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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 28年度第 2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２８年１１月４日（金） 18時 00分～19時 45分 

開催場所 庁議室（本庁舎 5階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 議事 

(1) 平成２８年度施策評価の試行について 

対象施策；来街者の受入環境の整備 

(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 

外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・大﨑 映二（行政アドバイザー）・

猪岐幸一（公認会計士）・益田直子（拓殖大学政経学部准教授）・水島正彦（豊島区

副区長）・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

欠席２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 

企画課長： 本年度第３回の政策評価委員会を開会させていただきます。 

なお、本日は原田委員長がご欠席でございます。進行については、外山副委員長にお願

いをいたします。 

外山副委員長： 委員の皆様と事務局のご協力によりまして、スムーズな議事運営をしてまいりたいと

存じますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の議事につきまして、事務局より説明をお願いします。 

２．議 事 

（１）平成２８年度施策評価の試行について 

企画課長： 前回の委員会におきまして、来年度から本格実施を予定しております施策評価の導入

に向けて、施策評価における政策評価委員会の役割や、評価手法、施策評価表の様式など

についてご意見、ご示唆をいただきました。 

本日は前回のご議論を踏まえまして、実際に「来街者の受け入れ環境の整備」という施

策を対象に、施策評価の試行を実施いたします。よろしくお願いいたします。 

外山副委員長： 次に、事務局から本日の進行についてご説明をお願いします。 

行政経営課長： 資料の２－１をお取り上げください。本日の試行実施の進行予定でございます。 

まず、本日の実施内容、趣旨等についてご説明させていただきます。その後、具体的な

施策評価に入りまして、今回の施策に付随します３つの事業について文化観光課長から

ご説明し、続いて、施策評価について文化商工部長からご説明いたします。 

この説明に基づきまして、各委員から所管に対して質疑応答及び意見を交わしていた

だきます。その後に委員会としまして、本日の到達点である講評をまとめていくというも

のでございます。 

それから最後に、施策評価自体の様式であったり、流れであったり、工夫が必要な点、

分かりにくかったところなどについて、ご指摘をいただきたいと思います。 

次に、使用する資料についてご説明申し上げます。資料２－３と、資料２－４の施策評

価表をご覧ください。 

今回、どの施策を評価するのかということでございますが、地域づくりの方向「７．魅

力と活力にあふれる、にぎわいのまち」、政策「観光によるにぎわいの創出」にある施策

で、「来街者の受入環境の整備」についての評価をいただきます。 

前回の委員会でも申しましたが、この施策を選定した理由としましては、繋がっている

事務事業が３つと少なく、初回としてはやり易いというのが一つ。それからこの施策自体

が、まち・ひと・しごと創生総合戦略と関連のある施策でございまして、この施策につい

ては、今年度中に客観的な評価を得るよう国からも求められておりますので、それを踏ま

えて選ばせていただきました。 

次に、施策評価表の中で、前回の委員会でご議論をいただき修正した箇所について、ご

報告させていただきます。 

まず１点目は、施策評価表の項目 14番「施策達成状況」です。前回はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄという区分になっていて、Ａの区分が 90％～130％と申しましたところ、きちっと達成

しているのは 100％からではないかというご指摘がございましたので、100％からという
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ことに修正してございます。 

それから２点目としまして、項目 13番「施策の達成度を測る指標の推移」で、指標名

の下に「指標重要度の割合（％）」という表記があります。複数の指標がある場合には、

それぞれ指標によって軽重があると判断いたしまして、その重き、軽きを調整するため

に、100％をトップとしまして、どの指標がどのくらい重きがあるかということで、新た

に割合配分を設定しております。 

次に、項目 18番、事務事業の「施策貢献度」についてご議論いただきまして、その中

で義務的経費についてはどうするのだというご指摘受けました。義務的経費の事業は外

すという方向で決定いたしましたが、今回の３事業はいずれも義務的経費ではございま

せんので、全て残っているという形でございます。 

それから、施策貢献度というのは、過去のものなのか、将来のものなのかという議論が

あり、前回は基本的には過去というご説明を申し上げましたが、将来の重要度であったり

優先度というものが入ってこないと、やはり優劣が付けにくいだろうという判断で、ここ

の施策貢献度については、過去の貢献と将来の重要度を含めて星印の数、三つ、二つ、一

つで判断するよう修正しております。 

前回の指摘に基づいて変更した点は、この４点でございます。 

それでは、次に資料２－２をお取り上げください。本日どういった形で施策評価をして

いただくかという内容でございます。 

まず１ページです。外部評価の役割としまして、区が行った施策評価が的確に分析さ

れ、客観的、多面的視点から妥当であるかを委員の皆様に、判断していただく。それから、

現状や課題が区民にも分かりやすく整理され、適正な進捗を担保される今後の方針がき

ちっと示されているかどうか。こういったものを外部評価として見ていただくことがポ

イントでございます。 

具体的には２ページ目以降でございますが、資料２－４の 13番の項目までは、基本計

画や組織目標から自動的に決まってくるというものです。では、評価としてどこに注目し

ていただくかというと、項目 14番「施策達成状況」、それから 15番「施策を構成する事

務事業評価を踏まえた分析」。16番の「施策貢献度の考え方」、17番「来年度の方針」、こ

の辺についてご議論をいただいて、区の判断、分析といったものが妥当かどうか、という

評価をしていただくということです。 

このため、資料２－２の２ページ目からは、それぞれの項目について、こういった視点

で判断してくださいと。区が記載した評価が「妥当」なのか、「概ね妥当」なのか、「見直

しが必要」なのか、その根拠となるものはこうではないかということで、14 番の項目か

ら 17番までの判断の視点等を整理しましたので、議論をしながら評価をするためのメモ

がわりとしてお使いいただければ存じます。 

では、最終的に政策評価委員会として、どのように評価するかですが、「施策評価結果

の妥当性等に対する評価」という資料を用意してございます。この 14 番から 17 番の項

目をまとめて、総体として「妥当」であるか、「概ね妥当」であるか、「見直しが必要であ

る」か。例えば、見直しが必要である場合は 14番の項目のこういうところがもう少し見

直しが必要であるとか、そういった内容を記載していただくということでございます。 

こちらにつきましては、議論の後に各委員から、それぞれどこに付けたのか、どういう
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内容で付けたのかということについて、ご講評をいただくことになります。そして最後

