくかというところが、今事務局で一番悩んで

いるところです。 

それから、事務事業評価の中の計画事業につきましては、一次評価が課長、二次評価

が部長ということで、基本的に部の中で評価にはある程度責任を持っていただいて、そ

の内容を政策評価委員会に出してもらうという中身です。一般事業につきましては、一

次評価を所管課長、二次評価、いわゆる３年に１回のみは政策経営部の外部的な視点で

深く掘り下げた評価を行うという内容でございます。 

結果の反映ですが、施策については基本計画で進捗状況を確認していきますので、例

えば前期の５年間で培った内容について後期の基本計画に反映していく。それから、毎

年度作成する未来戦略推進プランの中で反映していく。予算編成といったところでは、

その施策の中で行政資源の再配分機能を持たせることができるかどうか、その辺が事務

局として非常に難しいなというように考えているところです。 

事務事業における結果の反映つきましては、当然、縮減した場合の予算の編成、それ

から人、組織、事務事業の改善に反映していくという内容です。 

次に、政策評価委員会と関係ですが、施策評価については基本計画やまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の中で進捗管理をしていただくという内容と、もう一つは本日の内容

のように、行政評価の指標についてご指摘いただくという関係でございます。また、事

務事業評価においては、評価方法へのご指摘、また、事務事業評価状況をご報告させて

いただいてその内容を確認していただくという役割を担っていただくというものです。 

それから外部評価につきましては、毎年度、政策評価委員会によって施策の進捗管理

をしていただきますので、本区としては基本的にはこれを外部評価として位置づけたい

と思ってございまして、評価自体には区民評価人は導入しないというように考えている

ところでございます。それから計画期間の４年目、９年目というのは、次の計画を作る

段階ですので、その段階を軸に２年から３年に１回公開評価を行い、イメージとしては、

政策評価委員会が評価している状況を区民の方に見ていただいて、ご意見を伺うような

やり方を導入したいというように考えてございます。 

最後に、実施期間ですが、施策評価においては基本的に前半の基本計画の５年、後半

の基本計画の５年というものを一つのサイクルとして考えていきたいと考えてござい

ます。事務事業評価については３年に１回深掘りをしていくというシステムによって、

ある程度職員等の負担軽減を行いたいというところで、３年でローテーションというと

ころでございます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

これまでの現状と課題を踏まえて、新しい基本計画が策定された後にそれに伴って動

かしていく行政評価のあり方についてということでございました。まずは、ここまでで

ご意見、ご質問いかがでしょうか。 

Ｂ委員： 今後の方向性の中で、施策評価の評価対象として全施策、72施策とあります。今年か

ら施策レベルでの評価を復活させたと考えてよろしいですか。 

行政経営課長： 平成28年度以降、施策評価を実施したいというところでございます。ここ、六、七年

実施しておりませんでしたので、復活させたいということです。 
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Ｂ委員： それは平成19年度や21年度に行った施策評価の取組みと何が違うのか、また同じなの

