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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 8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 27年 2月 10日（火） 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) 平成 25年度評価対象施設の対応状況報告について 

(2) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

(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（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） 

欠席１名 

区側 

出席者 

男女平等推進センター所長・区民活動推進課長・生活産業課長・子育て支援課長 

事務局 企画課長 
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審議経過 

１．開 会 

原田委員長 : それでは、第８回政策評価委員会を開会いたします。 

議事に入る前に、本日の進行について事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局 : まず、出欠のご連絡でございます。区側委員の政策経営部長が、欠席をさせていただ

きます。 

議事次第をご覧いただきまして、本日は議事を２件予定してございます。前半の１時

間で議事１番、後半の１時間で議事２番ということでお願いしたいと思います。 

議事１番でございますけれども、平成 25 年度に公開事業評価をお願いしたわけでご

ざいますが、そちらでご指摘いただいた事項につきまして、その後の改善等の状況につ

きまして、所管課長からご説明を申し上げたいと思っております。施設ごとに課長から

２分説明、質疑応答８分という目安で、全体で 50分と考えているところでございます。 

本来はこちらの案件につきましては、行政経営課長の所管ということでございますけ

れども、行政経営課長が１月 16 日付の人事異動によりまして、行政経営課長から都市

整備部副都心再生担当課長に異動をしております。行政経営課長のポストは、政策経営

部長が事務取扱という形になってございますが、本日、政策経営部長が欠席ということ

になっておりますので、全体を通じまして、事務局は私の方で務めさせていただくとい

うことでございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、１件目に入る前に、本日の説明をさせていただきます職員の紹介をいたし

ます。 

まず、区民センター、生活産業プラザの２つの施設につきましては、生活産業課長の

田中が出席をしております。 

生活産業課長 : よろしくお願いいたします。 

事務局 : 区民集会室につきましては、区民活動推進課長の柴でございます。 

区民活動推進課

長 : 

柴でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局 : 男女平等推進センターにつきましては、男女平等推進センター所長の小椋でございま

す。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

小掠でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局 : 子ども家庭支援センターに関しまして、子育て支援課長の猪飼でございます。 

子育て支援課

長: 

猪飼でございます。よろしくお願いいたします。 

事務局 : それでは委員長よろしくお願いいたします。 

２．議事 

（１） 平成 25年度評価対象施設の対応状況報告について 

原田委員長 : それでは早速、所管部局の方から区民センターについて、その後の進捗状況、対応状

況についてご説明をお願いいたします。 

生活産業課長 : 区民センターについて、評価の視点１と２を通してご説明させていただきます。 

区民センターは、平成 28年 12月を目途に一旦閉館の予定をしており、改築を予定し
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ております。それまでは現状の運営体制、方針を維持する予定としてございます。ただ