に、副委員長から全体をまとめていただき、政策評価委員会の評価にするという流れでご

ざいます。説明は以上でございます。 

外山副委員長： ありがとうございました。ここまでの進め方の説明について、ご質問があればお願いし

ます。よろしゅうございますか。試行ということで、非常に難しい部分はありますが、ま

ずはこの方法で進めてまいりたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 

それでは、施策評価の試行に入ります。まず、施策「来街者の受入環境の整備」を構成

する３つの事務事業について、所管課長よりご説明をお願いいたします。 

文化観光課長： 資料の別紙２－５に基づきまして、説明をさせていただきます。 

まず１つ目が「インバウンド推進事業経費」です。 

施策の目標としましては、新庁舎に導入した TOSHIMA Free Wi-Fiをはじめ、観光イン

フラの整備を行いますというものに対応した事業となっております。 

事業の内容ですが、対象は外国人観光客を含む来街者ということでございます。 

事業概要としましては、外国人観光客のニーズを把握するための調査を実施いたしま

した。「外国人旅行者行動特性調査」ということで、現況の把握ですとか、インバウンド

施策について今後の基礎資料とするという目的で行ったものとなります。このほかに Wi-

Fi環境の整備及び外国語の観光冊子の発行を行っております。 

こちらの活動指標としては、民間店舗による TOSHIMA Free Wi-Fiのアクセスポイント

数ということで、130か所が平成 27年度の実績となっております。区整備による TOSHIMA 

Free Wi-Fiアクセスポイント数としましては、59か所の設置でございます。また、観光

冊子は５万部を作成しております。 

成果指標といたしましては、TOSHIMA Free Wi-Fiのアクセス状況ということで、27年

度実績は 112,851件となっております。 

経費につきましては、事業費が 13,952千円、人件費部分が 4,250千円、合計で 18,202

千円という状況となっております。国の補助金である地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金の地方創生先行型を活用した事業となっております。また、28 年度につきまし

ては、東京都の補助金が付く予定となっております。 

こちらの評価ですが、文化観光課で行った一次評価としましては、今後も「拡充」して

いく必要があると考えております。理由としては、来街者の滞在環境を向上させるために

は、Wi-Fi環境の整備ですとか、今回行ったインバウンド調査の結果も踏まえて、民間事

業者の協力も得ながら、さらに取組を進める必要があると考えたところでございます。 

続きまして２つ目の事業、「観光案内標識整備推進事業」でございます。 

区では観光インフラの整備ということで、区の施設や観光場所等を記載したマップ付

の案内板を、観光案内標識として設置しております。 

対象は、区民、国内外からの来街者で、事業内容としては、観光案内標識の設置とその

維持管理を行うというものです。 

昨年度の活動実績としては、新庁舎の整備もありましたので、池袋と雑司が谷地区の表

示面の取替えが 35基のほか、新たに 3基を設置した状況です。 

成果指標は、区内の観光案内標識数としており、現在 61基の案内板を設置してござい

ます。今年度は、新たに庁舎周辺に１基設置する予定となっておりまして、合わせて 62
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基という予定で進めているところです。 

経費につきましては、事業費 12,836 千円、人件費部分が 3,400 千円で合計 16,236 千

円となっております。なお、28 年度から東京都の補助金である歩行者用観光案内標識設

置工事支援補助金を活用する予定でおります。 

事業の評価につきましては、文化観光課としては「現状維持」ということで、観光案内

標識に関しては、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けても、東京都の標識の

ガイドライン標準化指針に沿った形での対策が、引き続き必要と考えております。 

最後に、３件目の「観光振興事業」をご説明させていただきます。 

施策の目標としましては、一般社団法人豊島区観光協会と協力し、多言語対応や新たな

情報発信の手段を構築することなどで、来街者満足度の向上を図るというものです。 

事業の対象は、観光振興関連団体ということで、内容としては、ほとんどが豊島区観光

協会への運営補助となっております。 

観光協会が実施をしている事業としては、区内の観光情報の提供ですとか観光資源の

提案、地域間交流ということで他の自治体との交流等も協会のほうで実施している状況

です。具体的に言いますと、観光協会ホームページの作成、マップの作成、その他にも毎

年 7月の東京フラフェスタですとか、冬にはバレンタイン・ファンタジーといった事業も

中心となって実施していただいております。 

活動指標しては、観光協会の会員数としておりまして、現在のところ 252社（人）でご

ざいます。また、事業費は 34,061千円、人件費部分 8,500千円、合計 42,561千円という

ことです。 

この事業に関する前年度までの評価としては、国際アート・カルチャー都市構想におい

て、インバウンド観光の推進は重要な位置付けであり、インバウンド推進のためにも観光

協会との連携強化は必須であると考えております。実際に平成 27年度、観光協会が池袋

西口へ移転した際には、機能強化の一環として外国語対応スタッフを導入しまして、イン

バウンド対応の強化を図ったところでございます。 

こうしたことも踏まえて、文化観光課のとしての評価は「現状維持」ということで考え

ております。理由としては、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、外国人観

光客の更なる増加が見込まれますので、そうした中で観光協会も区と一体となって連携

しながらインバウンド推進を進めていく必要があるということです。なお、今後は観光協

会の自主財源の確保といったことも必要な事項であると認識しており、検討を進めてい

く必要があると考えております。 

外山副委員長： ご説明ありがとうございました。引き続き施策評価表の説明をいただいてから質疑と

いう形にしたいと思います。所管部長からのご説明をお願いいたします。 

文化商工部長： 基本計画の「観光によるにぎわいの創出」という政策には３つの施策があり、「観光資

源の発掘と活用」、「魅力的な観光情報の発信」、そして今回の「来街者の受入環境の整備」

で構成されております。これを作成した段階では、ここで言っている来街者というのは、

かなり日本人を意識した施策をそのまま継続してやっていた部分と、2020 年の東京オリ

ンピック・パラリンピックがあることを前提としたインバウンド対応もしていかなけれ

ばならないという課題の中で、整理された計画だったのかなと考えてございます。ただ

し、その後このインバウンド対応の重要性というのが非常に喧伝されていて、重要である
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というような認識に立ってございまして、そのあたりも含めてご説明をさせていただき