かについて教えていただけますか。 

行政経営課長： 当時の施策評価につきましては、やはり基本計画の中で明確な指標がなかったりと

か、その目標と手法の関係が十分に整理されないままに行ってきたということで、なか

なかその先、施策評価が進まなかったというところがございました。今回は、基本計画

の中で施策単位に成果指標をきちっと設定いたしますので、その進捗管理をしなければ

ならないという状況が前回とは大きく違う点でございまして、28年度以降施策評価を導

入したいと考えたところです。 

原田委員長： たしか、施策評価の対象の括り方が基本計画とは違っていたと思いますが、いかがで

したでしょうか。 

  事務局： 施策評価としておりますが、実際には当時の基本計画で定める施策のレベルではな

く、事務事業と施策の中間的なレベルのものを設定して、それについてその３年間は評

価をしていたという状況です。 

Ｂ委員： ということは、前回よりも基本計画とのリンクを意識して、目標と指標をリンクさせ

ていくということですね。その場合、この基本計画とのリンクについては、施策と事務

事業評価も一つの体系の中で評価をしていくという理解でよろしいですか。 

行政経営課長： はい。施策の下にきちっと事務事業を紐付けし、特にその中から施策に対して貢献度

が大きいものや代表的なものを２つから３つ計画事業として選んでまいります。明確に

なるよう体系づくりをしているところです。 

Ｂ委員： となりますと、別紙４に基本計画との連携における課題というのがございました。そ

こでは、「現在使用している事務事業評価表は、上位の政策や施策を記入し、どの配下に

ある事業なのかを意識させる設計となっているが、実際の評価にあたって「目的と手段」

の関係から分析を行うなど、基本計画を意識した具体的な活用がなされていない」とあ

ります。まず、何故このようなことが起こっているのかという現状認識、あと、これを

どのように克服して、施策評価を実現させようとお考えになっているのかお聞かせくだ

さい。 

行政経営課長： どうして上手くいっていないかというところですが、これまでは施策の中でそれぞ

れの事業がどういうところに位置づけられているのか、有効度、貢献度という意識や

認識が十分にできてこなかったというところが一番の問題であったので、今回考えて

いるのものとは大きく違うというところです。 

Ｇ委員： 現在の基本計画と新しい基本計画を見比べるとわかるかなと思うのですが、現状では

施策の一つ上のレベルである政策の単位で成果指標を設定しております。ですので、施

策単位で進捗管理をするようなつくりになっていないことが、やはり大きい原因だった

のかなと思っておりまして、それを踏まえて今回は施策単位で全て成果指標を設けて、

進捗管理をしていこうと改めているところでございます。 

原田委員長： 施策と事業との関係がどのようになっているかという点でいうと、現行の基本計画

は、計画の中に全てではないにしても具体的な事業名まで書き込まれている。そういう

意味で、施策と事業との関係が比較的、ある程度は固定的に書き込まれている。しかし

事業そのものは、ずっと続くような事業もあれば、３年から５年で変わっていくような

ものもあるだろうと。そういう意味で、事業の一部の流動性みたいなものを考えると、
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あらかじめ全ての事業や主要な事業を書き込んでいくことが本当によいのかどうかと

いう判断はおそらくあったのであろうと。そして、今回の新基本計画を作成するに当た

っては、そうした事業の計画化は基本計画の実施計画である未来戦略推進プランという

毎年度作成するものに委ねることとし、施策が本当に当初の期待された効果を上げてい

るのかどうかをチェックしましょうという設計をしたということです。 

となると、本当に目的と手段との関係が、職員の側にまた逆に薄らいでしまうという

可能性が常にあるわけです。ですから、目的と手段との関係から、この施策評価と事務

事業評価をどのようにつなげていくのかということについて、やはり政策評価委員会で

一工夫しないといけないと思ってきたということです。 

ほかの方々、いかがでしょうか。 

Ｄ委員： タイムスケジュールですが、最初５年間ということですけども、この５年間で 72 施

策、あるいはそこから絞ったものを５年間かけて実施していくということなのか、並行

的に、あるいは幾つかの施策を１年、２年でやって、それが繰り返しになるのかという

のは、どういうお考えでいるのでしょうか。 

行政経営課長： まず、72施策、各所管部局においては毎年度評価を行うということです。その後、二

次評価として政策評価委員会がどの部分を行うのかということについては１年で 72 施

策全てを扱うことは難しいですので、進行管理をしていくにあたり、そこをどうローテ

ーションでやるのかなど、本日ご意見を伺った上で、考えていきたいというところでご

ざいます。 

Ｄ委員： 評価にあたっては、施策によって進め方や要する時間もいろいろだと思うので、方向

性は決めていただいたほうがよいと思います。 

Ａ委員： 確認ですが、施策評価の一次評価と三次評価については全事業を行い、二次評価につ

いてはピックアップをしたり、何らかの基準を設けて二次評価だけはその年度で全ては

行わないという理解でよろしいのでしょうか。 

行政経営課長： 基本的には一次も二次も三次も全部というところなのですが、二次については実際に

は一覧表にしたうえでどこを政策評価委員会で評価してもらうかという形になってく

るかと思います。 

原田委員長： このあたりは、本来であれば72施策全て実施するのがよいのかもしれませんが、委員

会のマンパワー、会議体を年に何十回もできないということもありますので、そういう

点でいうと何らかの絞り込みを行わないといけない。では、どういう観点で行うべきか

というと、施策にもおそらく長寿命の施策と短寿命の施策というのが当然あり得る。直

ぐに立ち上がるような施策であれば早目にやり、ゆっくりしか上がってこないものにつ

いては上がってきたところで捉えないと意味がないということになるだろうと思いま

す。しかし、そういう施策のライフスパンみたいなものを測定するということは非常に

困難であるとすると、私なりにどう考えてきたかという点で申しますと、やはり施策に

は成果指標がついているので、上手くいってない指標と余りにも出来過ぎている指標、

これらは何らかの問題があるのだろうと思います。ですから、ここでいう何らかの基準

というのは出来過ぎと大きく駄目なものになるのだろうという気がしています。 

この点を国の政策評価ではどのように考えてきたのかというと、やはり簡素化という

のでしょうか、ある程度負担を軽くしていかなければ、全てやっていられないという話
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がどこでもある。かつて、評価の単位というのはたしか１万を超えていたと思います。

