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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第 7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 26年 12月 10日（水） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 第２委員会室 

会議次第 １． 開 会 

２． 議 事 

(1) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

(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（立教大学法学部特任准教授）・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（元日本経営協会理事・開発センター長）・水島正彦（副区

長）・齊藤忠晴（政策経営部長） 

区側 

出席者 

広報課長・文化商工部長・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・教育総務課長 

 

事務局 企画課長、行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

事務局 : 第７回政策評価委員会を始めさせていただきたいと思います。 

最初に、事務連絡を申し上げます。 

本日は、基本計画の地域づくりの方向の７番目から８番目の柱、「魅力と活力にあふ

れる、にぎわいのまち」「伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち」という

２つの分野についての進行管理をお願いするということでございます。 

本日出席している区側のメンバーを紹介申し上げます。 

文化商工部長の栗原でございます。 

生活産業課長の田中でございます。 

文化デザイン課長の小澤でございます。 

文化観光課長の齋藤でございます。 

学習・スポーツ課長の關でございます。 

図書館課長の山根でございます。 

教育総務課長の坪内でございます。 

広報課長の矢作でございます。 

区側の出席者にお願いでございますけれども、本日は多くの指標がございますので、

全体の政策の概要の説明、成果指標についてですけれども、１件あたり２分以内くらい

でコンパクトにご説明いただきたいと思います。全体の評価についても、２～３分とい

うことでお願いしたいと思っております。全体的には、部局側からの説明は 10～15 分

程度で終わるようにお願いしたいと思いますので、ご協力いただきたいと思います。 

事務連絡は以上です。それでは、委員長よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（１）基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

原田委員長 : それでは早速始めましょう。 

７-１「都市の魅力による集客力の向上」からご説明をお願いいたします。 

文化商工部長： 私から政策の概要をご説明申し上げ、成果指標等は課長からご説明を申し上げます。 

「都市の魅力による集客力の向上」の政策でございます。「豊島区は、池袋副都心をは

じめ、巣鴨、大塚、駒込、目白等、地域ごとに様々な特色を有しています。人々が魅力

を感じ、多くの人が訪れる都市を実現するため、それぞれの個性を生かし、ハード、ソ

フト両面での整備を促進する」というのが、政策の概要でございます。 

生活産業課長 : それでは、成果指標１点目の小売業年間販売額でございます。こちらは、商業統計調

査によるものでございますが、平成 19 年度に設定したものが、現在まで調査が実施さ

れておらず、今年度に調査実施中ですので、評価もないという状況になっております。 

指標の選定理由につきましては、賑わいを図る指標としては、小売業がよろしいので

はないかというところで、豊島区は小売業、卸売業が非常に多い状況でございます。来

街者が多くなれば、それだけ小売業が潤うという状況でございまして、売上額の推移が

適切であると考えております。 

目標の設定根拠でございますが、長い経済不況の影響を受けまして、平成 11 年度か

らの状況を追ってみますと、小売業は販売額がかなり減ってきているというところもあ
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りまして、現状維持を目標としているところでございます。 

取組状況の成果につきましては、２年間にわって実態調査を行いまして、その結果と

して、豊島区産業振興指針をこのほど策定したという状況でございます。また、平成 22

年に、経営に関する総合相談窓口、としまビジネスサポートセンターと申しますが、設

置して、徐々に相談件数も増えているところでございます。 

達成に向けた課題としましては、官民一体となった取組がまず必要であるというとこ

ろと、都市計画や観光政策との連動により、まちの価値を高めて賑わいを創出していく

ことが必要であると考えております。 

広報課長: 続きまして、指標２のテレビや新聞などで、豊島区をイメージアップする情報がよく

紹介されると考える区民の割合でございます。こちらの割合につきましては、３年に１

度行っております協働のまちづくりに関する区民意識調査で設問を設定して、その割合

を出しているところです。評価ですが、平成 22年度の 27.3％から 25.4％に落ちている

ことからＣとなっておりますが、これまで４回同様の調査をした経年で申し上げます

と、平成 17年度が 16.4％、平成 19年度が 23.9％でございまして、平成 17年度と比較

すると、９ポイントほど上がっているということですので、相対的には区民の皆さんの

イメージはアップしているのではないかというように考えております。 

ただ、テレビや新聞などで取り上げられるというのは、なかなか区として意図的にで

きることではございませんので、具体的な目標値を定めるというのは少し難しいかと考

えております。 

一方で、テレビや新聞などでということですけれども、昨今はメディアとしてはネッ

トの影響力というものが非常に大きくなっております。インターネットで即時に情報が

拡散して、色々な豊島区の情報が見られるという状況の中で、テレビや新聞などという

限定的なところを成果指標としていくことはどうなのかというように感じているとこ

ろです。 

文化商工部長 : 政策全体の評価につきまして、まず進捗状況でございますけれども、私どもはシティ

プロモーション推進室等を設けまして、民間企業等と共にプロモーション活動を積極的

に現在推進してございます。特に、アニメ関連の企業等とタイアップをした事業等に取

り組んでおります。また、住みたい街ランキングの第３位に池袋が取り上げられるなど、

新聞やテレビ等でも良いイメージの報道が最近多々なされているというように私も認

識をしてございます。 

環境変化のところでございますけれども、１行目のところの「水族館、まんが・アニ

メをテーマにしたアミューズメント施設」というのは、主にサンシャインシティのこと

でございまして、サンシャインにＪ-ＷＯＲＬＤでありますとか、例えばポケモンセン

ターが東京の浜松町から引っ越してくるとか、あとニコニコ本社等も原宿から池袋にや

ってまいりましたので、そうしたところが次々とオープンをして注目を集めていると。

また、2020年にオリンピック・パラリンピックの開催が決定されたということも大きな

外部要因になるのではないかというように考えてございます。 

今後の方向性でございますけれども、私どもは、これまで文化政策で取り組んでまい

りました「文化創造都市」と「安全・安心創造都市」をさらに発展させたものとして、

現在、「国際アート・カルチャー都市」構想、都市づくりに取り組んでいるところでござ
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います。これから豊島区の有する、例えばトキワ荘でございますとか乙女ロード等のク

ールジャパンと言われるそうした強みを活かして世界に発信をしていくというところ

が今後の方向性だろうと考えてございます。ご説明は以上でございます。 

原田委員長 : この分野は、なかなか評価をすることそのものが難しい。日々変わる、特に２番の辺

りは、ここで出ている評価と、この１年に私が豊島区について得た情報から得られる印

象とは随分違うなという気がしています。 

そういったことはもちろんございますけれども、いくつかお尋ねをいたしますが、や

はり１番は何とかしないといけないですね。これは評価ができない。これは他の部局に

もお願いしましたけれども、次の総合計画のときにこういったことはやはりないよう

に、これでは、達成に向けた課題というものが出てくるはずがない。白紙にしてほしい。

達成に向けた課題というのは、達成できているかどうかがわからないとできないはずな

のであって、これはもう簡単にいうと、評価をしていないというように区民から言われ

ても仕方ないかと思います。 

もちろん、商業統計調査は、基幹統計で非常に大事な統計ではありますが、５年スパ

ンであるとかそういうことであれば、わかっているわけでありますから、別の指標が要

るのかなというような気がしています。 

生活産業課長 : 途中で、経済センサスができた関係で、かなり統合といいますか整理を経産省の方で

されている状況でございまして、平成 19 年度の時にはそれはまだ発表がされておりま

せんで。 

文化商工部長 : あるはずのものが、他の大きなものとくっついて先送りになってしまって、データを

１回分取り損ねておるという、そのような状況になってしまいました。 

生活産業課長 : 平成 21 年にあるはずのものがなかったりなどということで、今、部長が申し上げた

ような内容もありまして、今回取りきれなかったということがございます。 

ただ、参考までに平成 24 年度に、似たような調査がございました。ここには記載を

させていただいておりませんが、その調査では 9,702 億円という数字がみてとれまし

て、もしそれを採用するとしましたら、設定年度からの実績で申し上げますと、125％ア

ップという状況でございますので、平成 24 年度の時点で何らか小売業の販売額が上が

っているということは確かなのかなというように思っております。 

原田委員長 : そうした事態だということは、仕方がないというようにいってしまうのかもしれませ

んけれども、多分あまり説明にはならないことは間違いないですよ。これはいくらご説

明なさっても、仕方がないと思います。 

この前も同じようにやはり実績がないという部局に対してお願いしたのですが、極端

にいうと正確性は放棄して構わない、８割方掴まえてくだされば良い。もちろん、その

ような意味では、「ばっちりこれがないとダメなんです、だから何の調査もしません、

何も記載もしません」というよりは「８～９割で掴まえた結果、こうなんです」という

ことがないと、やはり施策がうまくいっているかどうかの評価につながらないという気

がしております。その点もぜひご配慮ください。 

Ｃ委員 : ２番目なのですが、説明の中でもあったのですが、平成 25 年度に 25.4％で評価がＣ

だということで、その下の３段目の取組状況・成果のところの記述を見ると、これはＣ

ではなく、もう少し自信を持たれているのかなというように理解をします。そうである
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ならば、調査の数字が 25.4％と下がったということであれば、ここは調査誤差という理