たいと思います。 

訪日観光客の状況から申し上げますと、2010年に 860万人いた観光客が 2011年の東日

本大震災の影響等もあって 620万人位に落ち込みました。その後、政府の観光局では、東

京オリンピック・パラリンピックを目途に 2,000 万人の訪日外国人旅行者を招き入れた

いという形で出していたわけですが、前年度比較ですが 2012年には 34％増、13年は 24％

増、2014年には 29％増ということで、2020年に達成しようと思った 2,000万人が、2015

年の段階で 1,974 万人ということになっており、ほぼ達成してしまったという状況がご

ざいました。このため、これを上方修正という形で 2015年には既に 2,000万人を達成し

ているという前提で、2020 年には 4,000 万人を目標にしようとなり、2030 年には 6,000

万人のインバウンドを迎え入れたいということが、政府観光局の新しい旅行者数の目標

というところでございます。 

そして 2,000 万人いた場合の訪日外国人の消費額は約 3 兆 4,000 万円、これが 4,000

万人になると 8兆円になるということで、非常に大きな産業となります。今、日本の中で

観光業に対する割合というのは、実は余り高く評価をされていないのですが、今後、成熟

社会の中で、製造業がもしかすると頭打ちになっていく中で、観光業の占める日本の中で

の役割というのは、大きく見直す必要があるのではないかと言われているような状況に

なっております。 

そうなってきますと、本日の施策である「来街者の受入環境の整備」に絞って申し上げ

ても、ここでは Wi-Fi環境を整えれば、何とかなると言っているように見えてしまうので

すが、実はそれはごく一部です。クレジットカードの対応、Wi-Fi、インターネットもも

ちろんですけれども、宿泊施設をどうするのか、既に東京で宿をとるのはかなり困難な状

態と言われている中で、旅行者数が倍になったときに一体どうするのか。また、東南アジ

アあるいは中国の方のように団体で来られた場合の対応でバスはどうするのかなど、非

常に大きな問題が出てきます。 

これ以外にも、多言語表示の問題があり、飲食店、病院などの多言語表示をどうするか。

また、通訳案内あるいはインバウンドに対応できる人材の育成ということでは、ここでも

出ていますが観光協会などと協働しながら、ボランティアを養成していくといったよう

なこともあると思います。いずれにしても、非常に様々な課題があるというように考えて

ございます。 

そういう意味では、ほんの少し前ですけれども、来街者ということで日本人も念頭に置

きながら取り組んでいたこの施策については、外国人旅行者、インバウンド対応が、日本

経済にも非常に大きなインパクトを持ってくるという現状から見てみても、Wi-Fi環境の

整備だけをしていけばよいのかというのは、非常に大きな課題であろうと思いまして、今

後に向けては様々なインバウンド対応を提案させていただいている状態だということで

あります。 

先ほど、行政経営課長が申し上げましたように、施策評価ですので、過去に行った施策

の評価ということもありますけれども、特に来街者、インバウンドということでは、将来

に向けて重要性を持ってくる施策であり、ここの成果指標としては挙げられてはいませ

んけれども、様々な課題を内包しながら、しかも 2020年という目標の中で対応していか
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なくてはいけない、非常に重要な課題であると考えてございます。 

そうした目線で、施策の目標のところからご覧いただければと思いますが、2020 年の

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、増加する外国人観光客に対応するため、

様々な対応をしていかなければならないということでございます。 

Wi-Fi環境の整備としては、外国人旅行者が入ってきていろいろな日本の情報を見ると

いうことのほか、発信をするということが非常に重要になっています。例えば、日本でこ

んなエキサイティングな場面を見ているのだということを直ぐに発信したい、自国にい

る仲間に伝えたいのだけれども、Wi-Fiがないと発信もできない。そういう意味では、Wi-

Fi 環境の整備というのは、来街者の方の環境整備というだけではなく、別の施策になっ

てしまいますけれども、魅力的な観光情報の発信をインバウンドの方にもしていただく

という意味でも、非常に重要な取組になってくるものと考えてございます。 

当然、我々区だけではできませんので、観光協会と協力をしながら、また、個店ですと

か商店街とかと協力をしながら、多言語対応なども進めていかなくてはならないという

ことでございます。 

施策の現状と課題ということでは、Wi-Fiを整備するという前提で、Wi-Fi環境が今ど

うなっているかを記載しておりますが、先ほど申し上げたように、クレジットカードや宿

泊施設の問題とか、様々な課題を内包しているのではないかと考えてございます。 

当然そうなってきますと、この観光分野だけでは対応できません。都市整備ですとか、

街の案内をどういう形で多くの方に分かりやすくするのか。日本語の分からない方たち

に対して、ここに何があるのかを分かっていただくような取組というのは、各施策と連携

をしながら進めていかなければならないと考えているところです。 

そうした中で、増加する外国人観光客に対するおもてなし環境整備のために、外国語対

応が可能なボランティアをということですけれども、様々な取組があると考えておりま

す。そういう意味では、2015年の外国人旅行者の消費 3兆 4,000億円が、2020年の 4,000

万人になったときに 8兆円になるというようなことからすると、先程、全体のパイが変わ

らないという前提で、文化観光課長は現状維持と申し上げましたけれども、かなり投資を

しても惜しくない事業なのではないかと、私自身は思っているところでございます。 

今年度の施策の取組方針ですけれども、Wi-Fi環境の整備をするとともに、インバウン

ド調査を分析しながら、様々な対応をしていきたいと考えているところでございます。 

成果指標では、基本計画の中で TOSHIMA Free Wi-Fi利用数と外国語観光ボランティア

ガイドの通訳・案内業務対応数ということで挙げてございます。Wi-Fiの利用数は、平成

27 年度の実績値がその目標値を上回っていますので、達成率は 110.6％ということにな

ってございます。一方、ボランティアガイドの対応業務数では、業務がなかったというこ

とでゼロになってございますが、既に観光協会では、ボランティアの育成を進めていると

ころでして、そういう意味ではボランティアの講座の参加者数ですとか、ボランティア登

録者数といったような成果指標の持ち方もあったのではないかと見ているところです。 

それぞれの指標重要度という点では、２つある成果指標を 60％と 40％という割合で分

けておりまして、配分を 40％としたボランティアの達成率が 0％となっておりますので、

全体としての施策達成状況は 66.4％ということになっております。なお、Wi-Fi利用数に

絞ってみれば 110.6％の達成率ということになっておりますが、ただ、この Wi-Fiも街を
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歩いていると何回も Wi-Fi を乗り換えていかないと接続ができないという状況にもなっ