し、すでに、新施設のオープンに向けまして、その目的、更新などの検討は始めている

ところでございます。駅に近く、利便性が高いということ、それから、人気のある施設

ということもございますので、誰に対してどのような目的でどのように使っていただく

のか、そのご負担も含めて整理をしてまいりたいというように考えております。ちなみ

に、新施設のオープンは平成 31年を目途にしてございます。 

原田委員長 : これは既に我々が平成 25 年度に評価をしているのでありますが、それがどうなった

かということであります。区民センター自体は、一旦廃止されるわけですよね。 

生活産業課長 : はい。一旦廃止ということになります。 

Ｄ委員 : 生活産業課長に申し上げても仕方がないことなのですが、区としてこのような会議用

の施設が重複しているという意見が前から出ていまして、その辺りというのは今後どの

ように対応される予定なのかという方針は決まっていますでしょうか。 

原田委員長 : いかがですか。所管課が答えられる質問かどうか少し微妙ですが。 

生活産業課長 : 生活産業課が所管している施設の中でも、３つの大きな施設がございまして、次の生

活産業プラザと、それから西口にあります勤労福祉会館の３つがございます。貸室の機

能としては、大きいものが３つあるというような形になっております。勤労福祉会館は

あと１年でリニューアルの工事に入るということもございまして、そういった関係もあ

りまして、その３つの施設がどのような役割分担でどういった整備をしていくのかとい

ったところは整理をしている状況でございます。まだ結論は出ておりません。 

原田委員長 : おそらく、役割分担ではなくて、量的な規制というところの趣旨なのかなと思うので

すが、いかがですか。 

Ｄ委員 : 所管課内の話もそうなのですが、所管課同士で何か連携ということは特に新しく始ま

ったりかというような話はあるのか、ないのかということだといかがでしょうか。 

生活産業課長 : 全体の施設計画に携わっている部署は施設管理部になりますので、そこがある程度、

統率といいますか、していただいて、所管が集まって検討を重ねるというスタイルがご

ざいますので、そういったベースで全庁的にどうしていくのかと、貸室機能も含めてど

うしていくのかという施設計画はそろそろ検討していくといった流れでございます。 

事務局 : 現在、区の公共施設、建物、それから道路、公園等インフラも含めまして、全体的に

どのように管理をしていくのかということにつきまして、整備等の方針、今は構想段階

でございますけれども、来年度、そのような施設も含めて今後どうしていくのかという

計画を定めていく予定になっております。今、Ｄ委員のほうからご指摘があったような

視点も含めて、施設等の計画をこれから検討していくという状況でございます。 

Ｃ委員 : 実は、つい先日まで公共施設基本方針の検討委員会を行っていまして、基本方針がま

とまったところなのですね。今、事務局からお話があったとおり、基本計画を来年度策

定していくということなのですが、その会議の中でも、やはり計画の具体性というもの

をきちんと持たないと、むやみに増えていってしまうのではないかと、このような考え

方もありましたので、ぜひ、今この件についても、来年度、施設管理部の方で検討する

中で、整合が取れる形で検討していってもらう必要があるかなと思います。 

Ｄ委員 : 確かこの委員会が始まった当初、今あるハードの資産を現状の数量で維持していくこ

とは難しいだろうというような話があって、増やすというよりもむしろ減らすというよ
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うな話が確かあったと記憶しています。今後進行していくのでしょうけれども、その辺