解の仕方の中で、説明の辻褄を合わせて、もっと胸を張って、下がっていないと担当と

して言い切るような表現の仕方もあり得るのかと思うのですが、その点について何かお

考えでもあればお聞かせいただきたい。 

広報課長 : 先ほど委員長からもご指摘いただきましたように、本当に豊島区はここのところ非常

にメディアに注目されております。その時々の様々な出来事ですとか、あるいは社会の

空気というものに影響されて、メディアが取り上げるものはかなり集中するところがあ

ります。今、特に豊島区に集中しておりますので、ある意味では非常に高い数字が出て

くると思うのですけれども、それをもってイメージアップと逆に言えるのかということ

もありますので、そういった面では、一定の目安としてこれを捉えていくということで、

評価は評価として数字に現れない部分を今ご指摘いただいたようなかたちで評価して

いった方が良いのかなと私も思っております。再検討させていただければと思います。 

原田委員長 : 難しい論点ですね。 

Ｄ委員： １番の方で、実態は上がっているのではないかという話だったのですが、区として取

り組む課題として、官民一体という話は出てきているのですが、小売業の売上を上げる

ために、区として何をしたら良いかという具体的な施策は何なのでしょうか。あるいは、

何をされていたのでしょうか。 

原田委員長 : この辺りは、おそらく２つの指標とも、事業が非常に想像しづらいのですね。そのよ

うな意味では、事業として何をやっているかを含めてお答えいただけると。 

生活産業課長： 先ほど、平成 22 年に経営に関する総合相談窓口を設置したと申し上げました。この

相談窓口の中で、従来あったような融資や税務相談といったもののメニューから大幅に

増やしまして、販路拡大のビジネスコーディネーターを設置したところです。 

このビジネスコーディネーターの相談件数が平成 22 年から、爆発的に伸びておりま

す。豊島区は、小売業、卸売業またサービス業が多い業種になってございますので、か

なりの件数の小売業の方々も相談に見えられているというところもございます。そうい

った方々がビジネスマッチングをするなど、商談会等も数多く実施してきておりまし

て、そういったところでも小売業等への支援というのは、この数年はやってきているか

と思っております。 

文化商工部長 : 補足をいたしますと、基本的には中小企業への対策として、今言った相談業務を充実

するということと、あと、例えば起業されたい、店舗を改装されたいという方々に対し

て、やはり利子補給つまり融資を受けられやすくするという環境整備の二本柱かと考え

ております。 

特に、課長が今申し上げました販路拡大の相談については、23区の中では非常に高い

評価をいただいておりまして、私どものビジサポをモデルとして、練馬区さんが後発で

この間立ち上げています。その辺りについては、相談内容の充実ということは、私ども

としてはアピールできるのかなと考えております。 

Ｄ委員： その販路拡大の方で、相談に実際に来られて、来た結果、実際に売上げがどのくらい

上がっているというアンケートなどはとられているのでしょうか。 

生活産業課長： よくその質問をされるのですが、瞬間的にどのくらい伸びたか、その後どうなってい

るかというようなところで、いつの時点を指標にするかということが非常に難しい状況
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です。現在としては、いくら伸びたという数字での収集はしていないという状況です。 

Ｄ委員 : それはできないのですか。今おっしゃったように、難しいということでしょうか。 

生活産業課長： 追跡調査ということであれば、一時良くても、その後にまた駄目になったりという繰

り返しもあります。１回ビジネスサポートセンターに来られた、そういったご相談の方

は、結構長い期間、コンスタントに相談をされる方が多いので、良い時もあるし悪い時

もあるという方もいらっしゃいまして、なかなかどの時点でどれくらいアップしている

のか、下がっているのかというところが取りづらいというところもございまして、現在

は行っていないという状況です。 

原田委員長 : やはりそれも不正確で良いから、どうなっているというのがあってもいいかなという

気がします。結局、数値が取れていないわけですから、それと同じだという話になって

しまうと。 

要は、指標で設定しているものと実際に区が事業としてやっているものの間に、かな

り距離があって、私が飲んだ水によってダムの水がどれだけ減ったかのような議論をさ

れているような感じがしていると。ですから、もう少し手前の施策の効果を掴まえたら

良いのではないかというのが、多分、Ｄ委員のインプリケーションなのではないかと私

は勝手に推測しますけれども。 

Ｄ委員 : おっしゃるとおりです。 

Ａ委員 : 広報の方でお伺いします。今と全く同じ質問なのですが、広報として具体的にアップ

するために、例えばパブリシティの機会を増やすとか、そのような具体的な何か取組を

されているのでしょうか。 

それが１点と、インターネットのことに言及されていましたけれど、これについて何

か施策をお持ちであればお聞かせいただきたいと思います。 

広報課長: パブリシティにつきましては、ここ数年かなり力を入れてきておりまして、そこに記

載しておりますように、平成 25 年度については 304 件ということですから、日に計算

しますと、祝日休日が入りますので、１日に１、２件流しているというような状況です。

その中で 163件、半数以上は取り上げられるという、掲載率としてはかなり高いという

ように考えております。 

中でも、区長の記者会見を平成 23 年度から始めまして、やはりトップが自ら政策を

発信するということは、非常にメディアに対する影響力というものが強い。そういった

ものが大きく取り上げられ、あるいはそれが単なる自治体の政策としてではなくて、社

会の問題としてアピールできる、例えば空き家の対策といったことを区長が自ら取り組

み、発信することで、社会問題化するというような現象も起きております。そのような

面で、非常に取組は高まっているのかなというようには考えております。 

ただ、インターネットの方は、逆になかなか不得手といいますか、ホームページでお

知らせはしておりますけれども、ソーシャルメディアという中で、瞬時に色々な情報が

流れていくという中で、なかなかそれをフォローしていくことが難しいですし、コント

ロールしていくことは尚難しいというように考えております。それを意図的に操作でき

るというようなアイデアを今のところ広報では持っておりません。ただ、そうしたメデ

ィアでどのような情報が流れているかというのも、常に念頭にリサーチしていくことが

必要だというようには考えております。 
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Ｅ委員 : 今の広報のことに少し関連して。広報課長が、先ほど意図的になかなかできるもので

はないというお話をなさっていましたけれども、意図的にというのは悪い意味ではなく

てですが、広報こそ意図的にできる部分が大きいのではないかと思うのです。 

他の区の例でいうと、良い情報だけを流す、あるいは区長の社会的な発言だけを流す

のではなくて、自分の区で起こっている悪い、むしろネガティブな情報を主に流してい

らっしゃる。それをリークまでいきませんけれども、新聞にどんどん流していく。ただ

し、その代わりに、自分たちはそれに対してどうするという、両方一緒に流していらっ

しゃる。なので、取り上げられる回数、取り上げられ方、それから読者や区民に与える

影響というのが、逆にネガティブな情報でも、良い情報というか、自分たちにとって良

く紹介されていると思う率が高まっている。このようなお話を聞いていますが、そのよ

うな意図的にインターネットも含めて、できることをうまくやるという、この辺りがか

なりこのような住民意識調査に関しては大事になってくるのではないかと思いますの

で、お考えいただければと思います。 

原田委員長 : では、こちらはご意見として受け止めてください。 

Ｂ委員: 文化商工部の方で、実際に施策対象としているのは、企業であるというようなことを

感じました。ご説明の中から、施策として実際に対象としている、パートナーとしてお

やりになられているのは企業であるというようなご説明があったかと思います。 

実際に、進捗状況でも、施策の内容の説明にも、やはり民間企業であるとか、イベン

ト関連の会社や企業など、実際に企業に対しての様々な施策上のアプローチをして、そ

れを通じてイメージアップを図りたいということが１つにはあるのではないかと思い

ます。 

そのように考えますと、やはり２つ目の指標は、１つの施策からするにはあまりにも

大きすぎて、総合的に色々な所管と部局との合同でこの結果が出てくるものではないか

と思います。この１つの施策でどうこうできるものではないのだろうと、少し大きすぎ

るし、合っていないというように思います。 

ただ、できるとすれば、その対企業と一緒にやったところについては、その企業が相

手にする住民なり、区民のお客さんがいらっしゃると思うので、そこに対してどのよう

な影響が及んだのかということはやはり数字としてはお取りになられる必要が出てく

るのかなというように思います。 

今までの委員の意見とも同じになりますが、施策で一緒にパートナーとしてやってい

る対企業の色々なお客さんなりとの、効果を及ぼしたのかについてはもう少し情報が必

要なのではないかと思います。それが、販売額だけで捉えられるものなのか私にもわか

りませんけれども、それはどのような企業がどのようなことをしているかによって左右

されてしまいますので。そう考えると、情報というのは取れるのではないかと思います。 

原田委員長 : Ｂ委員がきちっとまとめてくださいましたので、今のことを念頭においてくだされば

と思います。ありがとうございました。 

それでは、７‐２「産業振興による都市活力創出」について、引き続きご説明をお願

いいたします。 

文化商工部長 : それでは、政策の概要でございます。「全国すべての事業所を対象とした事業所・企

業統計調査によれば、豊島区内の事業所数は平成 16 年を境に微増していますが、豊島
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区の地域経済は極めて厳しい状況が続いています。人口の集中と多様な機能が集積する

豊島区の特性や特徴を生かした産業の振興、育成を図り、都市の魅力と活力を創出をす

る」というのが概要でございます。「平成 16年を境に微増」という文言なのですけれど

も、指標の２の現状値のところで、平成 18年度 19,547か所という事業所数になってい

るのですけれども、平成 16年の時が 19,178件で、平成 16年度から平成 18年度にかけ

て微増したので、この時点での表記としては「平成 16 年を境に微増」という表現にな

ってございます。 

生活産業課長： それでは、指標の１番、起業相談件数でございます。中小企業の相談件数のうち、起

業に関する相談件数ということでございます。 

指標の選定理由につきましては、新たなビジネス展開また地域産業の活性化というと

ころで、起業環境の体制整備を図ることが求められるというところで、こちらの指標を

採用したというところでございます。 

目標の設定根拠につきましては、毎年 10～15 件ほど、相談件数の増加を目標として

いるというところでございました。 

取組状況・成果でございますが、先ほど申し上げたように、平成 22 年に中小企業の

支援機関を立ち上げたというところで、ビジネスコーディネーターも配置して、ワンス

トップでの相談サービスを実施しているところでございます。その結果か、目標を遥か

に達成しておりまして、平成 25 年度の結果で申しますと 1,094 件という状況でござい

ます。目標は達成しているという状況でございます。 

２番の区内事業所数でございます。これは、事業所統計による事業所数というところ

でございます。 

指標の選定理由としましては、地域産業の活性化、新たなビジネス展開の結果を図る

指標として事業所数が増加するというところが、やはり実績として適当であろうという

ところで選定をしてございます。 

目標の設定根拠につきましては、詳細は不明ではございますが、平成 13年度に 20,069

事業所ございまして、平成 18年度には 20,000件以下に落ち込んでいるという状況、横

這いそれ以上の 21,000件を平成 27年度では目標にというところで設定したものという

ように考えております。 

取組状況についてですが、先ほどの１の取組状況とほぼ同様でございます。また、日

本全体では事業所数が減少しているということで、豊島区だけでの問題ではないのです

が、平成 21年から平成 24年にかけての状況で申し上げますと、全国ではマイナス 9.2％、

東京都全体でマイナス 9.6％、東京都区部でもマイナス 9.9％減少となってございます。

豊島区の状況で申し上げますと、マイナス 5.4％ということで、減少の幅は少ないのか

なというように思っております。 

達成に向けた課題ですけれども、区の中小企業支援事業がなかなか中小企業に浸透し

ていないということもございまして、認知度を上げる必要があるだろうというところで

ございます。それから、起業した方が豊島区に定着していただくような仕組みも必要で

あるということで、継続的なサポート体制を強化したいということでございます。 

続きまして、政策全体の評価でございます。先ほど申し上げましたとおり、事業所数

は減少している状況ですが、豊島区は減少率が低いという状況、それに甘んじてはいけ
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ないとは思うのですが、そのような状況があるということで、そこからのスタートとい