ています。利用環境としては、更に改善の余地は大きくあるのかなと思ってございます。 

いろいろな記載をしてございますが、インバウンド対応というものは、将来に向けての

施策だと考えてございまして、ここにある成果指標は当然前提としながらも、様々な課題

に対応していかなくてはいけないと考えているところでございます。 

外山副委員長： ご説明ありがとうございました。 

これより質疑に入りたいと思います。先程もありましたように、資料２－２「施策評価

における外部評価のポイント」の２ページ以降に基づいて進めていきたいと思います。な

お、この 14 番から 17 番の項目については関連性が非常に高いということで、各項目一

つずつという区切り方をせず、全体的に質疑を行うという方向で進めてまいりたいと思

います。 

Ｃ委員： 成果指標ですけれども、通訳・案内業務対応件数は今のところゼロということで、部長

からも別の指標がというお話があったのですが、これは把握しようとすればできる数字

でしょうか。 

文化観光課長： 現在把握できているものとして、観光協会から外国語観光ボランティアガイドの活動

報告という形で受け取ってございます。そこでは、ボランティアの方が何人活動いただい

たかということで、活動人数 85名という実績が出ています。件数というよりは人数とな

っております。 

Ｃ委員： そうすると、依頼すれは件数の把握も可能ということでしょうか。 

文化観光課長： １人ずつの件数だと厳しいと思いますが、何か所行ったというような件数であれば可

能かと思います。 

Ｃ委員： 私がお伺いしたのは、成果指標として施策評価表に書かれているものが、把握できない

からゼロのまま推移するというのでは、成果指標として役に立ってないと、やはり率直に

そう思います。では、最終的に何が成果かと言ったときに、どれだけ業務対応したのかと

いうのは、設定の仕方としてはこれが一番良いのだろうと思います。そのために把握する

ことができるのであれば、という上での質問になります。 

文化観光課長： それは可能でございます。 

外山副委員長： 付随してお聞きしますが、それは依頼をすれば統計的に出るということですか。そして

この案内業務対応件数というのは、ボランティアの方が電話でも何でも、案内を担当した

件数という意味でしょうか。例えば、ボランティアの方がどこかに出向いてきちっと案内

するというだけでなく、観光協会に掛かってきた電話にボランティアの方が対応するの

も一つの案内ですが。 

文化観光課長： 観光協会に掛かってきた電話には職員も対応しますので、ここで指標としているのは、

観光ボランティアガイドによる対応です。今のところイベントや池袋駅周辺等の街なか

で活動いただいた人数でカウントしております。 

文化商工部長： 観光協会から来ている資料ということで、先ほど課長は 85人が対応したと申し上げま

した。例えばその資料を見ると、6 月 6 日から 6 月 17 日のうち 4 日間、メトロポリタン

で道案内と通訳に出た方が 6 人いた。それが 6 人です。この 6 人の方がこの 4 日間の間

に何件の道案内をしたかというのは、ここからは出てこないので、そういう意味では活動

人数ということです。 
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Ｃ委員： そこで、観光振興事業の事務事業評価表を見ると、観光協会への補助金交付事業になっ

ているわけです。補助金というのは、区の立場から見ると、実際の対象者に働きかける間

接的な手段なので、区の職員が直接働きかけるのではなく、観光協会に財政支援すること

によって、自由に活動してもらったほうが成果がでるだろうと。それが補助金の仕組みな

ので、ここが補助金交付事業という形になっているがゆえに、施策評価のほうでうまく説

明ができないのではないかと受け止めています。 

もう少し具体的に言うと、施策評価の通訳・案内業務対応件数という成果指標には、観

光振興事業の事務事業評価表が対応するわけで、そうしてみた時に、事務事業評価表の成

果指標は空欄になっています。つまり、観光振興関連団体が対象で、やるべきことが事業

の運営補助を行うことなので、では運営補助を行うとどうなるのかということが、本来は

成果であると思います。この評価表では、事業の手段によって対象をどういう状態にする

のかという記述が空欄であり、それが仮に埋まったとしても成果を何で測るのかという

指標が空欄なので、施策評価表のこの部分も連動して説明が難しいのかなと思いました。 

さらにもっと実務に関して言うと、おそらくどんな補助金でも、交付申請時に予算と事

業計画、それから実績報告時に決算書と事業報告書を添付させるスタイルをとっている

と思うのですが、計画はともかく、事業報告に何件というものを要求したらば、多分把握

できるのではないか。何人ではなく。つまり、事務事業レベルの事務の管理の仕方という

か、補助金の交付の仕方のところで手続上工夫をすれば、カバーできるのではないかと思

います。 

外山副委員長： 14番以降の項目についてもご意見があれば頂戴したいと思います。 

Ｃ委員： 併せて 14番、施設達成状況の項目でいうと、達成状況分析のところでボランティアガ

イドの対応件数は 0件、達成率も 0％、要するに、ここのところが実はもっと出ているの

ではないのか。記述のゼロというのが、むしろ不正確なのではないかと感じました。 

Ｄ委員： どうしても項目 13 番の成果指標で引っかかってしまいまして、「外国人旅行者行動特

性調査」というとてもおもしろい内容の調査を実施されているのですが、これは 27年度

以前も実施されたのでしょうか。 

文化観光課長： 27年度が初めてです。 

Ｄ委員： 今後は指標として使用するのでしょうか。 

文化観光課長： 単年度の調査でして、同様の調査は今のところ計画しておりません。 

Ｄ委員： 部長がご説明していたように、Wi-Fiが使えるかどうかというのは、インバウンドにと

ってそれほど重要な位置を示していなくて、大事なのは外国人の方がどのくらい満足し

て帰られたかだと思います。ただ、その中で豊島区ができることというのも限られてくる

でしょうし、ホテルを増やすというのはなかなか難しい話なので、そこで Wi-Fiになるの

かもしれません。かなり難しいとは思うのですけれど、調査結果など何かもう少し成果に

結び付くものはないのかという印象です。 

それと、Wi-Fi利用には外国の方だけでなく、区民の方など全てが入ってしまわないの

でしょうか。外国の方が使用していると考えてよいのでしょうか。 

事務局： 現在、実際に TOSHIMA Free Wi-Fiを宣伝しているのは、外国人向けの情報誌が中心で

して、日本人向けにはあまり周知をしていないという状況です。使用にあたっては、メー

ルアドレスを登録しなければなりませんので、エリアに行けば自動的にアクセスすると
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いうものではありません。 