りの進行をよろしくお願いしたいと思います。 

原田委員長 : 私も全く同意見で、利用する人一人に 500円でも 1,000円でもバウチャーを配った方

が建物を何十億円と建てるよりよっぽど安いと、私は確信を持っておりますけれどね。 

本当に何に使うのかということをシミュレーションして、本当に財政のためにという

ことを考えていただければと思いますけれども。おそらく、それは所管課というよりも

全体の計画でということだろうと思います。 

では、引き続き同じような施設の問題でありますが、続いて２番目の生活産業プラザ

についてもご説明をお願いいたします。 

生活産業課長 : 生活産業プラザにつきましては、こちらも区民センターと同様に、大規模改修の時期

を迎えております。区民センターよりはあとなのですけれども、あと２年半ほどで一旦

閉館というような形をとっております。 

その後、今の構想ですと、区民センターと合築と申しますか、つなげて一つの施設に

するという構想がございまして、従いまして、生活産業プラザという看板は一旦外して、

区民センターの一部というような形になる予定にしてございます。 

現状ですと、ビジネスサポートセンターや消費生活センターがございまして、施設の

設置目的の中では中心的な役割を担っているところでございます。しかしながら、この

２つのセンターについては、新庁舎移転後に新庁舎の中に設置をする予定にしておりま

して、来年度には移転をするという状況でございます。ですので、生活産業プラザとい

う位置づけ・目的、また機能もどういった形でどういった継承をするのかといったこと

も現在見直しをしている状況でございます。それまでは、研修などによりまして、それ

ぞれ相談員、専門家がございますので、そういった専門性の確保、質の向上を図って、

ニーズを踏まえた運営をしていくということで考えてございます。 

貸室機能につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、全体の計画の

中で、どのようにしていくかといったところは整理をしていきたいと考えております。 

原田委員長 : ありがとうございました。先ほどの議論と重複するところもございますけれども、何

かご質問、ご意見がございましたらどうぞ。 

Ｂ委員 : 「研修などにより、相談員の専門性の確保や質の向上」とありますけれども、どのよ

うな研修を予定されていますか。 

生活産業課長 : それぞれ、国や東京都が行う研修、集合研修ですけれども、そういったものが予定さ

れておりまして、そちらの方には参加をするというような形をとっております。また、

相談員同士の様々な事例を用いたオフィスでの自主研修といいますか、そういったもの

もございますので、そういった機会を定期的に持ちながらスキルの向上を目指していく

という状況でございます。 

Ｃ委員 : ビジネスサポートセンターと消費生活センターが新庁舎に移転するということで、そ

れを踏まえて、今後のニーズを踏まえた有効な運営に努めたいということなのですが、

新たな施設ということで、逆に区民ニーズを考える際に、むやみに増えないように慎重

に検討する必要があると思うのですね。別の言い方をすると、税を投入してまでもやは

り果たすべき役割なのかという、このような視点から本当に応えるべきニーズなのか、

この辺りを慎重に判断していくことが重要だと思いますので、よろしくお願いします。 
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生活産業課長 : そのように検討してまいります。 

原田委員長 : しばしばこのようなビジネスサポート系はサポートしたけれども根付かないとかと

いうようなことになります。逆に、最近東口に誘致されたのか、いらっしゃったのか、

そうしたものは、必ずしもこのビジネスサポートセンターの影響ではないですよね。大

きな企業ですからね。 

生活産業課長 : ビジネスサポートセンターの、ということではないと思います。 

原田委員長 : ないですよね。つまり、特定のセンターという機能が色々な中小企業の経営にプラス

になって根付いてくれるとかいうようなところではなくて、必ずしも直結するわけでは

ないということでなかなか難しいところですけれども。本当にやらないといけないのか

というところですね。 

Ａ委員 : 「相談員の専門性の確保や質の向上」ということがありますが、具体的にどのような

ことをお考えでしょうか。 

生活産業課長 : まず、相談員を新たに雇用する時は、ある程度のやはり経験や資格を重視させていた

だいておりますし、前歴でどのようなことをされていたのかといったところは当然なが

ら見させていただくというのがまず第一歩でございます。 

その後は、先ほど申し上げたような定期的な研修で、新たなニーズというのは日々変

わっておりますので、そちらをどのように的確に捉えてそこに応えていくのかといった

ところは、日々の研修ということになろうかと思っております。 

Ａ委員 : 「ニーズを踏まえた」ということが専門員にもかかるということですか。社会変動や

ニーズを踏まえて向上させるという。 

生活産業課長 : おっしゃるとおりです。 

原田委員長 : この２つの施設は昨年度も感じましたが、なかなか議論し辛い案件だったなという気

がいたします。ありがとうございました。 

では、３つ目の施設でございます。区民集会室について所管課からご説明をお願いい

たします。 

区民活動推進課

長 : 

区民集会室は利用条件の制限が設けられていないということで、詳細が不明というご

指摘があったのですけれども、平成 25年７月に区民集会室の要綱を設置いたしまして、

利用条件等を具体的に定めております。また、団体登録の要件で「構成員の半数以上が

豊島区在住・在勤・在学であること」ということで規定しておりまして、地域団体でな

ければ利用はできないという状況となっておりますので、区民の福祉の増進との関連が

この規定により明瞭になったのではないかと考えております。 

また、今後、予約システムの導入によって、平成 26年度につきましては、データの方

が集まりますので、そういった利用の対応など、データを集約して今後の方針等も考え

ていきたいと思っております。 

また低利用の施設につきましては、全体の様々な施設の中でやはり適正な配置等を考

えていかなければならないのかなと思っております。 

また、地域による自主運営というご指摘もありましたが、地域による自主運営だと、

今、シルバー人材センターの方に委託している部分がございまして、やはり全体的にシ

ルバーに一括して委託した方が経費的にはかなり廉価で済むという部分があります。 

また、利用料金の改定につきましては、今のところ消費税が 10％になる時期に合わせ
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て値上げ等を検討したいというように考えております。 