うことでございます。個別商談会や産業見本市の開催によりまして、新たなビジネス展

開を支援する事業者同士のマッチングやビジネスチャンスの拡大というところを積極

的に支援していくというところです。また、先ほど申し上げましたとおり、産業振興指

針を新たに策定いたしまして、全体の方向性、産業振興の方向性を改めて区民あるいは

事業者にお示しして、一緒に前を向いて産業振興をしていこうというようなところでの

意思統一を図るというところもございます。やる気のある企業を全体的に引き上げて、

全企業を牽引していくという施策が必要なのではないかというところでございます。 

また、今後の方向性については、今年度 26 年度に、産業競争力強化法という法律が

成立されまして、創業者支援をさらに強化していくという国の流れでございます。豊島

区でも創業者支援事業ということで、認定を取得してございます。こちらでビジネスサ

ポートセンターの起業支援を一層強化していっているという状況でございます。今後の

方向性の真ん中あたりに、産業振興指針の６つの方向性ということで、産業振興に向け

た都市基盤づくりから産業を支える人材の育成までの６つを新たに方向性として定め

まして、今後、進捗状況を確認していくことが必要であろうと考えております。 

原田委員長 : ありがとうございました。おそらくは、７‐１の方が中小企業なのかもしれませんが、

その方々に留まらない色々な事業がぶら下がっていて、こちらは比較的企業向けのもの

がぶら下がっているのかなと思うのですが、そうであれば、ますます７‐１は一体どの

ような事業をしているのだろう、どこに何がぶら下がっているのだろうという気はいた

します。 

やはり、先ほどの説明と今回の説明が重複するということは、一体何を意味している

のだろうかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。例えば、ビジネスサポートセ

ンターの話が出てくる、前も出てきた、今回も出てきたということは、どのような事業

がそれぞれぶら下がっているのかと素朴に思うのですが。 

生活産業課長： 政策全般を見ますと、７‐１と７‐２は被るところが大きいのかなと考えておりま

す。産業振興をするということは、結局、来街者を多く呼び寄せて、お金を落としてい

ただくということが原点になりますので、来街者が多く訪れることによって賑わいを創

出する、それが産業振興につながるというようなことで、一体といいますか、連動性の

高い施策なのではないか、その結果なのではないかと思っております。 

原田委員長 : 今のご説明からすると、一定の政策評価の場合には、一定の施策体系が何らかのかた

ちでしっかりできているということを前提にするはずなのですけれども、並べられてい

る政策の精粗というよりは、レベル感のようなものがやや違うのかなという気はしま

す。誰を責めているとかというわけではなく、問題点を指摘しているつもりなのですけ

れども、そうしたレベル感みたいなものの凸凹感が、今の私のようなコメントにおそら

くなるのかなという気がしています。 

Ｄ委員 : 区内の事業所数を増やすというのは、豊島区は中小企業を中心に増やすというように

考えているのかなということではないのですよね。中小企業が増えた場合には、事業所

は増えるではないですか。そのように読み取れるふしがあったのですが。成果指標１に

ついては起業されたかどうかはきちんとフォローされているのですよねということを

確認させてください。 
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Ａ委員 : 関連して、事業所数といったときの事業所の意味を教えていただければと思います。 

原田委員長 : では、併せてお願いいたします。 

文化商工部長 : ここでいうところの区内の事業所数というのは、私どもはまちの基礎体力のようなか

たちで捉えております。基本的には、まちの活力が上がったかといったときに、事業所

数が１年間で２割増えたところと２割減少したところでは、まちの活力は当然違いが出

てくるだろうということで、特に大きい小さい関係なく、これは基礎的な体力というよ

うに捉えております。 

Ｄ委員 : 間違っていないと思うのですが、取れないのかもしれませんが、でしたら、就労者数

ですとか、その方が端的に取れるような気がするのですが。何か事業所数というのは、

大と小が混ざってくるので、「１と１を足して２」という数字にあまり意味がないよう

に私は感じるのですね。それで先ほどから申し上げているのですが。 

原田委員長 : この辺りも、次回の政策評価の指標の設定にあたって、ぜひご検討ください。 

また、事業所の中身というのはわかりますか。先ほどのＡ委員からの質問です。要す

るに、営利を目的としない事業所は入っていないのですよね。 

生活産業課長： そうですね。 

Ｄ委員 : 法人の支店はどうなっているのですか。 

Ｆ委員: 個人事業主は入っているのかどうか。 

生活産業課長： 個人事業主も入っております。 

Ａ委員 : ＮＰＯや社会福祉法人の事業所など、全て入っているのですか。その辺りも、文化商

工部長がおっしゃったような基礎体力と見るならば、その辺りも入っているか入ってい

ないかは特に重要なことだと思います。ぜひまた参考にしていただければと思います。 

生活産業課長： わかりました。 

あと、先ほど起業された方への継続的な支援という意味では。 

Ｄ委員 : まず、相談にこられた方が実際に起業したかどうかということは。 

文化商工部長 : ７‐１での質問でご説明申し上げたとおり、起業が成功したかどうかという数値は、

実は取れておりませんので、今後の課題とさせていただきたいと存じます。相談に来て

いただいた方を、例えば半年ごとに追跡調査をするとかということをしてですね。 

Ｄ委員 : それが成果だと思うのですよ。 

文化商工部長 : おっしゃるとおりだと思います。 

原田委員長 : きっちりやる必要はなくて、１年間やってみて「だいたい３割くらいは成功している

ようだ」ということであれば、起業件数あるいは相談件数が伸びていくわけでありまし

て、そのように考えても良いのではないかという気がしますけれども。やや乱暴にして

しまうと。政策評価というのは、色々な区民とのディスカッションの１歩目ですから、

ディスカッションしないくらいだったら、何もないよりはやや乱暴でも私は良いと思い

ます。やはりデータを取らないと、だめだという気が私はします。 

Ｅ委員 : 乱暴なところをもう少し進めさせていただくと、区内の事業所、それから先ほどの７
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‐１の中小企業や小売業からの税収の何か補助的なデータはございますか。税収の伸

び。 

生活産業課長： 税収については掴んでございません。 

原田委員長 : 掴めるのかどうかですよね。 

Ｅ委員 : 成果として考えておられるのではないかと思いまして。基礎体力とおっしゃられた中

の一つではないでしょうか。 

原田委員長 : 池袋管内の税務署でみたいなところは、データとしてあり得ないのでしょうか。 

生活産業課長： 区の方に税が入ってきておりませんので。 

Ｆ委員 : 私どもが課税主体になって徴税できる税目はわずか３つしかないのです。個人住民税

とか、たばこと軽自動車です。今の税は東京都のものですから、東京都に聞けば、すぐ

に豊島区の方へいくらくらいですかということはわかるのですけれども。 

原田委員長 : それで良いのだと私は思いますけれども。 

Ｃ委員 : 結論からいってしまうと、謙虚に評価をすれば良いという話ではないのではないかと

常に思っています。先ほど委員長から「ディスカッションの１歩目だよ」というお話が

あったのですが、それであれば尚更のこと、私は謙虚に評価するよりは、やはり「やっ

たものはやった」と、ここでしっかり述べておくことも重要なのではないかと思うので

す。 

そのような意味では、２番の指標ですけれども、特別区では 9.9％の減少、豊島区で

は 5.4％の減少に留まっていると。つまり、この間の数字の 4.5 ポイントというのは、

豊島区の担当の方が取り組んでいる手段が適切だから、効果を発揮しているのだよとい

うことであれば、もっと強く訴えて、評価の方も、別にＣと単純にこういうことなのか

なということではない方法もあり得るだろうし、仮にこうだとしても、前段に取組状況・

成果のところで、「Ｃとはしてあるけれども」という前置きをしながら、それを記述でき

っちりひっくり返して、参考として言いたいことをアピールしていくと。こういうこと

もやはり必要ではないかというように思います。これは意見です。 

原田委員長 : やはりこの辺りは、目標設定の何年度にこれくらいまで持っていってということを直

線的にやらないとか、あるいは概数としてはこれくらいできればいいというものではな

くて、やはりある程度手を伸ばせば届く目標値を設定しておかないと、どんどん減って

いると、9.2％も減っているのに 21,000件などは絶対無理なわけです。だから、絶対無

理な、法外なものというのは、もちろん読めないこともありますけれども、この辺りか

らすると、どうしても謙虚にならざるを得ない。しかし、Ｃ委員がおっしゃるようなと

ころもあるかなという気がいたします。 

この辺りも引き続き、どのような情報に基づいて、こういったシートをまとめていっ

て評価するかということは大事な論点だろうと思います。この辺りは今後の課題と、私

どもの課題というようにもさせてください。ありがとうございました。 

続きまして、８‐１「文化によるまちづくりの推進」のご説明をお願いいたします。 

文化商工部長 : 政策の概要でございます。「文化は人の心を豊かにするとともに、新たな交流とにぎ

わいを生み出し、都市の魅力と活力の源泉となります。区内の各地域において、多様な

主体による創造的な文化的活動が活発に行われるとともに、まちづくりや産業、福祉、

教育、環境、青少年育成など諸分野の施策と結びついて、区全体が活力をもって発展す
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ることを目指します」。以上が概要でございます。 

文化デザイン課

長: 

