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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 28年度第 4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 29年 1月 31日（火） 18時 00分～19時 20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 29年度行政評価の実施に向けて 

(2) 行政経営システム（案）について 

(3) 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)・水島正彦（豊島区副区長）・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

事務局 行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

原田委員長： それでは、平成28年度第４回の政策評価委員会を始めます。 

本日は、これまで２回、施策評価の試行を行ってまいりましたけれども、試行を踏ま

えた来年度の政策評価のあり方についてご議論いただき、それを確定するというのが委

員会としての到達点になります。 

まずは、今日の進め方について、事務局からご説明ください。 

２．議 事 

（１）平成 29年度の行政評価の実施に向けて 

行政経営課長： それでは、本日の進め方でございますが、今、委員長から話がありましたとおり、施

策評価の来年度に向けた実施方法を確定いただくというのが１件目でございます。 

二つ目が、行政経営システムの見直しについて政策経営部の中のプロジェクトチーム

で現在検討しております。この検討中のものに、委員の皆様からご意見をいただきたい

ということで、議題を上げてございます。 

原田委員長： それでは早速、実際に来年度以降の施策評価の表を確定していく作業に入ってまいり

たいと思います。 

では、引き続き事務局から説明をお願いいたします。 

行政経営課長： それでは、まず資料４－１と資料４－２をお取り上げください。 

これまで２回の試行を実施しまして、委員の方々からご指摘をいただいたところで、

それを反映した事務局としての最終バージョンの評価表が資料４－２でございます。こ

ちらで直した部分についてコメントを付けてございますので、説明を申し上げます。 

まず、１ページです。項目13番「施策の達成度を測る指標の推移」のところに、改善

点①と書いてございます。基本計画の成果指標は、成果指標が一つか二つというところ

ですが、それだけですと、なかなか捕捉できる資料がない事務事業もあるということで、

補助指標というものを設けさせていただきまして、これによって、包括的に、その事業、

施策を評価していくというシステムでございます。実際は、補助指標につきましては、

三つまで入れられるような形で運用したいと考えてございます。 

それから、改善点②でございます。項目14番「施策達成状況」の欄に、13番の指標重

要度の割合の設定理由を記載させるということです。指標の中にもやはり重い軽いがあ

り、より精緻な達成度を出していくということで重要度の割合をつけていますので、そ

のパーセンテージを設定した理由を明確にする必要があるということで、導入したとこ

ろでございます。 

次に２ページをお開きください。改善点③です。これは項目15番が施策の分析でござ

いますので、分析の中で課題となった部分については、項目17番の来年度の方針のほう

でどういう改善をしていくか、１対１の関係になるような書き方にするという修正でご

ざいます。 

次に、改善点④は、項目16番に「貢献度の設定根拠」を記載するということです。今

回の豊島区バージョンの大きなポイントとしては、項目18番の施策を構成する計画事業

の欄にある施策貢献度です。星印が三つ、二つ、一つということで、どの事務事業が施

策に貢献しているかについて貢献度を示すこととしています。このため、なぜ三つ星に

なったのか、なぜ二つ星になったのか、なぜ一つ星になったのかという理由を明確にし
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ていきたいと思います。 

次に、改善点⑤は項目18番に関してで、「施策目標を達成する手段の最適化」という観

点から、今後の事業の方向性を示す「最終評価」は施策評価にて行うということです。

このご指摘は、事務事業評価の中にも方向性ということで「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」などがあり、

施策評価との関係がわかりにくいということでした。このため、基本的には施策評価の

中でそれぞれの事業の最終評価を出し、整合性を図っていくということでございます。 

次に、改善点⑥です。事務事業の中には、区が独自に力を入れている事業であったり、

補助金を受けて実施しているもの、義務的に行っているものなどがあります。そういっ

たものは、その特性をきちんとこの事務事業のところに明確にすべきということで、事

業特性１と事業特性２という区分を設定いたしました。 

事業特性１の欄には、義務的事業、建設・整備事業、維持管理事業、計画策定事業、

政策的事業という分類を入れます。また事業特性２は、区が単独で区の意思で行ってい

る事業、それから国や都の補助によって行っている事業、さらに三つ目として、国・都

の補助にさらに区が上乗せして行っている事業の三つに分類します。この事業特性１と

２を組み合わせると、どのような事務事業が展開されているのかがある程度わかるとい

うことで、追加させていただきました。 

それから、進め方につきましては、評価対象施策と施策を構成する事務事業との関係

（ロジックツリー）という資料をご覧ください。２回目の試行実施からこの形態を導入

させていただきまして、一つひとつの事務事業がどの指標にぶら下がっているのか、そ

の指標はどのような目的にぶら下がっているのかということを明確にしまして、評価を

する際の参考にするものでございます。 

前回このロジックツリーを導入しまして、委員の皆様からも非常に議論がしやすくな

ったというご意見をいただいてございますので、来年度、施策評価をする際には、72施

策それぞれにロジックツリーを作成するやり方を取りたいと思っております。 

説明は以上でございますが、基本的にご指摘をいただいた内容は、施策評価表に反映

したと考えてございます。さらにつけ加えるところ、改善すべきところがありましたら、

ご指摘をいただければと存じます。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。 

前回までの指摘を、具体的に評価表へ反映したということでございます。一遍に議論

するのもいいのですが、全部で八つありますので、まずは①から④に絞って、こういう

対応でよろしいかご議論いただきたいと思います。 

いずれにしても、施策評価表がより詳細になったという印象で間違いないですかね。

詳細になれば、もちろん何かを失うわけでありまして、よりわかりづらく、全体として

概観しづらくはなるのでありますが、これがＷｅｂサイトに載っていくということにな

ります。 

では、どなたからでも結構ですので、まずは①から④に関してご意見をいただきたい

と思います。いかがでございましょう。 

Ｄ委員： 確認ですけれども、改善点①の指標重要度の割合について、まずは、どこでこれを決

めているのかということ。それと合計で100になっていますが、最後のツリーを見ると、

もうちょっと、これに関わる事務事業はあるようにも見えます。これだけで100にすると
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いうのも正しいかもしれませんが、その辺の考え方を改めてご説明ください。 