多分、世界で最多の評価をしていたと思うのですけれども、いろいろな形で評価を簡素

化していったのだろうと思うのです。 

今回の区の事務事業評価でも２種類に分けて行おうということは、それなりの対応を

しているのだろうと思いますけれど、国の政策評価審議会、政策評価・独立行政法人評

価委員会が示しているのが、やはり施策が上手くいったかどうかというのをある程度標

準化する。○とか×とか△というものを、どういうものをもって○というのか、△とい

うのかということを５段階ぐらいで分類する。その分類したものによって、出来過ぎて

いる場合と、余りできないというものにアラームをつけて、そこだけピックアップをし

ていくというやり方があるのではないかというのが、今の国の政策評価の標準化という

のでしょう。要するに、成果が上がっているかどうかというのを、各省まちまちに判断

するのでは困るので、横串を指す形である程度数量的に考えましょうということだと思

います。 

例えば、そういうような形で、やはりピックアップをしていくことが、私としてはよ

いのではないか、つまり施策として上手くいっていると出ているものを敢えて評価する

必要はないわけで、上手くいっていないものについて重点的に評価するということはあ

るのかなと。しかし庁内的には、評価対象に当たらないという部局が出てくるというこ

とをどうするか。今までですとローリングで 72 施策を５年で割って実施するという発

想ですけれど、本当にそれが成果重視の行政という観点でよいのかどうかということ

は、やはり考えないといけない。そういう意味では、アンバランスになったり不釣り合

いになったりするということは承知の上で、ある程度標準化したもので実施していく

と。国でいうと、成果指標で目標を立てたけれども、その 130％以上のものについては、

これ何かおかしいと、あるいはもう出来上がっているかもしれない、施策の見直しとい

ったこともある。そうすると、次に基本計画を見直すときには施策自身をもう少し前に

進めていくということだってあり得ると。そういうことも踏まえて、上手くいっている

ものいってないものをピックアップするということがあるのかなと、私自身は思ってき

たところです。 

Ｅ委員： 今の委員長の話、よく理解できました。この 72施策というのは、現行の基本計画でも

72施策ですか。 

行政経営課長： 同じです。 

Ｅ委員： 施策の目的を明らかにし、手段としての事務事業がきちんと紐付けられているかどう

かというのも明らかにして、それを評価しましょうというお話と理解いたしました。そ

うすると、例えば計画事業とか重点事業をピックアップして評価するのではなく、一つ

上の施策全体で評価しましょうということで、よろしいですね。 

原田委員長： 私の理解はそうで、正確に言うと、施策評価と事務事業評価をできればワンセット、

１ユニットで行いたい。事務局に確認ですが、先ほど計画事業と云々という話がありま

したが、各部局から２つ、３つの代表的なあるいは貢献度が大きいものとセットという

理解でよろしいですか。 

行政経営課長： おっしゃるとおりです。施策だけでは成り立ちませんので、施策にぶら下がっている

計画事業であったり、その貢献度が高いものとリンクしてセットで評価していくという
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のが基本的な考え方でございます。 