まず１番でございますけれども、舞台芸術交流センター（あうるすぽっと）に関しま

しては、東池袋四丁目地区の市街地再開発事業の中に区が取得いたしました保留床がご

ざいまして、それを図書館とこの舞台芸術交流センター、あうるすぽっとという呼称で

呼んでございますけれども、整備をしたということでございます。 

あうるすぽっとは、301 席の劇場でございまして、平成 19 年、2007 年９月にオープ

ンしてございます。ここに記載をしてございますのは、あうるすぽっとの劇場以外でも

会議室等のレンタルを行ってございまして、その総利用者数ということでございます。

「としま政策データブック 2014」をご覧いただきますと、講座、ワークショップの参加

者、タイアップ事業公演の参加者、自主企画公演の参加者等の内訳をご覧いただけると

思いますけれども、これはその入場者数ということでございます。ただ、この入場者数

でございますが、例えば 80 周年事業を行うので多く区が取っているという場合、この

中から外れてきますので、必ずしも入場者数の増減がその利用者等の増減とは結びつい

ていないということもございます。ただ、稼働率としては、ほぼ 100％に近い稼働状況

だということをご理解いただきたいというように思います。 

机の上に、たまたま昨日掲載されました朝日新聞の記事を切り取ったものをご用意さ

せていただきました。この１年の歌舞伎、演劇等を総括した記事が全部盛り込まれてい

ます。色々なジャンルでの公演を紹介されていますが、劇場名として取り上げられてい

るのが、シアターコクーン、新国立劇場、シアタートラム、そして池袋のあうるすぽっ

と、というようなことで、かなり芸術性の高い、こうした評価がされるような取組がさ

れているというように考えているところでございます。 

本編に戻りまして、達成に向けた課題でございますけれども、平成 24 年の公開事業

評価では、区民の普及啓発、施設の効果の検証が必要なのではないかということでござ

いまして、そのような意味では芸術性の高いプログラムは展開されているのですが、区

民一般にどこまで普及していくのか、二律背反しているのか、同じ土俵で争えることな

のかということでございますが、そのような意味では、劇場施設としては一般的に高い

評価を受けていると私どもで考えているところでございます。 

２つ目の成果指標でございますけれども、歴史的文化財や文化資源が保存・活用され

ているかということでございます。 

豊島区では昭和 59 年６月に、西池袋にございます勤労福祉会館の中に郷土資料館を

開設いたしまして、その郷土資料館の中で郷土資料の調査研究の他、それを展示するだ

けではなくて、地域史の学習、講座、あるいは各種刊行物の発行などを行ってきまして、

豊島区の歴史文化に対する理解に努めてきたということでございます。展示について

も、企画展の他に季節ごとということでございますが、夏の収蔵企画展、秋の収蔵企画

展ということで、それぞれ区が所蔵してございます文化資源、そうした郷土資料を有機

的なかたちで展示をして、狭いスペースでございますけれども、入場いただいていると

いうように考えているところでございます。 

続いて進捗状況でございます。フェスティバル／トーキョーや新池袋モンパルナス、

西口まちかど回遊美術館など、非常に集客性の高い事業を行ってきている、それぞれの

事業が地域に定着をしてきて、例えば、秋口になるとフェスティバル／トーキョーのフ
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ラッグがぶら下がるというようなことが、風物詩として定着しているのかなというよう

に考えているところでございます。 

今、区はただ単に文化資源を地域に出すだけではなくて、2020年の東京オリンピック

に向けて、国際アート・カルチャー都市ということを強力にアピールしていこうという

ように考えているところでございます。先ほど１つ目でご紹介をいたしました、あうる

すぽっと、また、現在、施設計画が進んでおります現庁舎地に用意をいたします新ホー

ルについても、こうしたアート・カルチャー都市のシンボルとして位置づけられるので

はないかというように考えているところでございます。 

あうるすぽっとについては、先ほども申し上げましたけれども、優れた舞台芸術の創

造・発信、文化・創造の担い手の育成など、ただ単に劇を出すだけではなくて、ワーク

ショップや講座など、様々な取組をされているというように考えてございまして、新た

な文化芸術の創出と創造環境の整備に合致した取組がなされているというように認識

をされているということでございます。ただし、301 席という非常に中途半端な劇場規

模ということもございまして、そうした劇場規模と上演作品の選定をどうやっていくの

か、それと、ただ単に芸術として認識されるだけではなくて、区民の方たちにどのよう

なかたちで周知をしていくのかということ、それを色々なかたちで割合よく分担してい

くことが必要かと考えているところでございます。 

文化財保護に関しましては、先ほど申し上げましたように、郷土資料館あるいは埋蔵

物等の発掘事業ということでございまして、普及啓発に関しても成果は上がってきてい

るというように考えてございます。今後、教育機関と連携をしながら、どのようなかた

ちで学校教育の中でそれを活かしていくのかと。学校の方でも郷土資料館に足を運んで

いただくようなプログラムができていますが、そういったことも課題かと考えていると

ころでございます。 

今後の方向性でございますけれども、2020年のオリンピック開催に向けて、文化プロ

グラムを担うということでもありますけれども、積極的に、強力に推進をしていかなく

てはいけないと思ってございます。また、文学、マンガ、美術、郷土芸能など、豊島区

に残る貴重な郷土資料の収集、保存、活用というものを進めるということでございます。

西部複合施設といったものの建設が進んできたということで、実はモンパルナス系やマ

ンガ、あるいは文学のご遺族の方、ご本人の数がだいぶ少なくなってしまいましたけれ

ども、そうした資料館での展示を目指して、様々な寄贈等をいただいているところでご

ざいます。そうした寄贈内容をいかに多くの区民の方たちに周知していくかということ

いうのも今後の課題であると考えているところでございます。 

原田委員長 : この辺りは豊島区が大変力を入れているところで、評価が非常に高いところですね。 

Ｄ委員 : 指標の取り方なのですが、まず１については、あうるすぽっとという大変人気のある

施設の入場者数なのですけれども、この広い政策をみるのに、１つだけこの人気のある

施設の入場者数を取っても、ずるいのではないかというか、偏るのではないかという印

象があります。２についても、歴史的なものは文化の重要な一部ではありますが、歴史

の部分だけとって成果が伸びているから、この８‐１の政策はきちんとできているとい

うような評価は、私はしてはいけないと思うのですが、いかがでしょうか。 

文化デザイン課 ご指摘のとおりかと思います。 
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長: そのような意味では、例えば文化によるまちづくりの推進、色々な施設があったり、

色々な事業がありますから、そうしたものを個別に取り上げて、こうした指標に入れる

と。そのような意味では、先ほどもご紹介しましたけれども、例えば政策データブック

の中には色々なものが出ておりますので、そうしたものも指標として取り上げるのか

と。例えば、２つ目についても、意識調査だけですので、そのような意味では、郷土資

料館の入場者をそれとカウントしていいのかと、またご指摘を受けてしまうのかもしれ

ませんが、様々な指標の取りようはあると思います。次の基本計画等の策定にあたって

は、色々と工夫をしていきたいと考えております。 

Ｃ委員 : １の指標の一番下の達成に向けた課題で、最後に「検証の必要性を指摘された」とあ

るので、指摘された後に何か取り組んだことはあるのでしょうか。 

文化デザイン課

長: 

ここでも取り上げましたけれども、今回、シェイクスピアのマクベスを子どもに観せ

たい授業というようなことでやったり、にしすがも創造舎でそうした色々な子どもと込

みでやったり、あるいはワークショップをやったりしながら、多くのお子さんたちにも

足を運んでいただくような工夫はしながら取り組んでいるところでございます。 

Ｃ委員 : あうるすぽっとそのものの施設の効果について検証しなさいという話があって、検証

について何か取り組んだことがありますかとお聞きしたのですが。 

文化デザイン課

長: 

その点については、特にはしておりませんが、毎月、劇場で上演する作品をどの劇団

のどの演目にするかというのを選定委員会がございまして、そうした中では、そうした

ことを背景にしながら選定をしているというように考えてはございます。特に、それを

検証しているかと言われれば、していないとしかお答えができないです。 

原田委員長 : 効果を検証するということですね。 

Ｂ委員 : 指標２の件ですけれども、区民意識調査をして割合が伸びていますと、その取組状況・

成果には、具体的な郷土資料館による講座の実施の話や雑司が谷の話とか出ていますけ

れども、それが認知度の上昇につながったというように書いてあります。その下もそう

ですけれども、このようなものが認知度につながったと、別の調査を行い、それでここ

に書かれていると理解してよろしいですか。 

アンケートで色々なものを並べて、区民が「それと、それと、それ」とチェェックし

て、それで認知度の上昇につながっているとしているのでしょうか。どのようにデータ

をとったのかということの質問です。 

原田委員長 : 多分、これは概括的に聞いているだけで、個別の施設名はないだろうと思うのですが、

いかがですか。 

文化デザイン課

長: 

そのとおりです。意識調査では、こういう増があったと。それと、我々が取り組んだ

ことについて、因果関係の検証をせず記載をしておりますので、そのような意味では、

これだけ取り組んだからこの認知度が上がっていると、あるいは、そのように考えてい

ただけているということについては、細かい調査はしておりません。 

Ｂ委員 : 住民の方は詳しいのだなと感心してしまって。豊島区に通っておりますけれども、豊

島区の文化財って何なのだろうと、ぱっと浮かばなくて、どうしてこのような検証結果

が出たのかな、どうやって聞いたのかなという素朴な質問でした。 

２点目は、先ほどの産業振興による都市活力の創出の話もそうですし、この文化によ

るまちづくりの推進の政策についてもそうなのですが、進捗状況と今後の方向性がタイ
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アップしていないというか、しているものとしていない場所があります。例えば、今回

のところも、「これまで進めてきた気運の醸成と収集・研究の継続が課題である」といっ

て、今後の方向性の１段落目を見ると「「クールジャパンのショーケース」として世界に

誇れる文化都市を実現していかなければならない」と。２つ目のほうも、進捗状況では

「民間施設を含めた重層的な連携や区民への周知・参加については、なお改善の余地が

ある」とあり、今後の方向性の２つ目を見ると、２段落目に対応しているのかわかりま

せんが「「国際アート・カルチャー都市」として存在感を発揮しなければならない」と書

いてあります。具体的に、何をどのように検討して次につなげるのか、うまくつながら

ないというのは、前の政策のところも同じでございまして、どのように読んだら良いの

か、教えていただけませんか。 

文化デザイン課

長: 