行政経営課長： まず、どこで決めているかという点ですが、指標の設定につきましては、基本的に所

管部局のほうで指標を選んで、それぞれの指標について重要度の割合を決定していただ

くというのが基本でございます。 

また、二点目ですが、もっと指標があるのではないかと。この例ですと事務事業が 10

以上ございますのでそういうところですが、基本的には、ロジックツリーに書いてある

とおり、一つひとつの事務事業は、どれかの指標には該当しているというようなつくり

になっていますので、このやり方については、来年度以降、踏襲したいと考えてござい

ます。 

Ｄ委員： この施策では、記載されている三つしか成果指標はないのですか。 

行政経営課長： はい。活動指標的なものはあるのかもしれないのですが、成果指標として耐え得るも

のはこの三つだったというところです。この辺は、確かに所管の判断が入ってくると考

えています。 

Ｄ委員： なるほど、わかりました。 

この指標がたくさんあって、例えばレベルの20とか10ぐらいの低いのが幾つもある場

合というのは、どういう扱いにするのか。無理やり合計100にするのか、いや、それはし

ないのかという、結構ウェイトづけで影響が出てくるかなという気もするのですが。 

行政経営課長： 合計は100にするというのは決めていますけれども、確かに10％とか20％のものがた

くさんつけばいいかというわけではないと思いますので。 

Ｄ委員： たくさんつけるのではなく、つけない場合にそれをどうする、どういう扱いにするの

か。全部つければ100になるのでしょうが、逆に三つぐらいに絞ると100にならない。そ

ういう場合には、無理やり合計を100にするのか、いや、そうではないという話なのかと

いうことです。 

行政経営課長： 合計が100になるように割り振るということです。 

Ｄ委員： それ、無理にでも割り振るのですか。 

行政経営課長： そういうことです。 

Ｄ委員： わかりました。 

原田委員長： 関連ですけれども、三つの指標の場合30、30、30では100にならないので、でこぼこを

つけて、重みづけをするということですが、これをすることによって、施策の見直しの

対象が自動的に出てくる。そのためにこれを割り振るということですよね。 

行政経営課長： そのとおりです。 

原田委員長： これ、ちなみに三つまで設定してよいということですが、補助指標の追加を可として

合計三つですよね。これ、最初の指標はどれだったのですか。 

行政経営課長： 最初は上の二つです。 

原田委員長： この事例でいうと、今回は三つ目を追加したというところですね。 

このあたりも、そもそも論になってしまいますが、本当は二つの施策が一つになって

いるような施策であれば、もう100、100でいいということもありますので、施策の単位

みたいなところの粒が揃えてあればよいのですが、必ずしもそこまでコントロールでき

ていなかったということもあります。 

このあたりは、福祉系でしばしば問題になりますけれども、例えば、がんと特定健診
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とかは違うのか、同じなのか、グルーピングはどうするのかというところが、実はこの

パーセンテージを割り振る前の議論として、本当はあってもよいのかなという気がいた

します。 

ただこれは、ほかの施策を見てみないと粒が揃っているかどうかはわからないという

ところはあります。 

ほかの方々、いかがですか。 

Ａ委員： これ、表の構成の問題になると思うのですが、改善点②で割合の設定理由を追加して

いただいたということですね。ということは、この表で言うと、指標重要度の割合の50

とか40とか10を説明する内容ですよね。 

ところが、指標重要度割合の数値の脇には指標設定理由が来ていて、ここから50、40、

10の説明というのが大分離れてしまっています。ここは何か工夫ができないものでしょ

うか。この50、40、10の説明が項目14番の下の方に来ているわけです。その辺のところ

は表として見にくいかなという気がいたしました。 

行政経営課長： ありがとうございます。確かに項目13番のすぐ後ろに持ってきたほうがわかりやすい

と思いますので、そこは修正させていただきます。 

原田委員長： おっしゃるとおりですね。 

ここは設定した理由と重みづけの理由ですよね。重みづけを含めた理由があれば、い

いということですね。 

Ｃ委員：  全体として、良いのではないかと思います。 

改善点⑥の話になってしまうのですが、ここのところを何年か回していくと、施策単

位のマネジメントというのは、できやすくなるのかなと。つまり、事業特性１のところ

が、対象者が増えるなどして自動的に膨張していった場合、それをむやみに上乗せで予

算を増額させる前に、何とか同じ施策の中で吸収する案を出させるということを考えた

ときに、これは、事業特性２のところで吸収をしていくという方法しかないはずなので、

この辺、だんだん見えてくるようになれば、それぞれの部課長さんのマネジメントとい

うのが十分できてくるのではないかと思います。 

マネジメントのことでもう一つ言わせていただくと、これだけの施策評価表をつくる

という話になると、おそらく最初に抵抗があると思うのです。ただ、ここに書かれてい

ることは、部課長さんが本来やるべきことで、部や課で所管している仕事のマネジメン

トの説明シートですので、これを面倒だとか大変だとかと言ってもらっては困るなとい

うのが、率直な感想です。 

行政経営課長： 事業特性１、２につきましては、いろいろな組み合わせがあるので、今ご指摘いただ

いたように、今後のマネジメントとか、その傾向とかを掴んでいく上で非常に重要かな

と思っていますので、これを有効に活用したいというところでございます。 

また、各部長がこれを作成するに当たっては、かなり労力を要するのかなと考えてご

ざいますが、そこはしっかり、１年目で大変なところはありますけれども、導入してい

きたいと考えてございます。 

原田委員長： こういった作業は、部長としてのマネジメントの一環であるということを徹底しても

らうしかないですね。 

事業特性も例えば補助事業でいうと、補助要件もあれば、補助率もあるという意味で
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は、大きな括り方なのだろうという気はします。それでも、持ち出しか持ち出しでない