Ｅ委員： そうすると、例えば今の基本計画の「地域活動の活性化と連携の促進」という施策が

ありますと、その目標の意味する活性化と連携の促進というのが、豊島区ではどういう

意味であって、どうなっているとそうなったと言えるというのを基本計画に書かれるわ

けですね。 

長期計画担当課長： そうです。 

Ｅ員長： そうすると、基本的にはそれに準じて評価ができると考えてよいですか。 

原田委員長： 新基本計画の検討は現在、施策レベルを議論している状況です。 

私が基本構想審議会の会長として一番危惧をしているのは、目的と手段という観点

で、本当に精査がされず、既存の事業をどこかの施策にぶら下げないといけないという

発想で、単純に整理してしまうということになりはしないかということです。施策が先

にあって、その後に事業ということになれば理想的ですけども、事業があって施策が出

てくることも常にあるわけで、やめられない事業があり、それをどう施策に結びつける

かという発想についついなりがちであると。となると１ユニットで施策に事業をぶら下

げる形で評価をしていきましょうと言っても、ばらばらな組み合わせみたいな、何とい

いますか、ケーキの上にニンジンが刺さっているような、これ一体どんな食べ物だとい

うような感じになってしまわないかというのが、これからの心配です。だからこそ、そ

の場合は、一体どういう事業をつくり出すのかということを施策中心に見直していくべ

きだろうというセオリーに戻らざるを得ないのかなという気はしています。 

長期計画担当課長： 現在策定中の基本計画の作りを用意しましたのでご覧ください。施策ごとに見開きで

頁を作っていまして、左側に施策の目標、現状と課題を掲載しております。そして右側

の頁に、施策の目標を達成するための主な取り組み内容を掲載しています。さらに、施

策の達成度を測る指標ということで、それぞれの施策に成果指標を１つないし２つ程度

設定しているところです。 

原田委員長： こちらの主な取り組み内容については、抽象的に書いているところもあれば、非常に

具体的に書いているところがあって、やや全体として精粗がないわけではないかなとい

う気がしています。何といいますか、取り組み内容として明確になっているものは明確

に書きたいと所管部局は思うでしょうし、そうでない場合には少し抽象的に書いておか

ないと10年後まで使えないという議論が常にある。ですから、部局がおかれた政策課題

みたいなものが、この書きぶりに反映してしまうというところが全般的にあります。本

当はレベル感を合わせて、書いてもらえればよいのですが、部局によっても政策の体系

に違いがありますので、同じフォーマットの中に当てはめて見てみると、やや違いがあ

るのかなという気がします。 

Ａ委員： 今、ご説明いただいてよくわかってきました。そうしますと、施策評価の二次評価は

やるところと、やらないところがあるので、「二次」という名称でよいのかどうか。外部

評価であれば実施する年と実施しない年があるということはあるので、そういうイメー

ジでもよいのではないかと、全体像をお聞きして思いました。 

それから、当委員会は透明性を担保する委員会の一つですから、部局に対する事前の

説明や区民の方にどうやって説明していくのか、例えば学校でいうと抜き打ちテスト方

式なのか、試験範囲を決めてある程度伝えておくという方法なのかは、今後議論してい
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っていいと思います。 

原田委員長： Ａ委員がおっしゃるとおりで、私は先ほど上手くいっているもの、そうでないものが

あるということを申しましたが、もう一つの可能性として、新しい基本計画の中では重

点施策というものを定めている。これについては継続してウオッチしていくということ

がないと、何のための重点だという議論が常にあるだろうと思います。そうなると、重

点施策と上手くいき過ぎているもの、いかな過ぎているもの、あとはボリューム感でそ

の中からどうやってピックアップしていくのかということは、明確にしていかないとい

けないという気がしています。 

行政経営課長： この議論をするときに一番悩んだところで、例えば来年度仮に二次評価を政策評価委

員会が実施するとしたら、本当に１年後にきちんと結果が出ている事業はどのくらいあ

るのかという悩みはありますし、指標自体の目標が高いもの低いものがあって、１年目

で到達したものがあったらどうするか、やはりそういったところで、どう所管部局と詰

めていって、二次評価の対象となる事業を選ぶかというところが本当に難しい。 

それから、目的の一つとしてやはり各部局でも自分たちが見られている、成果で評価、

判断されているということをある程度体験してもらわないと、なかなかこの行政評価と

いう素地が豊島区に浸透していかないので、ある程度広範囲で実施したいというのもあ

りますので、その辺をどういう過重をかけて選んでいくのか、事業数としてもそんなに

多くできないですから、どういうふうに選ぶかというのは、非常に難しいなと考えてい

るところでございます。 

原田委員長： あと今日は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の話もありました。やはり、もともと