確かに、Ａがあって原因がＢで、その取組が、という論理的な記述にはなっていない

かと思って、ご指摘を受けながら反省をしているところです。 

原田委員長 : 区役所がしている様々な事業あるいはその上の施策の中で、比較的ルーティン的にと

言いますか、やり方も変わらない、目指すところも変わらないものについては、ＰＤＣ

Ａサイクルというものは非常にまわしやすい分野で、例えば生活保護はやることが決ま

っていて、毎年しっかりやっている。道路などもそうですよね。 

しかし、この辺りというのは、振れ幅が非常に大きい。ＰＤＣＡだけでまわっている

ようなところもあれば、そうでないものがポンとでてきて、「これやろうよ、これやろう

よ」というようなところ、特に区長が力を入れているところでもある。 

そうしたもののところで、例えば今後の方向性でＰＤＣＡから出てきた情報だけで書

くのか、それとも「今こんなことやろうと思いついた。これやろうよ」というところを

書くのかは、なかなか難しいのかなと。特にこの分野は難しいという気がします。 

役所で「ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ」といいますけれども、本当にＰＤＣＡでまわすべきと

ころと、そうでないところみたいなところは、分野によってもあるだろうし、このよう

に限定したとしても、そのような領域と新たにつくってくるものを区分けしていかない

と、ロジカルにつながっていないということになると、なんとなく問題かなという気は

しますね。特に、この分野は象徴的にそうしたところが強いのかと思いますが。Ｂ委員 

どうですか。 

Ｂ委員 : がっちりつなげる必要はないと思います。ただ、内部でどうなっているのかなという

ことが心配になるような記述で、その前もそうなのですが、「客観的な検証を行い効果

的な事業となることが求められる」とあって、その下を見ると何も書いていないとか。 

内部ではおわかりになっているのだろうなと思うのですけれども、文章としての出し

方がよくわからないなというところのご質問になります。 

原田委員長 : シートを１つずつ書いていって、次のシートを書くときには前のペーパーをみることを

すれば、ロジカルにつながるのだろうと思います。一度に書いてしまって、ここから書

いたりするとまずいかなという気がいたします。そうなさっていないと思いますが、今

のようなところも、ぜひまた注意をしてまいりたいと思いますし、ご注意いただければ

と思います。 

では、続いて８‐２「文化芸術の振興」についてご説明をお願いいたします。 

文化商工部長 : それでは政策の概要でございます。「区民が日頃から文化芸術に親しみ、楽しむ土壌
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づくりを進め、文化芸術を活発化し、文化の風薫るまちを目指します。文化芸術の担い

手である区民の主体性を尊重しつつ、活動の意欲の向上や交流を支えるとともに、より

質の高い文化芸術創造活動への展開を目指します」というものでございます。 

文化デザイン課

長: 

１つ目の池袋演劇祭ですけれども、池袋には大小の劇場がございます。演劇芸能分野

において、多くの逸材をこれまでも輩出してきたという特性を活かしながら、地域文化

の発展を通じて、まちのイメージアップと活性化を図ることを目的とする地域密着型の

演劇の祭典というように、この池袋演劇祭を位置づけているところでございます。 

平成元年から毎年開催されておりまして、区内だけではなく、池袋演劇祭にエントリ

ーをするということで、区周辺の劇場も含めまして、多くの劇団が共演する演劇のイベ

ントということになってございます。審査員も非常に有名な方、そうした高名な方とと

もに公募の区民の方を入れまして、その方たちが劇場に足を運んで採点をするという採

点方法をとってございます。 

２つ目でございますけれども、文化芸術創造支援事業における創造活動件数というこ

とでございます。この中で、特に象徴的なということでいえば、平成 16 年８月から旧

朝日中学校の空き校舎を利用いたしまして、にしすがも創造舎というアート系のＮＰＯ

法人にこれを無償貸与いたしまして、同法人の管理運営のもとに、舞台芸術等の創造環

境を整備しながら、稽古場等の利用というようなことも含めながら、文化創造活動の支

援をしているということでございます。 

ここに記載をしている創造活動件数ですけれども、にしすがも創造舎の稽古場の利用

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、としまアート夏祭りとい

ったものを実施してございますが、それの公演回数、にしすがも創造舎内で実施をいた

しましたフェスティバル／トーキョーの公演回数等のトータルの数字を記載させてい

ただいてございます。 

全体の評価ということですが、としま未来文化財団との連携等や、区がこれまで所管

していた多くのものを文化に特化した財団ということで、未来文化財団に事業移管等を

してございまして、その上でテラヤマプロジェクトや豊島区民芸術祭、ロビーコンサー

トなど、多くの区民の方に身近でそういった芸術に触れるような機会を提供してきたと

いうように考えているところでございます。また、人材育成に関しても、先ほどから申

し上げているようなワークショップ、あるいはジュニア・アーツ・アカデミー事業とい

ったようなものを通しまして、そうした若手の人材育成、子どもたちの人材育成をして

いるということでございます。 

今後の方向性ということでございますけれども、若手の育成ということが、特に演劇

祭を担うということでは役割としては大きいということでございますので、池袋演劇祭

は多くの若い方たちにご参加をいただいておりますけれども、さらにこの演劇祭を盛り

上げ、入場者数を増やしながら、情報発信に取り組んでまいりたいというように考えて

おります。にしすがも創造舎につきましては、廃校施設の暫定活用という位置づけで始

まりましたけれども、そこで豊島区民のあるいはＮＰＯ、そうした地域との連携をしな

がら文化の創造拠点になっているという高い評価を得ているところでございまして、今

後の校舎の利用等もみながら、いかに継続的な発展をしていくかということに関して

は、今後も検討し続けていきたいと考えているところでございます。 
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原田委員長 : この辺りは区民から見ると、８‐１、８‐２にぶら下げる指標はなんですかというク

イズを出すと、非常に難しいなという気が個人的にはいたします。所管部局が違う、お

そらく前のほうは教育総務、文化財保護が入っていると、後のほうはそうではないとこ

ろが入っているのかなとか、わかっている人は想像がつくわけですが、やや全般的には

「なんでこっちとこっちが」みたいなところはありますね。ただ結論的にはいずれも評

価が高いようであります。 

Ｄ委員 : １番目なのですが、達成率が 66％で評価がＡなのですが、それで良いのでしょうか。 

原田委員長 : これは、私も毎回聞いていますけれども、どうだったらＡで、どれくらいだったらＢ

なのか。 

文化デザイン課

長: 

順調に入場者数が伸びていますし、参加していただいている方たちも非常に熱心に取

り組んでいただいているというようなことから、Ａとさせていただいてございます。ど

の程度であればということでご指摘をいただければ、次回からの参考にさせていただき

たいと思います。 

Ｄ委員 : これでＡだと、目標の意味がそうするとないのかなという気がするのですが。 

それと先ほどと繰り返しになるのですが、指標の範囲が演劇祭に拘られていて狭いな

と感じるのと、特にこれはある程度の期間されるのでしょうけれども、天気ですとか中

身に入場者数はかなり影響されると思うのですね。区の何かやっているものとの因果関

係は正直いって、ほとんどないのではと思うのですが、そのようなことはないですか。 

文化デザイン課

長: 

１回やって全てというわけではありませんから、最近はソーシャルネットワークも多

いので、１週間くらいの演劇祭のうちに最初の方が行って、そうした評判を受けて、良

いものはどんどん後半になると入場者が増えてくるということもあります。１週間にわ

たって大きな低気圧がどんどん来ているのなら別ですけれども、天気のことについて言

えば、演劇祭に関してはそれほど影響はないのかと考えています。 

Ｄ委員 : それは参加者の質であって、豊島区の施策はその参加者の質に影響を与えるのです

か。 

文化デザイン課

長: 

全体の評価、今後の方向性のところにも書かせていただいておりますが、私どもとし

ては、より多くの劇団の方たちに参加をいただけるようなアピールをするというのが豊

島区の施策なのかなと考えてございますが。 

Ｄ委員 : 出展する方は増えてきているのですね。わかりました。 

Ａ委員 : 今のことに関連するのですが、芸術祭の会場数は増えているのですか。あまり変わら

ないのですか。それから、これは区内に限定した入場者数ではなくて、全体のですか。 

文化デザイン課

長: 

会場については、今はその資料を持っていないので明確にお答えはできませんが、先

ほど申し上げましたように、区内の施設だけではなくて、例えば近隣の施設であっても

ここにエントリーをするということで、例えば中野のというようなことも含めてやって

ございます。 

Ａ委員 : そうすると、入場者数は誰がどのようにカウントするのですか。 

文化デザイン課

長: 

エントリーをした公演に入った入場者数ということです。 

Ａ委員 : それは各会場の持ち主がカウントする。 

文化デザイン課 そういうことです。 
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長: 

Ａ委員 : 会場数が増えていて入場者数も増えるのは当たり前だと思いますので、その辺りの検

証もぜひお願いしたいと思います。 

原田委員長 : 会場を増やすということも大変だという趣旨があるということですか。 

文化デザイン課

長: 

会場自体は、私どもが用意するのではなくて、ここに参加したいという劇団がその時

期にその会場をおさえて、それでエントリーをします。その上で、ここはこの公演をし

ますよという設定をしますので、やはりそのような人たちが参加をしてみたい、そこで

賞を取ることがステイタスになるのだというような演劇祭に仕立てるというのが、区が

努力する方向だと思います。 

原田委員長 : わかりました。 

Ｃ委員: 説明を聞きながら、私ごとですけれども、40年近く前、池袋駅から雑司が谷に行くお

寺の一角にあるシアターグリーンに随分通ったなあと、そのようなことを思い出しまし

た。このような事業はぜひ継続してやっていっていただきたいと、そのようにも思うの

ですが、この１番の入場者数なのですが、そもそもこの政策の趣旨は、区民がというこ

となのですが、この成果指標は区民という話ではないですよね。これは取れないのです

かね。外部からきた人ももちろん参加してくれないと、事業、イベントそのものが成り

立たないけれども、着々と区民が芸術と文化あるいは演劇に親しんでますよと、この辺

りを把握できないのかなと、そのように思うのですがいかがでしょうか。 

文化デザイン課

長: 