かというところは、非常に大きな判断材料になるかなという気はいたします。 

Ｅ委員： 前回も少し気になっていたのが、事業を分けるときに、貢献度が高い低い、コストが

高い低いというのが、どうしても区分けでやってしまいますけれども、それでよいのか。

メリットとして、事業が施策あるいは政策に結びつくときの、利益がどうなのかという

ところをどうしても考えてしまうのです。特に予防的なこういうがん検診のようなもの

は、黙っているとどんどんコストがかさんでしまうというお話もあったと思います。 

つまり、がん検診をやることによって、死亡率の減少を目指して、健康な生活を維持・

増進するけれども、それによって、区にどういう利益があるかと、これは収入でもいい

し、別の税収に直接結びつくかどうかわかりませんけれども、別のメリットが、利益が

あってもいいのですが、それによって指標、あるいはそれに取り上げるものが変わって

くるというのがもしあったとしたら、この表に入るかどうかというのは別にして、考慮

の中に入れる余地を今後検討いただくというのはありかなと思いました。 

原田委員長： どんな公益増進が見込めるのかということですよね。なかなか、非常に難しいなと思

いますけれども、事務局いかがでしょうか。 

行政経営課長： ご指摘の内容は、ここだけで貢献度を見てしまうと低い場合でも、将来的に利益のほ

うが出てくるようなところもある程度勘案しなければ、正しい評価ができてこないとい

うご指摘なのかなと理解したところです。これについては、項目17番の来年度の方向と

いうところで、来年度に限定されてございますが、その事業の中で、そういった将来的

な利益があるということについては、明確に記載していただいて問題ないと思ってござ

います。ただ、それを評価としてどうするかというところが、確かに難しいのかなとい

うところでございます。 

Ｂ委員： お伺いしたいのですが、項目14番と16番の関係ですけれども、特に16番の星印の意味

は、指標重要度の割合の高いものと関係している事業は、三つ星ということでよろしい

ですか。 

行政経営課長： 施策に貢献する度合いが強いのが三つ星で、貢献度が低いのが一つ星という考え方で

す。 

Ｂ委員： それによって指標と施策を結びつけようとしているということですね。わかりまし

た。 

原田委員長： 結びつきの強度みたいなものですから、どれぐらい結びついているのかということで

しょうかね。 

Ｄ委員： 改善点⑥の事業特性１ですが、評価表の２ページを見ると、政策的事業というのが割

と多くあり、計画策定事務のほうに計画とかビジョンというのが入っていますが、どう

いう考え方でまとめているのか教えてください。 

事務局： 事業特性１の区分の仕方ですけれども、まずは、法令等により義務的に実施している

もの、公共施設の建設・整備のいわゆる投資的経費といったもの、そして施設を維持管

理するための業務に分けています。さらに計画やビジョンなどの策定に係る事務という

区分を設定した上で、それ以外のものは政策的に実施しているというロジックのもとベ

ン図を描いており、上の４つの事業区分のいずれにも該当しないものを政策的事業とし

ております。 
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原田委員長： いわゆるその他ですが、ただ、その他というとどうでもいいように思われてしまうの

で、そうではなくて、やはりプライオリティを区としてつけたので、そういう区独自の

判断で実施しているものということですね。 

Ｃ委員： そうすると、この政策的事業は、事業特性２の区単独の事業と何が違ってきますか。 

原田委員長： 事業特性２という表現がわかりにくいのかもしれないですけれど、こちらは財源の問

題ですね。 

行政経営課長： おっしゃるとおり、財源構成です。 

原田委員長： そういう意味では、事業特性１が政策的事業であれば、その場合の事業特性２は多く

が区単独になるということですよね。 

Ｇ委員： 政策的事業は、主には区の判断でそのサービス提供をしている事業ということですの

で、自主的な面が大きい事業ということになります。 

原田委員長： そうですよね。私もその認識ですし、だからこそ、財源としては持ち出しになるとい

うことだろうと思います。 

事務局： 事業の中には、他の自治体と比べてみた場合に、他の自治体だとある程度のレベルし

かやっていないけれども、豊島区としては付加してサービスを提供する部分があるの

で、そこはいわゆる政策的判断として実施する部分だと思います。 

原田委員長： だんだん⑤から⑧にも議論が進んでおりますので、ここからは全体を通じでご議論を

いただきたいと思います。 

私からは一つですけれども、たしか前回、施策評価表のロジックツリーをお出しいた

だいて、これを見る限り非常にわかりやすくなったと思うのです。これを書くのが、Ｃ

委員の先ほどの言葉を借りると、マネジメントなのではないかという気がします。これ

を政策経営部で書いては全く意味がないという気がしますので、ぜひ当たり前のように

部局で考えてきてもらってください。 

ああでもない、こうでもない、私のイメージですと、施策と事務事業を何か磁石でペ

タペタ貼り付けて、一体どれとどれが結びついているのだろうかと。これが一番大きい

とか小さいとか、金額はこうだとか、義務づけだとかというような議論を部内でやって

もらうというのが、これを結果として使うだけではなくて、プロセスとしてやってもら

うことが一番大事なところかなという気がいたします。これは運用上の課題ですね。 

実際にやってみると、やっぱりこれは書きづらそうだとか、作成したもののレベル感

みたいなものも多分あると思うので、そういう中で、この表を書き直していくというこ

とが必要になるのかなという気がします。 

何と言いますか、こう決めたから、これでやりましょうというところを徹底すること

に、どれだけの意味があるのかと。部のほうできちんとマネジメントができているので

あれば、極端に言うとこうした表は要らないというところもあるかもしれない。そうい

う意味で、プロセスが大事だということは、そこの習熟度みたいなところが一応低いと

いう前提で書いてもらうということですが、そうじゃないということだって、あり得る

かもしれないので、そういったところを見極めながら、やりながら考えるというところ

があるのかなという気がいたします。 

ほかの方々いかがでしょうか。 

Ｂ委員： 基本計画を踏まえながらつくっていくことになるわけですよね。つくっていくとき
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は、ボトムアップ式に担当者がつくっていくんですよね、きっと。矢印もボトムアップ