Ｄ委員： 外国人の方が使っている可能性が高いということは分かりました。それにしても、Wi-

Fi利用数が指標重要度の 60％の配分を占めていて、アンケート調査も折角とられている

のに、何かもったいないなと感じてしまいます。 

外山副委員長： ほかに如何でしょうか。 

Ｂ委員： 事務事業評価があって、その上に施策評価があるということになります。事務事業評価

では３つの事業を説明いただきましたが、施策評価では、主に Wi-Fi利用数と通訳・案内

業務対応件数で成果を測るということであり、基本的には Wi-Fi 利用数で結果を出され

ているという理解をしています。そうすると、３つある事業のうちインバウンド推進事業

で行われている成果指標を使って、施策評価の結果としていると見えているのですが、こ

の理解は正しいでしょうか。 

文化観光課長： 施策評価表の指標については、基本計画を策定した際に、施策の達成度を測る指標とし

て予め設定をしたものでして、自動的に入れ込んでいるところです。 

行政経営課長： 項目 13番の指標の一つは確かに Wi-Fi利用数ですが、２つ目の外国語観光ボランティ

ア通訳・案内業務対応件数は、事務事業評価で言いますと、３つ目の観光振興事業に該当

しています。一つの事業に一対一の関係ということではなくて、指標としては複数の事業

から入っているということでございます。 

Ｂ委員： もう一点お伺いします。外国人旅行者行動特性調査結果を非常に興味深く拝見しまし

て、この中で、Wi-Fi整備が来街者、特に外国人旅行者の豊島区を訪問する上での決め手

となっているということを、どう読み込んだらよいのか。この施策評価で示そうとされて

いることと、実際、豊島区として気にされていること、その辺の関係がよく分からないと

ころがあったのでお聞かせください。 

文化観光課長： 行動特性調査概要の 13ページに、池袋の満足度を個別に見たところがございます。大

変満足ですとか満足、やや満足等を見ていくと、この Wi-Fi環境の整備については、やは

り他の項目と比較すると低い状況になっていると認識をしております。具体的には、池袋

の満足度として、食事ですとか宿泊施設につきましては、やや満足までの方の合計が 80％

近い中で、Wi-Fiはそれらに比べて低いと認識しています。また、外国語対応についても、

満足度をみると十分でない部分もあるという状況です。 

外山副委員長： それでは、私から何点か。項目 15番の「施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析」

の中で、Wi-Fi環境のつながりやすさも含めて、民間店舗における整備強化をうたってい

ますが、具体的に何か考えておられることとか、この項目を敢えてここへ記載された意図

をお聞かせください。 

文化観光課長： 民間店舗につきましては、事務事業評価表の「インバウンド推進事業経費」でご説明さ

せていただきました。TOSHIMA Free Wi-Fiのアクセスポイントを増やし、なるべく広い

地域をカバーしていかないと、Wi-Fiに接続することができないという状況がございます

ので、民間店舗にも更に増やしていきたいと考えております。 

外山副委員長： 整備強化を敢えて挙げられたということは、なかなか協力が得られないということで

しょうか。 

文化観光課長： こちらは、ＮＴＴ関係のところに委託をして進めているところですが、27年度末で 130

か所となっており、28年度 10月末現在では 150か所となっております。既にＮＴＴに入
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っているものを切り換える、使えるようにというのはご協力いただいたとしても、他の通

信会社に入っている方が新たに切り換えるとなると、費用面でもかなり負担が発生する

ということで、難しい状況はございます。 

外山副委員長： もう一点。項目 15番ですが、観光協会が実施する外国語ボランティア事業と、指標に

している外国語観光ボランティアガイド通訳・案内業務は同じものなのでしょうか。 

文化観光課長： 一致するものです。 

外山副委員長： では、拡充していく対象は、ボランティアガイド通訳・案内業務ということでしょうか。 

文化観光課長： 外国語ボランティアの方を増やし、その活動を広げていきたいと考えております。 

外山副委員長： そうであれば、電話対応といったようなことも広い意味の活動に入ってくるのではな

いでしょうか。先ほど街頭に出てというお話でしたが、そういった活動に限定したものな

のでしょうか。 

文化観光課長： 観光協会窓口での外国語対応としましては、観光協会の職員が対応しておりますので、

その分については含めておりません。 

外山副委員長： 申し上げているのは、そこを外国語のできるボランティアが対応するようにしていく

ことは、今後の拡充に当たらないのかということです。 

文化観光課長： そういった可能性はあるかと思いますが、今のところは考えておりません。 

Ｇ委員： 項目 13番で、施策重要度の割合が入っている指標は２つとなっています。３つ指標が

あれば３つ入ってもよいのかなと思いますが、２つにした理由を確認したいのが一つ。 

それから、指標重要度の割合が 60％と 40％となっていますけれども、例えば、TOSHIMA 

Free Wi-Fiが含まれるインバウンド推進の事業費には約 1,400万円の税を入れています。

一方で、割合が 40％の指標に関連する事業には事業費として約 3,400 万円の税金を入れ

ています。つまり、税金の入れ方からすると後者のほうが高いわけですけれども、指標重

要度の割合としては小さくなっている。その辺はどういう考えなのか説明ください。 

行政経営課長： まず１点目の理由についてですが、先ほど所管からも説明がありましたとおり、基本計

画に載っているのが、Wi-Fi利用数とボランティアガイド通訳・案内業務対応件数の２つ

でございます。このためこの２つで重要度の割合を配分しております。 

ただ、この２つだけでは、全体的な、包括した指標としては難しいのではないかという

ことで、３つ目に補助指標として区民満足度調査の項目を用意したところです。確かに来

街者に聞いたことではないですが、区民が国内外の人々に満足いただける受入環境が整

っているかと感じているかどうかも、ある程度は客観的な指標になるのではないかとい

うことと、調査によって経過も見られることから、補助指標として付け加えさせていただ

いたところです。 

それから２点目の 60 対 40 はおっしゃるとおり、投入している経費からすると逆転す

るのですが、今の状況で最も影響があると思えるようなバランスからして、今回は 60対

40 というように決めさせていただいたところです。この辺が根拠として、どのくらいな

のかというのはもう少し詰めなくてはならないところですが、今後の将来性等も踏まえ

て 60対 40にしたというところでございます。 

Ｄ委員： 確認ですが、補助指標の項目は実際に来られた方にアンケートをとるものではないと

いうことですか。 

行政経営課長： 文化観光課が実施した外国人旅行者行動特性調査は、単年度に限って実施したもので、
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宿泊施設に泊まられた外国の方を対象に調査したものです。施策評価表に記載している