非常に難しいところで、アンケート等でそういったことがわかれば、その区民の方が

入ると。一方で、できるだけ多くの方に来ていただきたいというところもありますので、

どのようなことが把握できるのかということは少し工夫したいと思います。 

原田委員長 : 私は、何か半分割り切っていまして、ウィンブルドンみたいなものではないかと。イ

ギリス人はあそこにほとんど出てこないのだけれども、場所貸しという効果はやはり大

きいと考えるべきなのかどうかですね。 

確かに、区民のためになっているかと。税金がスピルオーバーしているのだったら、

何のためにやっているのだという議論はもっともなところだと思いますけれどね。 

Ｅ委員 : 私も、区民の方との関係で同じような質問をしようと思ったのですけれども、８‐２

の１の方では、次代を担う若手の育成、若手の劇団、という表現が使われていらっしゃ

る。これは区内の若手の人、区内の若手の劇団のことをおっしゃっているのか、それ以

外のことなのかご質問しようと思っていました。 

それから２番の方の活動件数なのですが、にしすがも創造舎という一ＮＰＯとやって

いらっしゃるとご説明を受けたような気がします。これは、一ＮＰＯと活動していると、

ＮＰＯが区民の方とどのくらい接点があったり巻き込んでいるかが問題になってくる

と思いますし、件数の問題ではなくなってくる可能性もある。このように一緒にやるＮ

ＰＯをもっと増やすという手もあるのかもしれない。そのＮＰＯが若手なのかどうなの

かもわからない。 

そのような意味では、表現と実績のデータのところがちょっとうまく入ってこないよ

うに思い、その２つを区民との関係で私も質問しようと思いました。 

文化デザイン課

長: 

ご質問に適切にお答えできるかどうかわかりませんが、少なくとも演劇祭には、区内

の劇団ということではなくて、今年優勝したのは大阪からいらっしゃった非常に若い劇
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団でしたけれども、大賞を取って非常に喜んでいらっしゃいまして、その喜んでいる様

子を見て、こちらが感動してしまうような感じでした。そのような意味では、演劇人、

そういうのを担う方たちの育成の場でもあるのかなと思ってございます。 

一方で、ワークショップに参加するということであれば、これは当然地域的な問題も

ありますので、区民の方が非常に多くなります。 

それと、ここで言っているのは、にしすがも創造舎に非常に特化しているというご意

見でしたけれども、廃校施設を使ってこうした文化発信をするということが、全国的に

も極めて先行した事例ということで、かなり大きく取り上げられて、現在も視察者が多

いということもありまして、そこに行政とＮＰＯと、そこで少子化で出てきた廃校施設

をどう取り上げるかという意味では、非常に大きな政策課題でもあったということであ

りますので、にしすがも創造舎の活動というのは、一つの指標としては大きな要素があ

ると。 

ただし、先ほども指摘をいただいておりますけれども、これを見る指標としてこれだ

け見ればいいのかということに関しては、今後の指標の設定について参考にさせていた

だきたいというように考えております。 

Ｂ委員 : 質問ですけれども、総事業費が平成 25 年度に大幅に伸びている理由を教えていただ

けますか。 

原田委員長 : 桁が増えていますね。億単位で増えているでしょうか。数は同じものかわかりません

が、事業数は同じなのに何か１本大きいものがあったのですか。 

文化デザイン課

長: 

すみません、今お答えできないので、どこかの機会で資料を提出させてください。 

原田委員長 : ありがとうございました。 

それでは最後でございます。今までとやや性格が違うかもしれませんが、比較的共通

することもあるかもしれません。８‐３「生涯学習・生涯スポーツの推進」でございま

す。ご説明よろしくお願いいたします。 

文化商工部長 : まず政策について「人々がさまざまな学習資源を生かし、生涯にわたっていつでも学

習機会を選択して学ぶことができる環境を整備します。学んだ成果を地域に還元し、地

域を担う人づくりや地域コミュニティの活性化を図るシステムの構築を目指します。ま

た、生涯を通して、だれでも、いつでも、どこでもスポーツに親しむことができる豊か

なくらしの実現に向け、区民やスポーツ団体等と連携し、スポーツに親しむ機会と場の

提供に努める」というのが概要でございます。 

図書館課長 : それでは、図書館登録者１人あたり貸し出し冊数についてご説明いたします。指標は

図書館登録者の１人あたりの貸し出し冊数でございまして、評価をＢにしてございま

す。 

評価の選定理由でございますけれども、「図書館は地域文化・情報発信の拠点として、

利用者に必要な資料を効果的かつ適切に収集して、個人研究や日常生活の問題解決、余

暇生活の充実を支援するための資料を提供していく」ということで、図書資料と利用者

との関係性を表わす指標として、登録者１人あたり貸し出し冊数という指標を採ったと

いうことでございます。 

目標の設定根拠は、「利用者が必要としている資料を適切に収集し、利用者の多様な
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ニーズに対応し、必要な情報を手軽に得られる」というようなことでございます。 

取組状況・成果でございますけれども、「これまでの増加率では目標達成は難しい」と

いうことで、評価のＢと一致しませんけれども、平成 22年度から平成 26年度までの１

人あたり貸し出し冊数の増加率を見ますと、着実に増加してきておりますので、目標年

度の平成 27 年度までには間に合いませんけれども、あと３年くらいかかりますけれど

も、達成可能ということでＢというかたちにさせていただきました。 

達成に向けた課題でございますけれども、「目標達成のためには地域特性を生かした

資料整備と適切な収集及び充実したサービスの提供をしていく必要がある」ということ

でございます。 

学習・スポーツ

課長 : 

続きまして２番でございます。地域文化創造館利用団体登録数でございます。地域文

化創造館と申しますのは、いわゆる一般的な自治体では社会教育会館というような名称

で呼んでいる性質の施設でございます。そちらの方で、自主的な活動、生涯学習や文化

学習活動を継続していただく、一定の人数要件等ございますが、そうした団体の登録数

を目標として設定いたしました。設定年度の平成 21 年度末 649 件に対しまして、平成

27年度末 680件という設定をいたしております。 

指標の選定理由と設定根拠でございますが、利用団体の登録につきましては、その後

の定期的・安定的な生涯学習活動を見込むことができまして、学びの継続性や、ひいて

は学びの成果の地域社会への還元へとつながることが期待できることから設定したも

のでございます。 

設定根拠は、平成 21 年度実績を踏まえまして、一定の割合で増加させることを目標

といたしました。 

取組状況でございます。実績の方をご覧いただきますと、平成 22、24 年とそれぞれ

604件、607件、奇数年につきましては、640件程度というかたちで推移を繰り返してお

ります。その辺りでございますが、地域文化創造館の登録団体は、登録資格要件確認の

ために、登録のし直しを２年に１度していただいてございます。その手続を行う年数が

偶数年度の年度末ということで、一旦そこで休眠状態の団体さんについて数字がなくな

っていき、また翌年以降に少しずつ増えていくということの繰り返しで、ほぼ同じよう

な波を描いているという状況がございます。登録団体の増加につきましては、地域文化

創造館が主催しております各種講座の終了後、それで終わりではなくて、受講者が引き

続き自主的な活動を続けるようなサークル化の促進というようなことを取り組んでご

ざいまして、一定数のレベルは維持しているような状況でございます。 

達成に向けた課題でございます。来年度、駒込の地域文化創造館は改修工事のため１

年間休館の予定となってございます。また千早の創造館につきましても耐震工事で３ヶ

月休館の予定がはいってございます。全部で５館のうち２館が、一定期間閉まってしま

うということで、この間それぞれの館から新規サークルの増が見込めないことが課題と

なってございます。 

続きまして、区民のスポーツ実施率についてでございます。こちらの内容は、豊島区

民の運動やスポーツに関する意識と活動の状況に関する調査というものを行っており

まして、週１回以上スポーツを行っていると答えた方の割合でございます。調査は平成

13 年、それから 10 年後の平成 23 年の２回実施してございます。目標値につきまして
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は、34％の実績値に対して目標値は 42％と設定をいたしました。 

指標の選定理由でございます。競技スポーツに取り組んでいる、いわゆるバリバリな

アスリートだけではなく、行政として取り組むべきところは、生涯スポーツ社会を実現

するということで、一般の方が日常的にスポーツに取り組んでいる、そのような方を増

やすということが必要だと考えてございます。そうしたことから、この指標を設定して

おります。なお、国や東京都、他の区市町村につきましても、比較的この住民のスポー

ツ実施率を指標として設定しているところが多いような状況でございます。 

設定の根拠につきましては、平成 13 年度の調査実績を参考として、一定の伸び率を

見込んだものでございます。 

取組状況でございます。平成 17 年度から区のスポーツ施設の管理運営に指定管理者

制度を導入いたしました。これによりまして、民間事業者の持つノウハウを活用した事

業展開であるとか、また区のホームページ、指定管理者のホームページ、施設の窓口な

どで、各種のスポーツ大会や教室についてのＰＲを充実させまして、それによりまして

スポーツを行うきっかけづくりを行うことができたと評価をしてございます。達成率

119.5%ということで、すでに平成 23 年の時点で目標はクリアしているような状況でご

ざいますが、そういった意味では、今後の課題というかたちでとらえております。 

体力や運動能力の低下、今、子どもたちは運動できる子とできない子の差が拡大する

二極化といったことも言われております。そういったところへのアプローチですとか、

学校を卒業して就職し、また子育てをしていてということで、20 代から 40 代の層がス

ポーツ実施率が一番低いという状況がございます。そうした層にいかにアプローチをし

ていくかといったところが今後に向けての課題であるというように感じています。 

文化商工部長 : 政策全体の評価につきましては２課にまたがってございますので、私の方からお話し

申し上げます。 

まず生涯学習の分野におきましては、としまコミュニティ大学等で年間を通して総合

的に学ぶことができる場として、新しい教室「マナビト」コースを開設いたしました。

また、スポーツ施設につきましては、昨年４月に南長崎スポーツセンターを新しく開設

してございます。また、施設利用者の利便向上を図るために予約システムの導入を昨年

度からさせていただいてございます。 

また、図書館につきましても、老朽化している施設、地域館の改修等、順次行ってご

ざいまして、私どもといたしましては、限られた財源の中から着実に取り組んでいると

いうように考えてございます。 

環境変化でございますけれども、今後、2020年に東京オリンピック・パラリンピック

の開催が決まりましたので、大きな外部要因かなというように考えてございます。 

今後の方向性につきましては、生涯学習につきましては、やはり今後も多様な機会を

提供していくということと、学びの継続性を担保していくこと、また、先ほどとも少し

被りますけれども、やはり自己完結ではなくて、学んだ方が地域社会に還元していくよ

うな方策を取っていくということが必要なのかなと考えてございます。また、スポーツ

施策につきましては、東京オリンピック・パラリンピックの開催が近づくにつれて、区

民の方々の注目も集まりますので、よりスポーツに親しめる環境づくりがより求められ

てくるのかなと考えてございます。また、図書館につきましては、今後、地域図書館の
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開館日の拡大が必然だろうと考えてございます。 