になっておりますし。 

ただ、ロジックツリー、基本的にトップダウン的な発想なのですけれども、現場はど

ういうことになるのだろうと、今、頭の中で上へ行ったり下へ行ったり、どうなるのか

なという、ちょっと素朴な疑問です。 

行政経営課長： そのとおりでございまして、基本計画の進捗管理を基本的な部分にしていますので、

トップダウンで流れるものなのですが、本区の場合は、既に事務事業評価を導入してい

ますので、担当レベルだと事務事業評価をつくって、それを課長、部長が施策評価の中

で勘案していくということになるので、実際の作業は、下から上に上がっていくような

作業になっていくというところでございます。 

ただ、それを見失わないように、ロジックツリーを使って、どこの目標なのかという

のをしっかり意識してやってくれというようなつくりにしてございます。 

Ｂ委員： これまで各部長からお話をいただいた際に、基本計画の指標はこうだけれども、こち

らの指標のほうが現状に合っているというような話もありました。施策の方向性が変化

してきたりして、実際に起こり得ると思うので、そのつくりにくさみたいなところをち

ゃんと報告するようしてもらえればと思います。それによって、次回の基本計画にも活

用できますし、トップダウンとボトムアップを交流させることにもなります。 

原田委員長： ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

では一旦、これで来年度、今年度は試行でしたけれども、来年度は実施１年目という

ことで、うまくいかないときには、戻って考えるということで進めてまいりましょう。 

では、資料４－１と資料４－２は以上にいたしまして、続いてこれを具体的に来年度

どうしていくのかということについて、事務局からご説明いただきましょう。 

行政経営課長： それでは、只今ご承認いただきました施策評価表を使って、どのように実際行ってい

くかというところでございます。 

順番は逆になりますが、資料４－４のほうを先にお取り上げください。平成29年度以

降の行政評価の実施イメージということで、これまでの議論をもう一度おさらいしたい

ということと、二点ほど修正、変更がございますので、それを報告させていただきます。 

まず、これは何度も当委員会に出してございますが、構成としては、施策が72施策、

事務事業については計画事業が305、一般事業が302ということで、607の事務事業を行っ

ているところです。 

事務事業評価の目的というところをご覧ください。事務事業評価につきましては、費

用対効果・効率性の確認、それから事務事業を改善、見直していくという二つが主な目

的でございますが、今回もう一つ、事務の引継ぎということで、なるべく具体的に使っ

ていただこうということで、新たに事務の引継ぎに活用したいというところです。ここ

が一点変更になったところです。 

次に、施策評価でございます。施策評価の目的は、基本計画の進捗管理、それから区

政運営の透明性の向上、職員の意識改革、ここまではこれまでの目標でオーソライズし

てきた部分でございます。今回、新たに行政評価を行政経営システムに活用していきた

いということで、活用の仕方を現在検討してございますので、こちらにつきましては二

つ目の議事でご説明させていただきたいと思います。 
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外部評価でございますが、政策評価委員会が外部評価という位置づけで評価をしてい

ただくということで、外部評価の目的は、内部評価の結果に妥当性があるかどうか、客

観性があるかどうかをチェックしていただくということでございます。 

これを踏まえまして、資料４－３をお取り上げください。平成29年度の政策評価委員

会における外部評価の実施でございます。評価対象でございますが、以下の二つの基準

により４施策程度を抽出し、評価を行うというところでございます。 

具体的にどんな施策を抽出するかというのは、これまでご議論いただいたように、大

きく二つに分かれてございまして、一つは達成度、業績測定の中で進捗状況に「異常」

を検知した施策、アラームとこの会では呼んでございますが、「大きく未達成」であった

り、逆に「大きく超過達成」している、これは何か原因があるということで、こういっ

た施策を選びましょうということです。 

二つ目は、各政策の中に重点施策ということで、24の施策を選んでございますので、

こういった本区のポイントとなる施策について、ある程度選んでまいりたいということ

です。こちらは、これまでの議論の中で決定したものでございます。 

開催スケジュールでございますが、29年度の第１回目を８月下旬に予定してございま

して、ここで外部評価対象施策の選定を行いたいと考えてございます。併せて、基本計

画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況ということで、全施策等についてど

のような進捗状況になっているかをご報告申し上げたいと思います。 

次に、２回目、３回目は29年９月でございますが、中旬と下旬に実際に外部評価を行

いたいと考えてございます。 

実施体制としましては、８名の委員を半分に分けまして、二つの分科会をつくりたい

と考えてございます。それぞれの分科会が一つの施策を評価いただくという形で、９月

中旬と９月下旬の２日間を使って、全部で４施策について評価を行いたいと考えてござ

います。 

それぞれの評価時間は、今年度の２回の試行実施を勘案しまして、大体90分～120分の

間ということで、可能であれば日中がよいのですが、皆様のご都合もあると思いますの

で、平日の午後６時ぐらいから実施したいと考えてございます。 

第４回としましては29年の10月から11月の間で、実際に外部評価を実施しての課題整

理等を行いたいと思います。 

続きまして、資料４－５をお取り上げください。平成29年度の全体スケジュールでご

ざいます。 

特徴としましては、先ほどご説明したとおり、事務事業評価を３月から、本区におい

ては従来、４月下旬若しくは５月ぐらいから事務事業評価表をつくり始めていたのです

が、やはり前任者が基本的な事務事業評価を行うということで、４月に新たな担当者が

来た場合にもきちんとノウハウが継承できるということで、引継ぎに活用するために、

３月から実施したいということでございます。 

事務事業評価が出来上がるころに、施策評価をつくり始めると。施策評価の中で事務

事業のそれぞれの方向性を明確にして、事務事業評価のほうにフィードバックしてい

く。これを政策経営部のほうでそれぞれ事務事業と施策評価をチェックして、区議会等

に出していって、ご議論していただくというような全体の流れでございます。 
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それから、参考までに各施策に結びつく事務事業の数の資料を添付してございます。