自治体が行ってきた基本計画と、外部から言われて作成をすることになった総合戦略

が、本区にとってどう違うのか。総合戦略には「ＫＰＩ」、Key Performance Indicator

を示せということがあるので、今回の基本計画と非常に発想としては似ている。しかし

総合戦略は、例えば環境保護というのはその政策の中に入らなかったりするという意味

で、施策の網羅性については求められていないのです。ですから基本計画に取ってかわ

るようなものでは決してない。この両方の進捗管理を、どのように区民にわかりやすい

形で見せていくのかというのは非常に難しくて、それぞれをやらないといけないし、違

う指標を立てたりもしている。そうすると、片方の指標では上手くいっているのに、も

う片方ではどうなのだという話になってきて、どうしたものかなと皆さんも悩んでいら

っしゃるのだろうと思います。 

長期計画担当課長： まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、国全体の人口減少社会、これにど

う立ち向かうかというところで、各自治体がそれぞれ戦略を定めるものでございます。

一方、基本計画はやはり区政全体の進行管理をしていくという中で、人口減少に対する

施策等をピックアップしながら、いかに総合戦略をまとめていくかというところで、今

回少し苦労したところではございます。 

原田委員長： 先ほど、行政経営課長が施策評価のときに、まち・ひと・しごと創生総合戦略の話も

なさったわけですけども、そこのＫＰＩについてもこの委員会で見ていくことを考えて

いるということですか。 

行政経営課長： ＫＰＩのほう、毎年評価というところがあったので、その辺とのリンクをどうしよう

かなということなので、これはまだ想定段階で、部内でも詰め切ってないところですの
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で、一緒にやったほうがわかりやすいのか、完全に分けたほうがわかりやすいのかとい

う議論はあると思いますので、その辺は事務局で詰めていきたいと思っています。 

Ｇ委員： まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策体系は基本計画とはリンクはしませんけれど

も、総合戦略は事業そのものにＫＰＩをつくっておりますので、総合戦略の事業は、ほ

ぼ基本計画の計画事業と合ってくるものと考えています。ですので、計画事業について

は毎年進捗管理をしますから、総合戦略に位置づけた事業も同様となります。基本計画

の重点施策の中に位置づけられている計画事業と、総合戦略において位置づけられてい

る事業、それが一覧でわかるようにしていきたいと思いますので、進捗管理自体は一元

的に行うことは可能だと思っております。そこはまた事務局のほうで説明ができるよう

にしたいと思います。 

Ａ委員： ちなみに、重点施策というのは幾つあるのでしょうか。 

長期計画担当課長： 重点施策は全部で 24施策です。 

原田委員長： 重点施策は、比較的部局で一つぐらいはピックアップをしてもらっているはずなの

で、これを取り上げていくというのは、先程の課題でいうと、当たらない部局はないと

いうことになるのかなという気がしています。しかしながら、全て大事だと言えばそう

ですけども、メリハリを付けることはあるのだろうと思います。 

Ｅ委員： 

 