原田委員長 : ありがとうございました。 

先ほども質問したところですし、毎回お尋ねしておりますけれども、この１番と２番

の評価がＢということですが、それなりに良い値は出していると思うのですけれども、

どうすればＡになるとお考えでしょうか。100％にいくとＡということですか。 

図書館課長 : 図書館につきましては、100％にほぼ近いところにいけばＡかと考えてございます。 

学習・スポーツ

課長 : 

地域文化創造館におきましても、同じような考え方を持っております。 

原田委員長 : 確か地域文化創造館だったかどうか記憶が不確かなのですが、先ほどの例でいいます

と、起業のための相談が例えばあると。実際に起業してこれだけの利益を上げてきます

よというのは、なんとなく経験的に掴まえられそうな気がするのですが、この地域文化

創造館を利用される方々、登録して活動して、それをアウトカムとしてどうやって掴ま

えたらいいのかなというのは、地域文化創造館ではなかったかもしれませんけれども、

何か申し上げたような記憶もあります。どうでしょうか。 

学習・スポーツ

課長 : 

やはり行政で行っている、このような生涯学習活動でございますので、民間のカルチ

ャーセンターと同じということであってはいけないと思っております。 

そういった面では、何度も繰り返しになってしまいますけれども、学びの成果をいか

に地域に還元するか。具体的にはこうした活動をしている団体で、例えばまち歩きの案

内をするようなサークルができたりなどの事例も今少しずつ出てきております。 

今後は、それを数的に捉えるのが果たして良いのかどうかというのもございますけれ

ども、そこで活動量として地域文化創造館を使っていただいているという事実のみなら

ず、そこからどういったものが生まれていっているというものもきちんと情報は蓄積し

ていきたいと考えてございます。 

原田委員長 : 先ほどの私の発言と同じなのですが、600 いくつの団体に「お宅は、こういう団体や

っていて、何か成果をもたらしましたか」ということを網羅するのは大変だと思うので

すよ。なので 10 件でも集めて、こんな成果がありますよというように、スコープは狭

いのだけれども、精度の高い情報を出していく。全体的にはアバウトだけれども、成果

を掴まえていくというようなところはやはり必要なのかなという気がしますけれども。 

Ａ委員 : 今、委員長がおっしゃったところと関連するのですが、ここのところで要件確認のた

めに登録更新をするときに、活動内容等の登録内容の可否を審査するというようにあり

ます。その内容と、その時に、今、委員長がおっしゃられたようなことを聞くというの

は、どうなのでしょうか。 

学習・スポーツ

課長 : 

まず、要件の確認でございますが、申請書を出していただきまして、そこの中で色々

と代表者の方の名称を書いていただいたり、一般的なそういうことをやっております。 

登録要件といたしましては、いくつかあるのですが、生涯学習団体、大人の方の団体

ですと、６名以上の方でかつそのうちの半数以上が在住、在勤、在学の方。やられてい

る活動としては、生涯学習分野、文化学習活動ということで、カテゴリーが表になって

おりまして、丸を付けて出していただくようなものになってございます。 

当然、その組織がきちんと運営されているということで、組織の規約であるとか、会

計についても明らかになっているといった、証拠書類と申し上げるのも何ですけれど
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も、そういったものを出していただいたりですとか、あと会員名簿については書いてい

ただいているのを基本的には信用しているかたちでございますけれども、そういったも

のをいただくということをしてございます。 

また、青少年の団体につきましては、人数要件のハードルが若干高くなっておりまし

て、10 名以上でかつそのうちの半数以上が 18 歳未満、さらに在住、在勤、在学という

ような構成になっておりまして、代表については成人の方が行っている。ですので、子

どもだけが単に遊んでいるグループではなくて、青少年の健全育成という視点から生涯

学習という切り口で活動をされているグループということが要件でございます。それら

提出された資料をもとにチェックするということです。 

その後の展開の確認ということですと、登録手続きそのものよりも、むしろ通常の地

域文化創造館で活動されている時に、指定管理者の方で運営しておりますけれども、窓

口で自分たちがやっていることを何かプラスαで発展させたいというご相談を受けた

たりする場面もございます。むしろそうしたところで、具体的な事例を蓄積していって、

５館の中で情報共有を行って、次の相談に向けてのスキルアップにつなげたり、そうい

ったことができるのではないかと。実際にそのように強く意識して行っているわけでは

ないですけれども、現にそのようなかたちでの循環というのは始まっております。 

Ａ委員 : 利用の有無などは要件の対象にならないのですか。極端な場合、１回も利用しなかっ

たとか。 

学習・スポーツ

課長 : 

特段それ自体をハードルとして設定はしてございませんが、いわゆる提出書類が結構

面倒をかけるものですので、使う意思がなければ自然と来ない。実際は、全体の１割く

らいが更新のタイミングでいわゆる休眠状態だと来なくなるといった経過がございま

す。例えば、半年後にまた活動を始めようということであったら、その時点で登録をさ

れるということですので、事実上のチェック機能にはなっているのかなという印象を持

っているところです。 

原田委員長 : 今のご説明の中で、実際に何らかの活動をした、それによって何か行動が変わってき

ているわけですよね。相談をすると。ですから、相談の中身はどうでもいいので、そう

いう相談の件数が増えているということは、アウトカムの一歩手前くらいの情報なのか

なという気が私はしますけれども。他の方々いかがでしょうか。 

Ｃ委員 : 質問が１つと、あとは考え方があれば述べていただきたいと思うのですが、図書館は

直営ということでよろしいのですか。指定管理になっているわけではありませんか。 

図書館課長 : カウンターを委託しておりますけれども、基本的には直営でございます。 

Ｃ委員 : 直営で区の職員の方が、正職員であれ、臨時まで色々な職種の方がいらっしゃるのか

もしれませんが、図書館の役割ということを、図書館で働いている職員の方がきちんと

認識をしていただくというか、そのような必要があるのではないかと思います。 

それは、このように貸出冊数が成果指標だといってしまった場合、通常、目標に向け

てどうやったら目標を達成できるのか、あるいは、成果を上げていけるのか、こういう

かたちで取り組んでいくわけです。だとすれば、Ｔポイントをもらえた方が増やせるの

ではないかという話だって、もう一方で出てくるわけですね。 

私は、取組の成果のところで言っている「適切な資料の収集とレファレンスサービ

ス」、つまり、こういうところに、もしかしたら、区が直営でやっていく、区の職員がや
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っていく意味があるのではないのかなと。その辺りを実際に働いている方がどう自分の

仕事を認識されているのか、その辺りから次の計画に向けて、どのようにして取り組ん

でいったら良いのか。このようなことを組み立てると良いのかなと思いました。 

原田委員長 : ありがとうございました。１点目はよろしいですね。２点目のところは、昔から図書

館学の大問題ですよね。この辺りはどのように考えたら良いのかなということですが、

図書館としては、他にいくつか指標を持っていらっしゃるはずですよね。 

図書館課長 : 図書館の運営状況をチェックする指標としては、蔵書数や登録者数、貸出者数、利用

者数もあります。色々な指標がありますけれども、それぞれの指標ですと単品の指標に

なりますので、利用と資料との関係性を示せるのは一人あたりの貸出冊数かなというこ

とでこれを設定したところでございます。 

原田委員長 : この辺りもアウトプット指標で、どう行動が変わったか掴まえてみたいというよう

に、図書館で働く方々も思っていらっしゃるのではないかという気もしますけれども。

どうでしょうか、そのような指標の取り方ってあり得ましょうか。 

図書館課長 : 図書館の職員が、この基本計画の組織目標の指標を必ずしもきっちり理解していて、

それを目標にやっているかどうかはなかなか難しいところでございますけれども。た

だ、図書館では今、主に働いているのが非常勤職員ですけれども、全員司書資格を持っ

て、かなり意識の高い職員が働いておりますので、図書館運営と区民のためにというこ

とはしっかり認識しているところだと私は捉えております。 

Ｄ委員: 今、Ｃ委員がおっしゃった「適切な資料の収集とリファレンスサービス」というのは、

具体的に何をやられているのかがさっぱりわからないので、それを教えていただきた

い。また、図書館の貸出冊数は、景気の影響も結構受けてくると思うので、景気が悪く

て買わないで借りている人が増えているという可能性もあると思うのです。例えば 23

区全体の図書館の同じような指標がどのような動きをしているかなど、そのような検討

はされていないのでしょうか。 

図書館課長 : 23区の指標の比較ですけれども、これは、東京都の都立中央図書館が全体をまとめて

いまして、それを分析すればだいたいわかります。豊島区の貸出数などはだいたい下の

方になります。施設の規模自体がやはり 23 区の中でも下の方になります。利用者数は

多いのですけれども、規模によって蔵書数や利用者数といったことが規定されてきます

ので、だいたいその規模に沿って指標が出てくるというようなことになります。 

Ｄ委員: 私は、趨勢についても全体的に増えているのではないかという気がするのです。だと

すると豊島区の言われていることとの因果関係ではなくて、景気のせいということが大

きいので、であればそれは排除していかなければならないと思います。その辺りは今は

ご検討されていないとは思いますが、もう少し織り込んでいただきたいと思います。 

あと、取組状況として豊島区は実際に何をやられているのか具体的に教えていただけ

ますか。「多様なニーズを」というところからなのですが、抽象的な表現なので、具体的

に現場でこういうことをやっていますというように。 

図書館課長 : 抽象的な表現ということでございますけれども、話が別のことになるかもしれません

が、１人あたりの貸出冊数の指標を上げるのは、ある意味では簡単な話で、読まれる本

を買えば上がっていくところなのですね。ただ、図書館としてはそのような役割ではな

いので、ＮＤＣでいえば、ゼロから９類までの色々な本を一定の基準で揃えていくとい
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うことが「多様なニーズに対応し」というところだと思っています。それから、「適切な