施策を見ていただきますと72施策ございますが、№１で見ますと、区民参画の推進とい

う施策については事務事業が４つついているという内容になっております。 

これをずっと見ていただきますと、これまでも当委員会の中で粒が合っているかどう

かというお話がありましたが、かなりばらばら感があるというのが実態でございます。 

ちなみに、事業ゼロが１施策、１から５事業が32施策、６から10事業が24施策、11か

ら20事業が11施策、21事業以上が４施策ということで、最大は51事業です。１から５事

業で44％、６から10事業で33％、合わせて80％弱が１から10事業という状況になってご

ざいますので、今回の試行でも３事業ぐらいしかない施策をどのように評価していくか

というのがありましたが、その辺が少し難しいのかなという危惧を事務局ではしている

ところです。 

来年度の施策評価の実施方法についての説明は以上でございます。 

原田委員長： ありがとうございました。具体的な進め方ということです。 

施策を選定する方法としては、参考資料もありますけれども、まずは、何となく変な

動き方をしているものをピックアップするということと、あとは、重点施策やまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の関係で、どうしてもこれはやりたいというところは、区とし

て判断なさることになるのではないかと思います。 

場合によっては、この二つが重複していくこともあり得ると思います。そのあたりを

どうするかというのは、実際に選定をする段階で検討してまいりたいと思います。 

２回目、３回目の開催スケジュールで言うと、委員を２つのチームに分けて、それぞ

れで評価を実施するというイメージですか。 

行政経営課長： 例えば９月１日に開催するとしたら、８名の委員全員にお越しいただき、４名と４名

に分かれてもらって、２つの会場で、それぞれ１時間半ぐらいで異なる施策を見ていた

だくという形です。 

原田委員長： わかりました。 

ちなみに、区役所で事務引継ぎというのは、どのような感じなのでしょうか。 

行政経営課長： 人事異動の内示の時期を早めたりして、なるべく事務引継ぎの期間を確保しようとは

しています。ただ、職場にもよりますけれども、どうしても年度末は忙しい時期なもの

ですから、使用する資料の説明など基本的なことは引き継ぎますが、４月に入って実際

に事務を処理する際に前任者と電話で連絡をとりながらやるというケースも少なくな

いかと認識してございます。 

原田委員長： そうですよね。そういうこともあるので、多分これを仮にやったとしても、４月１日

からどんな仕事をするのかということばかりに関心がいってしまうので、やっぱりその

評価という観点がどうしてもないがしろになると。そういった意識が年度当初から失わ

れてしまうと、最後まで失われたままになってしまって、ますますみたいなこともある

ので、というような判断なのかなという気がいたしました。そういうことですよね。 

行政経営課長： そのとおりです。あとはやはり、評価の場合は課題というのをきちんと書いています

ので、今、区の施策の中で、自分のやっている事務事業はどういう課題を持っているの

か。自分が今度新しくそこに配属になった場合は、この課題をどういうふうに解決する

ための方向性が出ているのかというのをきちんと認識した上で仕事をするかどうかと
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いうのは、非常に大きいところがあると思いますので、そういったところで意義がある

と考えてございます。 

原田委員長： 多分、その段階で全部わかるということは、まずないでしょうけれども。そこにああ

いうことが書いてあったから、いつも意識しておかなければというようになればという

ことですね。 

Ｃ委員： 実は、もう８年ぐらい前から、私がかかわっているところは、事務引継ぎに使っても

らいましょうということでやっています。何故そう考えたかというと、４月１日の人事

異動があって、事後評価という形ですると、去年のことが全くわからない人が書くとい

う話になって、結果的に前年度のデータを引っ張り出して、それなりに文字を修正して

提出する、こういう形になってしまうのです。 

実際にこういうスタイルをとった自治体では、事務事業評価を導入して２年目に全職

員アンケートをやって、行政評価の取り組みはあなたの仕事に役に立っていますかと聞

いたところ、「はい」と答えた職員が73％だったのです。つまり、異動するときに大体仕

事のやり方と書類のある場所ぐらいしか、わからなかったものが、異動したら何をしな

ければいけないか、今どういう大変な問題を抱えているのか、これがあらかじめわかっ

ていることが、やはり非常に役に立っている。 

こういうことなので、実施してみると、またそこはそこで別の問題が出てくるので、

その都度、課題をクリアしていくというやり方をしていけばよいのかなと思います。 

原田委員長： このあたりは、やはり３月末で締めないとわからないというものも必ずあるので、あ

る程度暫定的にはなるのかなという気はしますが、今、Ｃ委員がおっしゃったようなメ

リットはもちろんあり得るので、やってみるということなのかなという気がします。 

別の件になりますが、先ほどの資料４－４の中に事務事業評価で基本計画下に位置づ

けられていない事業が30ぐらいあると。これは評価の対象に上ってこないわけです。事

務事業としてやっていくわけですけれども、何となく落ちつきが悪くてしょうがないの

ですが、どうなるのでしょうか。 

行政経営課長： 引継ぎという意味合いからすると、必要になってくる部分もあるかもしれませんの

で、その辺もう少し事務局で練っていきたいと思います。 

原田委員長： ばっさりやめてしまうというわけにはいかないわけでしょう。いろいろな経緯があっ

て、一つひとつそれぞれ紐付けられた経緯があったりしてというわけですよね、なかな

かこの辺は、そういう意味では評価も難しいかもしれないない、そういうカテゴリーか

なという気がいたします。 

ほかの方々いかがでしょうか。よろしいですか。 

こちらもまた、やりながら考えるということにいたしましょうか。 

豊島区としては以前、公開事業評価を実施したこともありますけれども、今回は、傍

聴はあるのかもしれませんが、基本的には今日のような会議室で開催するというイメー

ジでよいですか。 

Ｄ委員： 公開しますか。 

行政経営課長： 傍聴可能ということです。 

原田委員長： わかりました。では資料４－４までを説明いただいたということで、施策ごとに事業

数に違いがあることについては、次の基本計画の見直しの際に大きな課題の一つとし
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て、位置づけていただければと思います。ありがとうございました。 