そうすると、二次評価の指標というよりは、何か視点を決めていくという部分も必要

かなと思います、先ほど委員長がおっしゃった施策のライフスパンという時間軸であっ

たり、進捗度が上下の極端なものをピックアップしてアラームをつけるというお話もす

ごく理解できます。 

例えば、基本計画の重点施策には結びつかないかもしれませんが、民間でいうと他の

視点というか軸があって、一つには事業同士の連携が進んで、総合的にも良い影響を及

ぼすみたいな、総合連携、連関軸みたいな言い方をするときがあります。組み合わせで

良くなっていくというときです。それから、もう一つはそうではなくて、新しい事業や

新しい考え方を取り入れるときには、少し今までの事業ではない、民間でいうと新基軸

ですね。あるいは、少し芽が出てきたイノベーティブな事業、先行的に投資する事業、

こういうものをレバレッジポイントとして使う軸みたいなものが、これが合うかどうか

はわからないのですが、一つの視点としてそういうものもあって、総合戦略のほうはそ

ちらの視点で見るといったような分け方は、もしかしたらあるのかなという感じがしま

した。 

原田委員長： 非常に興味深いなと思ったのですが、どうしても進捗管理というのはあるべき姿が既

に描かれていて、そこに追いつけ追い越せという発想で、そこから越えるものというの

はないわけですよね。しかし、本当は政策そのものをブレイクスルーしていくことだっ

てあるわけで、その萌芽としての何かイノベーティブな事業があれば、そこを一生懸命

分析してみて、それで何かいろいろな効果が出てくるのであれば、もっと横展開しよう

みたいなことが、多分民間ではあるのだろうという気がします。しかし、そういう意味

では何のために評価をするかというところのポイントが、やはり今で言うと計画の進捗

管理をするというところに置かれているがゆえの一定の制約なのだろうなという気が

しています。 

それと、もう一点だけご説明しておきたいのは、参考資料「目標型の政策評価の実施



第 4 回会議録（271207）.docx 

- 15 - 

に関するガイドライン」の「5.政策評価と行政事業レビューとの連携の確保について」

という記載があります。簡単にご説明すると、今、国レベルの府省の施策は、総務省が

第二次評価をしているのですが、本区でいうところの事務事業評価は内閣府、内閣官房

に置かれている行政改革推進会議という総理大臣が座長をしている会議体で事業をし

ています。そういう意味では、２つの評価が別の組織で行われているのです。この両者

を何とか結びつけないといけないのではないかという議論を今更ながら国はしている

ということで、違う部局でそれぞれ評価が行われ、中にはこの２つの会議体に共に所属

している委員がおりまして、一方では上手くいっていというけれど、他方では上手くい

ってないといっていると。この関係はどうなっているのということが今、国の問題とし

て取り上げられているわけです。 

当然、本区でもそうした問題があるわけで、政策は政策、事業は事業でやっていくと、

ばらばらの評価が２つ出てくると。そうであれば、やはりこの２つを組み合わせて評価

をしていく必要があるのではないか。組み合わせというか、１単位として評価をしてい

く必要があるのではないか。実施してみると多分、施策と事業が全然結びついてないと

か、施策のつけ方がおかしかったとか、いろいろな議論が出てくるのだろうという気は

しています。 

Ｂ委員： 別紙 6「28年度以降の行政評価の方向性（案）」の事務事業評価のところで、「一般事

業」については、二次評価は詳細評価時のみ政策経営部が行うと書かれており、3 年に

1回深く掘り下げた評価を行うと説明をいただきました。 

この関係でいうと、これまでの会議においてＦ委員から何度か発言があったことがず

っと気になっていて、それは「達成目標、指標を設定して毎年モニタリングをし、何ら

かの結果がでるが、何故そうなったのかが分からない」と言っていたことが印象に残っ

ています。そして「何故そうなったのかが分からなければ、次にどういう手を打ったら

良いかもよく分からない」とも言っておられ、このシステムの一番のボトルネックとい

うか、問題点を指摘されているとご発言を聞くたびに感じていました。 

このことを今日示されたシステムのどこでやるのかというと、3 年に 1 回、深く掘り

下げた評価のところだと思います。 

先日、アメリカ評価学会に行った際に、カナダの評価者と話す機会がありました。そ

の方は内部評価人という立場であり、評価だけを専門に行うスタッフとして採用された

評価部局の職員でした。その方に「評価結果の利用については、年に１回報告書を出し

ても上手く利用できない、疲労が出ていると言われているが、どう思うか」と質問した

ところ、「私たちのところでは、評価結果が出てきたタイミングで、それが担当官にとっ

て裨益すると思えば、直ぐにフィードバックする。そうしないと、行政というものは常

に動いているので、年に１回出されても、それは既に対処済みになってしまっているも

のになる」と言っていました。内部評価を実施していることの利点は、そこにあると言

ったのです。 

どうもカナダは政府全体で外部評価人が減ってきて、だんだん専門性を持った人を内

部化しているようなのです。もちろん評価能力の育成や評価文化の育成の仕方が違うわ

けで、評価文化の育成で言えば、まさに評価の専門士を持った方を内部化して、そこが

エンジンのようになっていて、内部に居ながらにして他の部署の人間とも非常に良い関
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係を作っているのです。そこは難しいところで、あまり癒着してしまうと評価者として