レファレンスサービス」というのも、職員が利用者に対して適切に応えていくというよ

うなところを表現したものでございます。 

Ｄ委員: 常識的な範囲というか、どこの図書館でもそれはやられていると思うのですよね。豊

島区が頑張って増やしているのであれば、「これをやっているから増やしているんだよ」

という説明が聞きたかったのですけれども。 

原田委員長 : あるいは、レファレンスサービスをするというのはどこでもやっているので、適切に

されているのであれば、満足して帰って行くとか、情報を得られて帰って行く割合のよ

うなもので掴まえてみるというのがいいのかなという気がしますけれども。 

Ｅ委員: スポーツ実施のほうで、２つほど質問させてください。１つは調査の実施が 10 年に

１回になりますと、次はいつになりますか。平成 33年になってしまうのですか。 

学習・スポーツ

課長 : 

こちらの方が、定期的に 10 年必ずやっているというものでは実はございません。平

成 13年に最初に調査したものの数字を踏まえて、平成 17年度にスポーツ振興計画とい

うものを策定いたしました。その計画期間が今年度まででございまして、現在、来年度

からの計画を策定しているところでございます。そのための基礎調査ということで、平

成 23年に行いました。計画スパンが 10年だったので、たまたまそれに向けてのアプロ

ーチで、10年ごとということになってございます。 

Ｅ委員: そうすると、目標年度の時はまた数字が出てくると考えてよろしいですね。 

学習・スポーツ

課長 : 

そうですね、10年間でみるのか、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポ

ーツの関心が高まってくる中で、そうした取組の成果がどのタイミングでどうだという

のは、中間の評価をする必要はあるのではないかと考えてございますので、10年経つ前

に一定の調査をかける必要性はあるのかなというように思っております。 

Ｅ委員: わかりました。もう１つの質問が、平成 23 年度としては大変良い数値なのですけれ

ども、協働のまちづくりに関する区民意識調査の方を見ると、「地域でスポーツに親し

む環境や機会がある」というところの意識の方は、これを見ると減らしているのですよ

ね。実施率という結果では平成 23 年度は増えたのだけれども、意識としては少し下が

ったと。これに関してどうお考えですか。 

学習・スポーツ

課長 : 

区民意識調査に答える方が持つ印象として、「地域でスポーツに親しむ環境」につい

て、いわゆる箱モノ、グラウンドであるとか、体育館、プールといったものをイメージ

されて、それが充実しているのかといった印象で評価を受けているのではないかと私と

しては捉えているところでございます。 

一方、スポーツ実施率といいますと、別に体育館に行かなくても、道路でジョギング

するのもスポーツですし、自転車であるとか健康体操であるとか、現在、国の方の計画

でも、いわゆる競技スポーツ以外のものも含めてスポーツ実施率を評価していきましょ

うということが一つのトレンドとなっています。私どもの方でも、幅広にスポーツとい

うものを捉えておりまして、若干そこでのニュアンスの違いというか、聞き方による影

響ですとか、その辺りは影響があるのかなというように思っているところが１点です。 

また、施設ということで、この意識調査は平成 25 年度に行っておりまして、平成 25

年は豊島区で比較的大きいスポーツ施設が１件オープンした年でございます。その辺り

の認知度などがここでは反映されていないというように思っておりますので、その辺り
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で若干嵩上げできる部分はあるのかなという印象を持っているところです。 

Ｅ委員: ありがとうございます。ただ、スポーツ実施率は結果で、先ほどからの議論のように、

区の方針や取組として何をやったからスポーツ実施率が増えたとか、何をやったから親

しむ環境や機会があると思う人が増えたということが真ん中に入るかもしれないので、

そこだけお考えいただけたらと思います。 

学習・スポーツ

課長 : 

スポーツ実施率の底上げに向けての施策ということで、来年４月からプールやトレー

ニングルームといったスポーツ施設の使用料を値下げする試みもする予定がございま

す。その辺り、値段が下がるとどれくらいスポーツ実施率が上がるのかという、客観的

なデータというのが色々調べたところないような状況ですので、私どもの方でのこの取

組、来年度利用者数がどのくらい変わってくるのかといったところもしっかりと拾って

いきたいと思っております。 

原田委員長 : この会議体ではないのですが、他の審査委員会もしておりまして、その時に必ず「自

主事業どうするの」ということを必ず聞いていて、必ず指定管理者の側は数を把握して

いるので、そこだけでも、これに替わる、実際にアンケートをとってどのくらい運動し

ていますかということも大事だけれども、ああいったものも網羅的ではない、ジョギン

グしている人は入りませんけれども、そういったものも一つの指標かなと。あれを見る

限りでは、私の直感ですけれども、かなり増えているなという気はしております。 

それでは、本日はヒアリングシートの７と８で経済振興、企業振興と文化芸術関係を

取り上げたわけですけれども、全体的な私の感想を申し上げます。インフラ整備である

とか福祉であるとか、比較的アウトプットや場合によってはその先のアウトカムが捕ま

えやすいような分野と違いまして、一体何をどうやって測るのかというところからかな

り難しいところはあるのかなという気がしています。繰り返しになりますけれども、網

羅性はかなぐり捨てて、網羅性がないかたちでも一定の成果が出ているというところを

きっかけに全般的に施策の成果が出ているのかどうかを類推するということの方が良

いのかなという気が個人的にはしています。 

おそらくそうしたデータをどう取るのかという辺りをお考えなる際に、網羅性の呪縛

といいますか、「こういう点は入っているのですか」と聞かれると「はぁ」と必ずなる。

役所にお勤めの方はまずそこが気になる。ですが、８割掴まえてなんぼというように、

そしてその成果が上がっていることを部分的に捉えている、でも成果を掴まえているこ

との方が、やはり政策評価の議論としては、しやすいのかなと私は個人的に感じている

ところです。 

以上で終わりにしたいと思いますし、これにて一応全て各政策分野を網羅したという

ことでございます。 

今後のことも申し上げて本日の会議を終わりにしたいと思います。私といたしまして

は、これまで各部局と本日も含めて色々なディスカッションをしましたので、各部局が

どのように評価をしているのかというところを横断的に掴まえていただきたいという

ことが一つございます。それに基づいて、我々がうまく評価できているもの、できてい

ないもの、あるいは成果が出ているもの出ていないものに対して、様々なコメントをい

ただいた、それをある種、類型化をしてもらって、整理をしてもらって、次回の会議の

際にその２つをお示しいただいた上で、１年間の総括みたいなものをしたらどうかと思
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っております。 

何か付け加えるべきことがございましたら、ご意見いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいですか。 

では、少し事務局の方と相談をしながらと思いますけれども、まずは、繰り返しです

けれども、各部局の評価、それは良い悪いではなくて評価の仕方のあたり、そして、我々

が出したコメントのようなものを総括してまいりたいと思います。 

よろしいですか。もしまた何かお気づきの点があれば事務局までご連絡を頂戴したい

と思います。 

（２）その他  

原田委員長： では、事務局から何か連絡ございますか。 

事務局： どうもありがとうございました。 

今、委員長から宿題と申しますか、いただきましたけれども、おかげさまで８つの地

域づくりの方向性の全てを点検していただいたという状況になっております。 

次回もう一度お集まりをいただきまして、その場で全体のまとめをしていければと思

っておりまして、その際には、一つには、この間所管の方でやってきた「こういうよう

な評価に現状ではなっている」といったこと、事実をもう一度おさらいというか簡単に

整理をしたいと思っております。 

それから過去の議事録を紐解きまして、このような論点が主なものとしてありました

といったようなことを整理させていただきまして、まとめの資料としてお出しをできる

ように準備を進めていきたいと思っております。時間が取れるようであれば、事前に皆

様にもお届けをさせていただいて、ご意見などもいただければと思いますけれども、そ

のようなかたちで次回進めてまいりたいと思っております。 

それから、次回にお願いしたいことが他に２つございまして、１つは、平成 25年度、

昨年度でございますけれども、公開事業評価を行っていただいております。その際に

色々とご指摘等いただいているわけでございまして、それにどのように対応しているの

かといったことについて、次回にご報告の時間を頂戴したいと思っております。 

それから来年度、平成 27 年度にどのような活動をしていただくかといったことにつ

きましてもお願いできればと思っております。日程につきましては、また皆様と調整を

させていただいて、改めてご連絡申し上げたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

文化デザイン課

長 : 

先ほど８‐２で総事業費が平成 25 年度に突出している理由についてご質問を頂戴い

たしました。 

実は、池袋／としま／東京アーツプロジェクト事業経費という国庫補助金を

193,664,000 円ほど区が受領いたしまして、それを支出している経費がここの中にカウ

ントされています。しかし、これにつきましては、フェスティバル／トーキョーですと

かアート夏祭りなども入っているので、この額を丸々ここに計上することに問題があり

ますので、平成 25 年度がなぜ 272,497,000 円になっているのかという説明は、今申し

上げたとおりなのですが、その当否についてはもう少し検討させていただいて、いずれ

にしてもこれは修正が必要だと思いますので、修正を後ほどさせていただきます。 

原田委員長 : ありがとうございました。 
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それでは第７回の政策評価委員をこれにて終了といたします。 

  

 

会議の結果 

（１） 基本計画に掲げる以下の政策の進捗状況について、所管部局との質疑応答を

行った。 

７－１ 都市の魅力による集客力の向上 

７－２ 産業振興による都市活力創出 

８－１ 文化によるまちづくりの推進 

８－２ 文化芸術の振興 

８－３ 生涯学習・生涯スポーツの推進 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料７－１－１ 基本計画進捗状況ヒアリングシート⑦ 

資料７－１－２ 基本計画進捗状況ヒアリングシート⑧ 

 