（2）行政経営システム(案)について 

原田委員長： それでは、二つ目の議事に移ります。行政経営システム見直しの基本的考え方につい

て事務局よりご説明をお願いします。 

行政経営課長： 資料４－６をお取り上げください。豊島区行政経営システム見直しの基本的な考え方

と具体案でございます。 

前回の委員会でも少しふれましたが、政策経営部の中で行政経営システムＰＴを設置

しまして、ここにあるとおり、不確実性を乗り越えるための改革ということで、議論を

しているところでございます。 

現時点では、庁内でオーソライズされているわけではなく検討中のもので、その中か

ら一部抜粋した内容になってございます。本日は、今我々が検討していることについて、

委員の皆様からアドバイスやご意見を伺えればということで、ご説明申し上げます。 

１ページの不確実性を乗り越えるための改革ということで、なぜこういった検討が始

まったかと申しますと、ここ数年は、本区の収入状況もある程度安定してございまして、

事業の新規・拡充、それからサービス向上等を行いながら、財政状況も好転しているよ

うな状況でございます。しかしながら先を見据えますと、世界の状況を見てもイギリス

のＥＵ離脱問題やアメリカ大統領が代わったりと、そういったことをはじめ、区として

も今後こういった経済状況が続くのかという部分ではやはり不透明さがございますの

で、税収等が落ちてきてから何かを対応するということではなくて、そういった時代を

見据えて、不確実性を見据えて、行政経営システムを構築していきたいという意図で今

回、政策経営部長をリーダとするプロジェクトチームを設置したところです。 

本日は、我々が今検討している基本的な考え方と、それから行政評価をこう使いたい

という２点についてご報告しますので、それについてアドバイス等をいただければと思

います。 

それでは、３ページをお開きください。基本的な視点としては、不確実性の時代にも、

柔軟に対応することができる持続可能な行政経営システムを再構築するというのが、今

回のＰＴの目的でございます。 

次に４ページをお開きください。具体的に我々のイメージしている行政経営システム

とは何ぞやというところ、基本的なコンセプトでございます。 

自治体の行政経営資源には、税収であったり基金というような資金力がございます。

また民間の活力、それから情報力、マンパワーとしましては区の組織や職員という行政

資源がございます。 

この行政資源の最適化を図っていくのが、行政経営システムの役割だということでご

ざいます。行政経営システムには、大きく三つの柱を考えてございまして、一つは予算

編成システムとして、限られた資源を適正に配分していくという役割。それから二つ目

が、ネットワークシステムということで、これまで行政が担ってきた「公共」の部分を

民間とパートナーを組んで進めていくようなやり方に変えていくというのがネットワ

ークシステムです。三つ目が生産性向上システムということで、これが組織の効率化と

いうような部分で、少数精鋭等によって行政資源を最適化していくという三つの柱でご

ざいます。 



第 4 回会議録（290131）.docx 

- 13 - 

この最適化を図ることによって、身の丈に見合った安定的な行政運営が実現でき、そ

うすると、自治体自体が持続的な発展を実現していくというものでございます。 

さらに、メリハリをつけた配分をすることによって、国際アート・カルチャー都市の

実現としての将来への投資ができ、こういった将来の投資をすることで、まちが変わっ

ていくというところでございます。そして、それが選択されるまち、安定した税収の確

保ということで、再び戻って行政経営資源に注力されていくということで、こういった

サイクルを回していくことが重要ではないかということで、この行政経営システムを活

用したいというところでございます。 

次に５ページですが、今ご説明した中の予算編成システムのところを抜粋して、検討

している内容でございます。先ほどから申しましたとおり、行政評価をこの予算編成と

どのように結びつけていくかというところを検討しているところでございまして、行政

評価の枠組みの中に事務事業評価と施策評価があります。来年度から施策評価が導入さ

れるわけですが、行政経営システムにおける活用ということで、大きく二つの活用方法

を考えているところでございます。 

一つは施策評価の今後の方向性というところを使って、新規・拡充事業に対応させた

いということ。二つ目は、施策への貢献度それからコスト評価を使って事務事業の総点

検に使っていきたいというところでございます。 

なお、現在の仕組みでは、10月に事務事業の総点検、その後11月、12月に新拡事業、

最終的に１月に次年度の予算編成という流れになっております。 

これを今描いている順番ですと、７月・８月に第１次新拡事業を選定し、10月に事務

事業の総点検、その後第２次の新拡事業を終えて、次年度予算編成という流れに変更し

たいと考えているところでございます。 

実際に今、豊島区がどのような総点検を行っているかというのが、次の６ページです。

本区におきましては、部別の予算事業部制をとってございます。各部にある程度の予算

枠を割り振るというやり方で、枠内予算と呼んでいます。他方、投資的経費や人件費、

新拡事業などの政策的経費を枠外予算としていますので、これら以外の部分を各部に割

り振っているというやり方でございます。 

各部から、概算要求が７月に出てきます。それに対しまして全て飲み込むわけにはい

きませんので、ビルド・アンド・スクラップ制度ということで、枠内予算から一定の額

を削減するというルールを設けています。 

簡単にビルド・アンド・スクラップをご説明しますと、例えば100万円の新たな新規事

業を実施する場合に、３年後にはその半分、50％は枠内の予算を削りなさいということ

で、段階的に２年目に25万円、３年目に25万円、合わせて50万円を３年後にスクラップ

するというやり方を取り入れてございます。スクラップ額を各部に提示して、各部局は

その中で枠内予算を編成していくというやり方です。 

なお、スクラップの比率については原則50％ですが、義務的経費を削ることはなかな

か難しいので、これについては３％という例外的な対応も設けているところです。 

ちなみに、28年度にどのぐらいスクラップ額があったかと申しますと、１億７千万円

でございますので、枠内予算の総額が151億円ですから、約1.1％程度がスクラップで減

っているということでございます。 
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次に、７ページでございます。新規・拡充事業に行政評価を使いたいというところで