の独立性が保てなくなり、一定の距離感が必要です。しかしながら、その方が言ってい

たのは「結果が出たら直ぐに、報告書になる前に、ある程度のまとまりになった度にフ

ィードバックをしている。このため最後の評価書というのは、もはや自分たちのものの

一部であって、内部の評価者が作ってきてこれですというのではなく、事業担当者がま

るで自分が作ったかのような意識になる」というのです。 

要は、システムが違うのだけれども、3 年に 1 回深掘りをしたことで、先程副区長の

発言を出しましたが、経営者からのそういった要請に応えられるのかということが一点

です。 

もう一点は、評価文化を育成するうえで、二次評価を施策レベルで、政策評価委員会

で万遍なくという発言に繋がっていくのかと思いますが、それは事務事業評価の二次評

価を行う中で育成できないものなのか。内部の人間同士なので難しいということなのか

もしれませんが、施策評価にそこまで負わせるのは大変厳しくなってくると思います。

評価文化を育成するのは外部の政策評価委員会だけではないということを考えれば、い

ろいろな方法が見えてくるのではという感想を持ちました。 

原田委員長： Ｂ委員のおっしゃったところで言うと、3 年に 1 回の詳細な評価と言うのは、計画事

業 250事業に行っているような評価を 3年に 1回するという意味ではないかということ

です。計画事業の評価は毎年行うが、それをもっと真剣に深く調査をするということで

はなく、それを 3年に 1回だけやるという趣旨ではないかと思いますがが、そういう趣

旨ですか。 

行政経営課長： 計画事業は現在と同じレベルの評価を毎年度実施した上で、一般事業の中の 3 分の 1

は計画事業と同じレベルで実施し、残りの 3分の 2は簡略化するという考え方であり、

委員長ご指摘のとおりです。 

原田委員長： ですから、原因分析をして、ある事業がどうして上手くいかないのかということを、

もっと掘り下げてやっていくという趣旨では必ずしもない、というのがこの資料の内容

なのです。それで良いのかと言われれば、ごもっともですが、今でも簡易化しているも

のをさらに簡易化することにはなる。本当はどうして上手くいったのか、いっていない

のかをもう少し考えないといけないのでしが、そこまでのマンパワーがないので現状は

こうなっていると。さらに今でも相当の負担感があるので、その負担感を減らすにはロ

ーテーションを３分の１にするということですね。Ｂ委員からすると、それは評価には

値しないと、もう少しちゃんとやりなさいという趣旨があるのかなという気がします

が、如何でしょうか。 

Ｂ委員： ありがとうございました。評価能力、いわゆる業界用語的な評価能力というのは、決

してマイナスなイメージの言葉ではなく、評価能力というのは様々で、システムも違い

ます。外部から評価のトレーニングを受けた人間を入れている国もあれば、そうでない

ところもあります。そういった制約の中でどうするのだというところだと思います。た

だ、何度も名前を出して申し訳ありませんが、副区長の発言からニーズはちゃんとある

のだなと思いました。評価研究の用語で言うと、業績測定、パフォーマンスメジャーメ

ントは沢山やりました、その後どうプログラム評価に繋げていくかという議論、これは

メジャーな議論で、まさに副区長はそのことを指摘されています。それこそが評価の有
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用性にも繋がるということは、アメリカ政府も取り組もうとしているので、そこはまさ