補助指標は、区民意識調査の中で聞く項目の一つということです。 

Ｃ委員： 今の話ですけれど、どちらが指標として適当かを考えると、私は外国人旅行者調査のほ

うが適当と思います。ただ、毎年実施しないのであれば、先程から話に出ている外国語観

光ボランティアガイドの方が対応した際に、簡単なアンケート形式で確認をしてもらう

といった技術的手法で、その数字を施策の達成度を測る指標の３番目に使うのも一つだ

と思います。そのような形にすると毎年、生の声というか反応が出てくるのではないかな

と、実務レベルのこと言って申しわけないのですが、そんな感じがしました。 

外山副委員長： ご参考にしていただければと思います。ほかにいかがでしょうか。 

Ｄ委員： 観光という言葉がよく出てきています。確かに外国人旅行者調査でも観光で来ている

という方が多いのですが、実際に豊島区で何を観光しているのか、中身を見るとサンシャ

インシティが多くて、買い物が多いのです。それって、観光の括りではなくて、少しビジ

ネスの話にも絡んできているような気がしています。最初の段階でそこの交通整理がで

きていない感じで、それでしっくりこないところがあります。 

行政経営課長： 今回の基本計画の中で、ここの部分は施策としては少し狭い範囲になっていまして、そ

れで具体的な事業がある程度見えてしまうところがあります。確かに、交通整理が明確に

できてない部分もあるかと思いますので、それについては次の計画づくりの際に、どう整

理するか改めて検討したいと思います。 

Ｄ委員： 豊島区ができることと、できないことがあって、ある程度民間でなければできないこと

って多いじゃないですか。やはり豊島区ができる影響度を測って、それの効用を測るよう

にしないと、狭い Wi-Fi 環境整備に何故こだわるのかなという気が先程からしていると

いうことです。 

外山副委員長： ほかには如何でしょうか。 

初めに説明がありましたように、外部評価は、区が行った施策評価が的確に分析され、

客観的、多面的視点から妥当であるか、つまり今ご提示いただいた施策評価の妥当性に対

し評価をするという役割があるわけです。もう一つ、現状や課題が区民にも分かりやすく

整理され、適正な進捗を担保される今後の方針が示されているかを見ることになります。 

この後、我々も評価表を作成しなければなりませんので、ご意見等あれば引き続きお願

いします。 

Ｃ委員： 項目 15番の「施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析」の記述と、17番の「来年

度の方針」なのですが、私が読ませていただくと、必ずしも対応した記述になっていない

かなと思います。例えば、15 番の中で Wi-Fi に表示されるコンテンツ充実などの改善が

必要であるというのは、17 番で見ると新規設置による量的な充実とか、利用しやすい質

的な充実を図るあたりの記述に対応するのかなと思います。他方で、例えば、観光協会の

外国語ボランティ事業については、区内団体との連携強化に止まっているという問題提

起に対して、ではどうするという来年度の方針が書かれているのだろうかということで

す。この辺、整合が取れた書き方をしていただいたほうが分かりやすいかと思います。 

外山副委員長： 先ほど私が質問した二点も同じ趣旨でありまして、その辺のところが来年度の方針に

反映される書き方があればよいのかなと感じます。ほかに如何でしょうか。 

Ｂ委員： 基本計画の指標は変えられないので、ただ、事務事業評価とは密接に関連してくるの
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で、そこの整合が取れていないと評価も難しいなとは感じています。 

Ｃ委員： 意見ですけれども、今、Ｂ委員がおっしゃったようなところがどうしてもついて回って

しまうので、であればこそ事務事業評価レベルでの説明を分かりやすくしていただくと、

随分カバーできるのかなと思います。施策評価表の成果指標ではこうだが、手段である事

務事業評価を見るとこういうだという説明の補充といったような、そんな形を心掛けて

いただくと良いのではないでしょうか。 

外山副委員長： ありがとうございます。端的に言うと、資料２－４と資料２－５の関連性を的確にとい

うご提示だと思います。私も同感でございます。 

Ｇ委員： 観光協会にこだわるわけでありませんが、観光協会という民間団体の活動に受入環境

の整備も大きく依存しているということが言えるのではないかと思います。そうした中

で、この事務事業評価表では、観光協会の会員数しか指標として抽出できなかった。もっ

と他に活動指標や成果指標を抽出することができたのではないかと思われるのですが、

事務事業評価表を作成されるに当たって、担当課長としては如何だったでしょうか。 

文化観光課長： 今回、委員の皆様からご指摘をいただきました。ボランティア活動も成果指標にしても

よかったのではないかということもございます。関与の仕方はいろいろですが、観光協会

はホームページを作成したり、マップも作成したり様々な事業を実施しております。その

中から会員数しか取り上げなかったというのは、確かに不十分な部分があったのではな

いかと考えております。 

Ｃ委員： 今の延長上で、例えば観光協会の関係でいえば、せっかく補助金を出して観光協会に働

いてもらおうと思って働き掛けているので、成果指標はホームページのアクセス数だと

か、あるいはイベントの参加者数だとかというのを、事業報告書に記述してもらい、それ

を成果指標で使っていくと、きつい言い方ですけれど、そこが先細りになってくれば、補

助金の金額も先細りになっていくという関係性を相手方に知らしめていかないと、補助

金交付事業は補助金額が既得権化してしまう。そういう心配はどの補助金もあるので、そ

の辺も念頭に置いて工夫されたらいかがかと思います。 

外山副委員長： ほぼ質問は出そろったところでありますので、評価表の評価の仕方について、再度、事

務局から説明をいただければと思います。 

Ｄ委員： 指標そのものに触れてはいけないのでしょうか。 

外山副委員長： その点も含めて、事務局からご説明ください。 

行政経営課長： 今、Ｄ委員からありましたとおり、指標についてこう改善すべきという内容でも構いま

せんし、先程ご意見にもあったとおり、項目 15 番と 17 番の関連性が見えてこないとい

う部分で、記述がやはり妥当ではない、という判断でもございますますので、この評価表

自体の論理構築とか、ロジックの進め方、記載の内容ですとか、全てに渡って結構ですの

で、修正が必要であれば「見直しが必要」と記載いただき、その利用もお書きいただくと

いうことです。総合評価になりますので、項目 14 番から 17 番それぞれを見渡していた

だいて、ある程度のレベルなのか、そうではないのか、見直しが必要なのかというところ

を評価いただくものですので、どこかしら、やはり見直す必要があるということであれ

ば、それはそれで総体も「見直しが必要」と判断していただき、どこがそうなのかという

ことを、記載していただければと存じます。 

Ｄ委員： 項目 13番の指標について記載してもよろしいですか。 
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行政経営課長： そこからこの構成自体が流れる形となっておりますので、一番元のところがロジック