すが、どのように使っていくかというと、資料４－２施策評価表の２ページをご覧くだ

さい。項目18番を設けまして、この中でもし新規・拡充をする場合には、なぜその新規・

拡充事業が必要なのかというところもきちんと書いてもらうという設計にしてござい

ます。 

要は、新規・拡充事業がこの施策の中でどういう役割を担うのか、どういった貢献を

するのか、こういう課題をクリアするためにこういう新規・拡充が必要なのだというよ

うにきちんと整理した上で、新規・拡充事業として提出してもらうようにしたいと考え

てございます。 

具体的には、新規・拡充事業提案書を資料の最後につけていますが、これを新規・拡

充事業を申請する際には書いてもらっています。今年度からはかなり詳しく、よりロジ

カルに書くようにしまして、施策評価で記載した内容と関連性を保った上で、新規・拡

充を提出する際には活用したいという内容になってございます。 

資料４－６にお戻りいただきまして、最後８ページです。新規・拡充事業だけでなく、

既存事業にはどのように行政評価を使っていくかというところでございます。 

こちらは、今後の方向性②をご覧ください。予算へ反映させる仕組みづくりというこ

とで、施策評価にあります「施策への貢献度」と「施策に占める事務事業コスト」の二

つの観点を組み合わせた分析を行い、見直すべき事業を明らかにするというところでご

ざいます。 

これも資料４－２の４ページ（２）をご覧ください。これがイメージ図でございまし

て、表側は施策貢献度ということで、（高）の欄には星三つの事業、（中）には星二つ、

（低）には星一つの事業を記載いたします。表頭はコスト比率（下位）（中位）（上位）

としております。（１）の表でこの施策にぶら下がっている全ての事務事業の一般財源の

金額を出し、それぞれが施策全体の何パーセントを占めているかを算出していますの

で、33％までが上位、66％までが中位、それ以上が下位というように事務事業を振り分

けていくことになります。これによって、例えば施策貢献度が低く、コストは中位から

上位という枠に分類されているものは、事務事業の休廃止も含めた抜本的な見直しが必

要というような形で、どの事業がどこに位置づけられているのかを各事業の中で意識し

ていただくという使い方をしたいと検討しているところです。 

こうしたことで、評価をすることによって議論が生まれ、そういった中で再配分をし

ていくことに活用していきたいということを、現在検討しているところでございます。 

アドバイス・ご意見等がありましたら、お願いしたいと思います。 

原田委員長： ありがとうございました。 

伺っていて、不確実性というのは、いつまでも財源が堅調にあるわけではないと。そ

ういった中で、どうやって一定の財政規模を拡大しないまま、いろいろな施策に取り組

んでいこうかというお話なのかなと伺いました。 

ちなみに、補正予算はどう考えていますか。特に、国庫補助がつくようなものはどう

でしょうか。 

行政経営課長： その議論も相当しておりまして、年度途中の補正予算につきましては、こういった過

程を通らないために、その辺をどうしていくかというのも一つの課題でございます。 
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ですから、これを従前のものだけに当てはめるのではなく、そういった補正の際にも

どういった根拠で行うのか、さらにはなぜ必要なのかというのは、システム的には同じ

ような考え方で進めるべきだと考えてございます。 

Ｃ委員： 補正予算ですけれども、そもそも補正の前提となるのは、当初予算の総計予算が前提

なわけで、それを受けて総計予算には全て計上しろと書かれていて、補正予算の条件は、

予算の調整後の事由なのです。ですから補正要求のときに、そこをきちんと説明させる

ことで相当な部分避けられるかなと思います。逆に、そこをきちんと説明しようとする

には、この評価のロジックにのっていないと多分説明ができないのだろうと思います。 

原田委員長： ほかの方々いかがでしょうか。 

Ｄ委員： 公会計が変わりますが、それが全く出てきていません。例えば７ページの今後の方向

性のところに少しでも入れていただくと。やはりマネジメントに使えるというのが売り

ですし、職員にも意識を持ってもらったほうがいいような気もしていますので、その辺

ご検討ください。 

Ｇ委員： ご指摘はごもっともで、実は公会計に関することを入れるかどうかは検討いたしまし

た。今年の４月からいよいよ仕訳の事務も始まるというところです。しかしながら、シ

ステムも実際に動いてみないと、なかなか議論がしにくいということがございまして、

動き始めてこの夏までの間にはどういう財務資料を出して、それをどう使うかというこ

とは検討し、この委員会でご報告したいと思ってございます。 

原田委員長： 多分、新しい公会計は相当なレジームチェンジみたいなところが使い始めれば出てく

るのかなという気がします。豊島区には、公会計に関心がある方もたくさんいらっしゃ

るという話を聞きましたので、ぜひそういう知見も生かしていただければと思います。 

ほかの方々、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 新規・拡充事業についてですが、せっかくロジックツリーをつくられたので、新拡事

業がロジックツリーのどこに当たるのかというのを示せないでしょうか。要するにロジ

ックツリーというのは、隙間とかダブりを確認するものなので、ここに隙間というか新

規開拓の余地があるというのを示せるようにしたらいかがでしょうか。 

行政経営課長： 工夫させていただきます。どのようにすると、どういう見せ方ができるか、どういう

ふうに入れていくかというのを研究させていただきます。 

Ｅ委員： それと、先程の補正予算の事業もそうですけれども、補助金を受けてやる事業は、自

分の首を絞めるときってありませんか。多少お金が来るから実施してしまうのでしょう

が、ほかにちょっと支障を来したとか、人手が足りなくなったとか、いろいろ問題点も

あるように聞いています。 

そういうときに、やる、やらない、やらない理由もあると思うので、ロジックツリー

の中できちんと位置づけておけば、もちろん基本計画のどこに当てはまるかというのも

大切な点だと思うので、そこも含めてご検討いただければと思います。 

原田委員長： そういう意味では、安く上がるからいいのだ、持ち出し分が少ないからいいのだとい

う議論は、やはり健全ではないかなという気がします。 

ほかの方々、いかがでしょう。 

Ａ委員： よく考えていらっしゃると思いますが、基本的な視点の２つ目にあるＮＰＰＰ、なか

なかこれがわかりにくい。特に、区民の方には具体的にどういうものなのかということ
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がわかりにくいと思うのです。この辺をもう少しかみ砕いた表現を使ってご説明された