Ｂ委員 : ２点ございます。１点目は「評価の視点①」のところで、「改善済みである」の項目の

一番下の行に「利用実態もシステム化によって検証環境が整備されている」とお書きに

なられています。これは具体的にはどのようなもので、区民集会室の役割を知る上で、

どのようなデータが取れるようになっているのかということを教えていただければと

思います。 

２点目が「評価の視点②」のところですけれども、先ほどから同種の事業における担

当間の横のつながりのことが、他の委員からも課題点、問題点として指摘をされていま

すけれども、この「評価の視点②」のところの、例えば「使用料ＰＴ」とはプロジェク

トチームのことなのでしょうが、これはどのようなもので、どのような方々を構成員と

しているのかという点を教えていただきたいのが１つ目です。もう１つは「改善済みで

ある」の項目のところに「類似施設であった地域区民ひろばの集会室においては、同じ

施設グループとして団体登録や管理ルールを統一化しており、利用者の利便性は向上し

ている」というようにありますけれども、これは今後、例えば区民センター等も一緒に

データとしては統一化していく方向にあるのかとか、具体的にどのような利便性がシス

テム上統一化すると現れてきているのかという点についても教えていただければと思

います。 

区民活動推進課

長 : 

「利用実態のシステム化により検証環境は整備されている」という部分についてのご

質問なのですけれども、こちらは予約システムで、インターネットで 24 時間予約がで

きるようになったということで、団体登録も条件として予約ができることになりますの

で、どのような団体がどのような目的で利用しているかが全て分かるようになっており

ます。ですので、このシステムによって申し込みがあった状況をデータとして一定期間

集めて集計すれば、色々な利用状況とかそういったことも分かることになりますので、

「検証環境が整備されている」というような表現にさせていただきました。 

あと、もう一つ使用料ＰＴですが、使用料について検討する庁内の横断的なＰＴでご

ざいまして、政策経営部長がトップで、主な施設を有している課の課長が集まって、利

用料金について検討する組織です。利用料金の値上げとか、そういった時に、色々と意

見を出しながら、適正かどうか判断しながら、料金を上げるかどうかをその場で諮ると

いうような会議体になっております。それから、３つ目の地域区民ひろばの集会室と同

じ施設グループとして団体登録や管理ルールを統一化しておりまして、利用者に利便性

を向上しているという表記の部分なのですけれども、区民センターと区民集会室は性格

が違いまして、どう違うかというと、区民センターはどちらかというと勤労者の利用が

勤労福祉会館と同じように会社関係でも申し込めるというような形になっておりまし

て、区民集会室については、あくまでも区民の活動の支援というような形で、区民が会

議をしたり、色々なサークル活動とか、そういったような、区民福祉の向上に関係する

施設ということになっております。そういった部分で、区民センターと勤労福祉会館と

は、生活産業プラザもそうですけれども、性格的に少し異なっております。地域区民ひ

ろばについては、やはり区民の福祉の向上ということで、区民集会室と似ている部分が

ございますので、ただ、区民ひろばについては、高齢者と子育て世代の世代間の交流を

図るとかそういったような目的があります。そういった目的のある施設ですけれども、
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区民ひろばと区民集会室については、区民福祉の向上という部分で同じ枠内に入るのか

なというように思っています。 

Ｂ委員 : データの整備で目的等が取れるようになっているようですので、実際、団体が本当に

どのような目的で使っているのかを把握されることはとても重要になると思います。そ

れは、今、勤労福祉会館のことも出ましたけれども、施設が本来期待されていた目的は

時代によって変化しますので、実際には区民が区民の活動のために使っている部分も多

くなることもあり得ると思うのです。ですから、実態がどうなっているのか、制度上の

目的との齟齬はないかというところを今後期待したいというように思います。 

区民活動推進課

長 : 