破綻を起こしているのでその先に進まないということであれば、当然、見直しが必要とし

ていただき、その旨を記載していただければと思います。 

外山副委員長： よろしいですか。それでは委員の皆様、ご記入をお願いします。 

 

 （委員が評価表を記載） 

 

外山副委員長： 各委員から講評をいただきたいと思います。 

Ｃ委員： 初めての試みということでもあり、「見直しが必要」と判断いたしました。 

内容としては、項目 14番、15番、17番については、先ほど質問をさせていただいたと

おり、やはり成果指標ですとか表現の仕方、あるいは課題と方針の対応というところに、

少し工夫の余地があるかなと判断させていただきました。 

外山副委員長： 「概ね妥当」の評価であります。 

指標の設定の仕方というのは、今後も議論をしなければならないことでありまして、や

はり見方としては、繰り返し申し上げましたが、この指標の見方でどういう評価ができる

かという点で把握をすれば、概ね妥当なのではないかということです。もちろん問題点も

あり、「概ね」とした理由につきましては、項目 15番と 17番の関連性ということと、項

目 13番の達成度の測り方については、今後も検討の余地があると思いますが、評価とし

ては「概ね妥当」とさせていただきました。 

Ｄ委員： 「見直しが必要」とさせていただきました。 

既にお話ししているとおり、インバウンドの施策が大変重要だということは分かって

いますが、観光振興と産業振興の両方に関わることであって、特に後者のほうが豊島区は

多いと思うのにもかかわらず、その辺の交通整理ができていない。かつ、その中で豊島区

がどのくらい影響を与えることができる、できないということも、考えられてはいるのだ

と思いますけれども、文章としてあまり出てきていない。区が影響を与えることができ

て、かつ成果が分かりやすい項目を指標にできればよいのですが、実際何があるのだとい

うと、かなり難しいとは思っています。ただ、何かその辺を考慮された気配が余り見られ

なかったので、もう少し何かなかったのかなという気がしましたので、「見直しが必要」

とさせていただきました。 

Ｂ委員： 評価結果は迷いました。現状の中ではこれが最大限のような感じもしましたが、説明を

いただいた範囲では、やはり「見直しが必要」と評価しました。 

それは、私からそう思ったというよりも、むしろ担当部局からの、特に部長からご説明

をいただいたときに、この施策の目標、来街者の満足度の向上を図る上では、ほかの事業

が密接に関連してくるという、まさに的確なご説明を頂戴しまして、実際のところ、やは

り使いにくいロジックになっているのではないかという印象を受けました。そういった

意味において、使い勝手がどうなのかというところで、もう一度、内部でご検討されては

いかがかという意味で、「見直しが必要」ということでございます。 

特に、施策の目標であって、事務事業の目標ではありません。施策の目標は、あくまで

も来街者満足度の向上を図るというところです。その前のところはアウトプット、活動指

標でありますから、最終的な施策の目標は、来街者満足度の向上を図りますというところ
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になるわけですけれども、15 番以降の項目を読んでいても、施策の目標というより事務

事業レベルでの目標がこの施策の目標みたいな書き振りになってしまっています。もう

少し検討の余地があるかなというような感じを、むしろ既にお持ちなのではないかとい

う感触を受けましたので、そういった意味で「見直しが必要」とさせていただきました。 

Ｆ委員： 総じて「見直しが必要」という判断です。 

まず、項目 14 番の「施策達成状況」ですけれども、Wi-Fi 利用数についてはほぼ目標

どおり進捗と記述があります。事実、数字はそうなっていますが、どこでの利用が多いか

というと、区役所庁舎が多いのです。庁舎 3階、4階の待合いでの利用数を除いた場合は

どうかというと、まだまだ不十分だと考えますし、そのことをきちんと説明すべきだと思

います。 

次に、ボランティアガイドのことです。発足にあたっては、観光協会が募集を行いまし

た。意欲的な方々が集まり、現在 37名で活動をしております。毎日ではありませんけれ

ども区内 4か所、池袋駅地下の外国人インフォメーションセンター、池袋駅西口のエスカ

レーターを上がった所、西口公園でイベントがある時に張り付き、東口ではサンシャイン

通りで活動を行っています。ですので、実績としてどのくらい活動をしているのか、件数

については全て統計をとります。むしろ、ボランティアとしてどういう活動をするのか、

未開拓の部分があるのではないか、そういう研究がほとんどなされていない。スタートし

て間もないということもありますが、今後、見直していくところはあると思っています。 

それから 15番の項目ですが、Free Wi-Fiは事業者の協力がなかなか得られないのが実

情です。今年度も 200事業所に TOSHIMA Free Wi-Fiに入っていただこうと、助成制度も

設けています。ただ、そのインセンティブが少し足りないのではないかというようなこと

も、改めて考え直さなければいけないと思っています。 

次に 16番の「施策の貢献度の考え方」ですけれども、そもそも、外国人に限らず来街

者が池袋にどのくらい来ているのか、正確には把握できていないのです。ビジネスで来て

いるのか、観光なのか、旅行なのか、それぞれ来街の目的はあると思いますが、全体は把

握できていません。こうした中で、観光協会としてはいわゆる一般的な事業を実施してい

て、独自性に欠ける部分は見られますが、確かに難しい面はあるので、ここは「概ね妥当」

としておきたいと思います。 

最後に 17番「来年度の方針」ですが、今、区からの情報発信は漫画、アニメが本流に

なっています。それは別の発信の仕方をしていまして、観光協会はほとんどノータッチで

す。そういう時に、これからの観光協会の出番をどう考えるかということは、真剣に考え

ないといけない。単に、ボランティアの観光ガイド、パンフレットを作るといったことだ

けでよいのか、そういった点では見直しが必要であろうと考えます。 

Ｇ委員： 評価としては、「見直しが必要」としました。 

理由を申し上げますと、これは所管が悪いとか、どこが悪いとかというわけではなく、

成果を測るための検証可能性は、書面でなくてはならない。書面で知り得る情報というの

が、この施策評価表と事務事業評価表ということであれば、やはり事務事業評価表の指標

の設定が、今一つ十分ではないということだと思います。 

次に、指標ですが、基本計画に指標が設定されているので、そのように書かざるを得な

いという所管の説明は納得いたしました。ただ、基本計画に掲げている施策の達成度を測
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る指標は、これは将来に向かって可変的でよいのではないかと思っております。その辺は