ほうが、より良くなるという印象を受けました。ＰＰＰ自体が結構新しい概念なのに、

さらに新たなというＮＥＷ（ニュー）が加わりますので、その辺のところをわかりやす

くしたらと思いました。 

原田委員長： これはぜひご検討ください。 

Ｅ委員： どこがＮＥＷですか。 

Ｇ委員： 協働については、役所の場合は大体、バブル崩壊の後からいわゆる官・公が担ってい

たものを民に投げるという、委託型のＰＰＰが多かったのでが、ここに来まして、そう

いう指定管理ですとか業務委託とかが一通り進んできました。これからはサービスのあ

り方にもっと民の主体的な提案を受けて、共創型というのですか、共に創る、創造型の

連携をして、公的サービスを協働で出していくと、そういったイメージのものをＮＰＰ

Ｐというのですが、要するに今まであまり手をつけておらなかった部分の協働だという

ように、ご理解いただければと思います。 

原田委員長：  指定管理として、切り離されがちなもの以外のところに、どんな知恵を加えていける

のかというところなのかもしれないですね。 

Ｂ委員： 資料４－２の施策評価の「施策貢献度」の活用（案）ということで、これもどの程度

お使いになられるのか、説明の中からは、まだこれからの検討と理解しましたけれども、

興味深い表だなと思います。 

ただ、施策貢献度という質的なものとコストという量的なものを組み合わせているわ

けですけれども、コストははっきりしているのですが、施策貢献度のところは先ほど事

業の施策への寄与度だとおっしゃられましたが、何かわかるようでわからなくて、どう

いうふうにこれを判断しているのかというところが、コストに比べるとかなり曖昧なと

ころがあります。 

そうすると、現場の人間は何を考えるかというと、出口をまず見ると思うのです。出

口を見て、つまり施策への貢献度はなるべく高いほうがいいのだと考えるわけです。な

ので、すごくクリアなコストというものと、それからかなり判断が入ってくる質的なも

のを組み合わせてやるときには、注意をなさったほうがよいかなと思います。 

行政経営課長： ありがとうございます。本当に、この貢献度をどう所管がつけてくるかというのが、

非常に悩ましいところでございます。今のところ、貢献度（高）と（低）はその施策の

20％ずつとし、（中）については60％ということで、ある程度、しっかり（高）（中）（低）

は選ぶという枠は掛けたいと思っていますが、これがどういうふうになってくるか。 

施策によっては、課がまたがる部分もあるので、その場合には自分の課が何で星一つ

なのかとか、そういう話にもなってくるので、その辺がどのように出てくるかというの

も、非常に悩ましい部分でございます。ご指摘のとおり、この辺は慎重に取り扱いたい

と考えてございます。 

Ｂ委員： まさに今お話があったのと関連して、今日の話をずっとお伺いしていて思ったのは、

事務事業評価で小さなループ、課単位で動かしていく。そういった動きと、施策レベル

でむしろ政策経営部のほうが動かしていくような大き目のループのところ、二つを組み

合わせて動かしていくのだということを非常に頼もしく思います。 

ただその分、今、さらに予算のところまで入ってきて、課をまたがるというお話です



第 4 回会議録（290131）.docx 

- 17 - 

けれども、政策経営部がマネジメントできるのかというところは、他の自治体、全てを

見ているわけではないですけれども、統括部が取りまとめて何となくうまく調整してい

るというのが現状だと思うので、今後の政策経営部の位置づけそのものも実質的に変わ

ってくるんだろうなということを、楽しみに見ていきたいと思っております。 

原田委員長： 現場の感覚からすると、大きな施策、いろいろな事務事業を抱えている施策というの

は非常にリスキーですよね、配分されるから。ですから、施策の協議離婚というか、三

つぐらい大きな事業を抱えていて課にぶら下がっている場合には、施策そのものを分け

てしまえば、３分の１だったものが100になるではないかというような、おかしな議論に

なりがちなのです。 

他方で、では施策の単位をどうやってコントロールしていくかというルールがない以

上、そういうことを100％ブロックすることもなかなか難しい。もちろん施策とはこうで

すよというように一応決まってはいますが、そのあたりがこうした議論の難しいところ

かなという気がいたします。 

では、大体ご議論いただいたと思います。まだ最終的なものではないということです

けれども、そして我々が質問しているところは、区としても悩んでいらっしゃるという

ことも、よくわかりました。実際にこれから庁内で取りまとめていくときには、いろい

ろなご議論がさらにあるかと思いますけれども、ここでもこういう議論があったという

ことを援軍にしてくだされば幸いです。 

それでは、本日のアジェンダは以上でございます。その他として、来年度の会議の持

ち方等々も含めて、何かありましたらお願いいたします。 

（３）その他 

行政経営課長： その他ということでは、先ほど来年度の日程等はある程度お示しさせていただきまし

たので、具体的なところは、また調整のうえご連絡するという形にしたいと思います。 

今年度につきましては、今回で終了ということでございます。１年間、本当にどうも

ありがとうございました。 

原田委員長： それでは、終わりにいたします。ありがとうございました。 
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会議の結果 
（１）平成 29年度の行政評価の実施に向けて、意見交換等を行った。 

（２）行政経営システム（案）について、意見交換等を行った。 