にそのとおりだと思うのです。 

“評価疲れ”といった時に何が要因かということを考えると、やるのは大変だけど、

それ以上に、本当に幹部が見て会議で使ってくれているのかとか、これをきっかけにア

ラームが鳴っているからもっと深掘りをしていこうと次の調査に繋がり、そのことによ

って私たちの業務が楽になるのかとか、そういうことも含めて“評価疲れ”になるので

はないかと感じています。 

それと関係して、別紙 4「行政評価における課題」の 2（3）で「評価による改善効果」

とあります。「改善や縮小と評価された場合に、予算を削減するルールや是正を徹底する

強制力が明確になっていない」と記載されていますが、これらは評価研究上では、直接

的な利用、または道具的な利用と呼んでおり、なかなか難しいものであるというのが一

般的な考え方になっています。もちろんそれを否定するものではなく、その努力は必要

としながらも、これはいろいろな条件が揃わないと、評価結果によって直接的に予算を

削減したり増額するとかにはなかなかならないものであると。しかしながら、評価とい

うのはそれ以上により効果的なものであるという認識があって、最終的に予算を削減し

たり、事業を修正したりすることにつながるが、それはあくまでも意思決定の場におい

て議論を繰り返したからそのようになっていくものだ、と言われています。評価によっ

て大きな変化が起こるとすれば、既にそのような意識が醸成されていて「この事業はも

ういらないよね」というのを後押ししていることが多くて、その時に道具的な利用とい

うのが現れてくるけれども、そうでなければ、何回も何回も評価結果を出して、何度も

何度も幹部の又は担当者の会議の中で、どうしてこれは伸びないのか、何でこうなるの

か、数字は良く出ているけれども上位の目標を達成していないのは何故なのか、という

のを毎年、毎年、審議をすることで、そこからなんかこれおかしいよと、次の評価、次

の調査につなげることになるわけです。 

評価というのは、皆さんの今持っている考え方を少しずつ変えていったり、より深め

ていったりすることで最後に大きな変化に繋がるものです。概念的な利用と言っていま

すが、その方がもっと頻繁に起こっているという発想なのです。もちろん予算との連携

を否定しているのではなく、そこも熱心にやっている。しかし実際には、頻度としては

今申し上げた概念的利用、つまり、評価結果が蓄積し、少しずつ人々の意識を変え、時

に大きな変化をもたらすということの方が多いと考えられることから、評価結果は審議

の場で活用することが大事だと考えられています。問題なのは審議に値するデータにな

っているかどうか、指標になっているかどうかなのではないかと感じています。 

原田委員長： 評価は、言い換えれば漢方薬みたいなもので、それを服用していると長生きすると。

漢方薬が漢方薬たり得るのかということをちゃんとやれ、ということだろうと思いま

す。インフルエンザの際のタミフルのように飲んだら直ぐ何とかなるというものでは決

してないと。しかしそういう話だと財政課にはなかなか納得してもらえないということ

も確かで、これだけのマンパワーを使って評価を導入していく時に、評価を主管してい

る部署としては、その効用というものを常に道具的に主張したいという気持ちに駆られ

るというのはあるのだろうなと思います。 
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Ｂ委員： なので、申し上げたいのは、「強制力」に悩む必要はないということでする。あまり

やり過ぎると、今度は出口が決まるので入り口を変えるようになりますから、そのほう

が結果としては恐ろしいことかなとも思います。 

原田委員長： ありがとうございます。この次年度以降の行政評価の方向性については、各委員から

いろいろなご意見をいただきましたので、もう一回ぐらいということになりますか。今

日の議論を踏まえて、また事務局でご準備いただきたいと思います。 

最後に一言だけ申し上げると、新しい基本計画がされても、その成果を測定して評価

をしていくのは、来年度はないということになると。ですから来年度、本委員会は開か

れないのか、それとも成果指標を測定する結果が出る前に、やるべき準備作業みたいな

ものがあるのか、というのは来年度の課題、来年度固有の課題かなと思っております。

実際にその結果が出てくれば、どれをチョイスするのかというところから始まって、い

ろいろ選定して評価をしていって深掘りをしていくということになると思いますが、来

年度どうするかが少し気になっているということです。お考えのところはありますか。 

Ｇ委員： これから事務局で検討するところでありますけれども、せっかく基本計画で施策単位

に成果指標を設定して、さあスタートという最初の年でありますので、準備という形で

も構わなければ、ぜひ政策評価委員会を開き、この考え方、意識をつないでいくような

機会にしていければと思っておりますので、またご相談したいと存じます。 

Ａ委員： 次回でもちろん結構なのですが、公開評価をされるというようにも書いてあるので、

その位置づけなども教えていただければと思います。 

原田委員長： 確かに結果が出てないものについて、何を選んでいくのかというのはやはり非常に難

しい。庁内の問題という考え方もありますけれども、説明をしていかないと行政経営課

もなかなか難しいところがあるかなという気がしています。 

Ｄ委員： 今の選定に関してですが、公開事業評価の際の対応状況の中に「改善困難」というの

がありまして、仮に進捗度が良いのと悪いのから選んでいった時に、その悪い理由がこ

の改善困難だった場合に、それはどう扱うのかということがあります。それと、改善困

難かどうかという判断をどういう理由でしたのかということを、来年度のこの委員会で

聞けるのであれば、そういう話も聞きたいという気はしています。 

原田委員長： 改善困難だけれどもやり続けざるを得ないというものもあるかもしれない。やめられ

ないというところも、それは諸般の事情でもありますし、法令上そうだということもあ

るでしょうし、なかなかそのあたりは難しいところですね。 

原田委員長： それでは、今日の議論を踏まえて、また次回の会議としたいと思います。 

事務局から事務連絡をお願いします。 

行政経営課長： ありがとうございました。たくさん宿題もいただきましたので、本日のご指摘につい

は次回、ご回答させていただきたいと思います。 

次回の日程ですが、平成28年1月25日の月曜日、午後6時からこの会場で開催予定とな

ってございます。ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

原田委員長： では、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）新基本計画策定後の新たな行政評価の枠組み（案）について 

豊島区における行政評価の現状と課題等を共有したうえで、平成 28 年度以降の

行政評価の方向性について意見交換を実施した。 

提出された資料等 

【資料】 

別紙１  豊島区行政評価の経緯 

別紙２  平成２７年度事務事業評価表 

別紙３  平成 27年度の行政評価実施結果 

別紙４  行政評価における課題 

別紙５  ２３区の行政評価実施状況（総務省調査結果をもとに分析） 

別紙６  ２８年度以降の行政評価の方向性（案）  

参 考  目標管理型の政策評価の実施に関するガイトライン（総務省行政評価局） 