今後の課題だと認識しております。 

もう一つ申し上げると、項目 18番の「施策を構成する計画事業」がございます。やは

り投入した経費と成果が説明のつく範囲かどうかという判断を求めるとしたら、それが

今は星印の「施策貢献度」ということです。このままでは、やはり少し分かりにくいので

すが、今後、これがより良いものになる可能性はあると考えております。 

いずれにしても、書面でわかる範囲のことは、もっと充実させる努力が必要ではないか

と思います。 

外山副委員長： 皆様ありがとうございました。 

総じてといいますか、「概ね妥当」としたのは私だけでございまして、「見直しが必要」

が大多数を占めたという結果です。 

特に、意見として出されましたのは、やはり項目 15 番と 17 番の関連性を明示して欲

しいということ。それから、最大のところは項目 13番の指標の設定とともに、特に測る

指標の設定方法、これについては今後、見直しが必要なのではないかというご意見が多く

出されました。また、項目 13番から 17番までの一貫性の問題ですとか、資料２－４と資

料２－５の関連性、これをきちっと説明してもらいたいという意見も出されました。 

また、基本計画との関係について言えば、指標は可変的でもよいのではないかという意

見も併せて頂戴したところでございます。 

したがいまして、最終的な外部評価の結果としては、「見直しが必要」とさせていただ

きたいと思います。これにつきましてご意見等ございますか。 

よろしいでしょうか。 

それでは最後に、既に皆様の発言の中で十分に出尽された感もありますが、この委員会

の進め方といいますか、施策評価の進め方について、時間の割振りですとか、制度的な改

善面など、何かございましたらご意見を伺っておきたいと存じます。 

Ｃ委員： 今日は試行実施における初めての回でしたので、全体としては、こういう流れになるの

かなと思いました。やっていく中で見えてくるものもあるかもしれませんので、しばらく

はこの形で続けさせていただければと思います。 

Ｄ委員： 指標重要度の 6割、4割ですとか、指標の数字が何故こうなったかという根拠があまり

出てこないので、そういうとこからもう少し明確にお示しいただいたほうがよいのかな

という気がしています。 

Ｆ委員： 所管部局の説明時間がもう少しあってもよいのではないでしょうか。 

Ｇ委員： こういった外部評価は 10年振りくらいに実施させていただくものです。やはり持って

いる情報量、証拠の量というのは圧倒的に所管のほうが多いわけです。ですので、委員会

と所管はもっと対立的構造と言ったら変ですけども、論争的な雰囲気でもよいのかと思

っています。所管の方がもっと言い返しても良いのかなと思いました。 

Ｃ委員： その辺も含めて、これから委員会にご出席いただく職員の方たちに思い違いをしてい

ただきたくないのは、決して評価表のあら探しをしているわけではなく、来年度に向け

て、更にその次に向けての意見を言っている。良かれと思ってというか、違う角度からご

意見を申し上げているので、そこのところを、あら探しされる場だという感じにならない

よう、事務局にも配慮いただければと思います。 
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外山副委員長： 説明をした所管の側からはいかがでしょうか。 

文化商工部長： 私は冒頭から、かなり見直しが必要だという現状、あるいは将来性も含めて、まず見直

しが必要だという前提でお話をしました。事務執行の内容については、Ｆ委員からもご意

見をいただいて、そういうことも含めて見直しをということなのですが、通常、見直しが

必要だというと、財源を投入する価値がない事業と判断された時に、見直しが必要だとい

う評価なのですが、委員の皆様の意見を伺っても、例えば、成果指標をもっとその成果を

反映できるようなものにするとか、あるいは記述の中身をもう少し分かりやすくすると

言ったようなものであって、縮小しろという趣旨で言っているわけではないということ

は分かったのですが、何かその際に、もっと縮小で見直せというのと、評価表の構成とか

中身を、やはり計画に縛られているので、こういう記載になっていますけれども、もう少

し他の事業展開の記載があってもよいとか、どこまでフリーハンドでこの評価表を作成

してよいのかというのは、非常に分からなくて、そこが悩みどころでした。 

情勢が随分変わってしまった施策であることを冒頭申し上げたわけですけれども、そ

ういう意味で、非常に良い意見を頂いたと思っております。 

文化観光課長： 事務事業評価表を具体的にこう直したほうがよいということで、大変参考になるご意

見を頂戴する場だったと思っています。来年度以降ということになりますが、より適正な

ものにしていければと考えております。 

外山副委員長： ありがとうございました。 

以上で審議は終了ということで、少しだけ総括をしたいと思います。 

やはり初回でしただけに、我々のほうにも難しい部分があったというのが現状だった

思います。今、Ｃ委員がおっしゃってくださったように、決して我々の仕事は、あら探し

ではないということと、それから、ある意味での外部評価の難しさと言うのでしょうか、

そういうものも１回目として見えたのではないかと思います。 

また、時間の割振りにつきましては、所管の説明をよく聞く、そのことが先ほどの資料

２－４と資料２－５の関連性ということ、これも含めてよく聞くということにつながる

のではないか。また、我々も勿論ですが、担当部局のほうからも改善点などを提示してい

ただいて、評価を更に向上させて、また評価をしてもらうというような態度も必要なので

はないか、ということを総じて感じました。 

（５）その他 

外山副委員長： それでは最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

行政経営課長： 長い時間ありがとうございました。本日の経験を次回にどうつなげるかというところ

でございますので、事務局として至らなかった点につきましては、ご容赦いただければと

思います。 

次回の委員会につきましては 11 月 28 日（月）午後 6 時からこの庁議室で開催いたし

ます。次は、試行の２回目としまして、「がん・生活習慣病対策等の推進」という施策に

ついて実施するところでございます。 

ここまでの話を聞いていて、次回の施策は繋がっている事務事業が 10数事業あります

けれど、これをどのように説明して、どういう指標を持ってきていて、どのように議論し

ていけば、まとまっていくのかというのが、正直不安なところがございます。今日の３事

業での状況を踏まえて、それが 10幾つになるとどうなのかということを予測しながら、
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組み立てていきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 

外山副委員長： それから、委員の皆さんでも、後程こういうことも改善をということがありましたら、

是非メールで事務局にお送りいただければと思います。また、次回に向けては委員長とも

ご相談いただき、進めていただくようお願いします。 

これにて閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の結果 
（１）施策評価の試行として「来街者の受入環境の整備」を対象に実施し、意見交換等

を行った。 
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