わかりました。 

Ｅ委員 : 関連するかもしれないのですけれども、評価指標でアウトプットだけではなくてアウ

トカム指標についても、十分留意するとお書きになっていますが、例えばこのような施

設の評価に関して、アウトカムとしてはどういうものをお考えですか。 

区民活動推進課

長 : 

なかなかアウトカムというのが、形に出づらい部分があるのかなと思っているのです

けれども、利用率だけではないというように考えております。 

区民集会室そのものは、今現在、小学校区域にだいたい１か所程度、500 メートル圏

域で歩いて行ける場所に１か所程度というような形で設置されております。要するに、

身近な場所で集まって会議ができるということで、コミュニティの形成に役立つのでは

ないかというようには考えているのですけれども、ではどのようなアウトカムというこ

とになっているかと言われますと、実際にそれが本当にコミュニティの形成として何か

形になって目に見える形で出てきたかというと、それは、なかなか判別するのが難しい

というのが現状です。 

原田委員長 : 例えば 100人に聞いてみたらどうですか。分からないというのは簡単ですけれども、

100 人に「これを使うことでどう変わりましたか」と聞くと、色々なものが出てくると

思いますので、設定するという努力というか、何かどのような効果が出るのだろうかと

いうのは、我々この政策評価委員会で一番関心があるところですね。 

Ｄ委員 : 先ほどのお答えの中で、設置の目的が勤労者の利用であったり区民の利用であったり

というお答えがあったのですが、それは分かるには分かるのですけれども、ただ、区の

論理であって、そこにあるハードは、使いたい人のニーズに合わせていって使えば良い

と思うのですね。そうしないと、どんどんものを減らしていくというのは無理だと思い

ますし、少し発想が私とは違うかなとは正直思います。 

原田委員長 : その辺りも合わせてお考えいただければと思います。 

区民活動推進課

長 : 

はい。 

Ｃ委員 : 先ほど、Ｂ委員の評価視点②のご指摘の延長上の話なのですが、やはり使用目的がは

っきりデータとして掴めるということを前提にすると、料金改定を検討する際に、ＰＴ

での議論の時に、減免規定もあわせてやはり確認するような見直しをしていく必要があ

るかなというように思います。 

それは、Ｄ委員の考え方とは全く逆方向にはなるのですけれども、現行のやり方でい

くとなると、豊島区の減免規定がどのような形になっているか承知しないで発言するの
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で、ずれていたら申し訳ないのですが、そもそも減免は、減額と免除の両方あるわけで

すよね。自治体によっては減免というだけで 100％免除してしまっているケースもある

し、設置目的に叶うところでの減額、それ以外は減額しないという取り扱いをしている

自治体もあります。様々なので、利用目的に照らして、本来ならＰＴの事務局にお話し

すべきだと思うのですが、発言機会がないので、ここでそのようなことを発言させてい

ただきます。 

原田委員長 : 見方としては、確かにＣ委員のおっしゃるように、その目的に照らした減免というこ

とも一つの選択肢としてあり得るでしょう。 

やはりこの種の議論はしやすいですね。前の２つが進捗していて、今回は進捗してい

ないというわけではないですけれども、議論しやすいところですので、まだそのような

意味では改善の余地はあるかなという気が個人的にはいたします。 

それでは、４つ目にまいりましょう。男女平等推進センターについて説明をお願いし

ます。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

それでは、説明をさせていただきます。 

評価の視点の①と②のどちらも、私どもが改善していく内容としましては、今後、「男

女共同参画推進プラン」の改訂の検討に、平成 27 年度から入りますので、そうした中

で各所管課で男女共同参画がいかに進んでいるかという進行管理の計画と合わせて、こ

ちらの男女平等推進センターで行っている業務の内容についても効率化、見直し等を検

討していきたいと考えております。 

今ご指摘いただいた部分、他部署・他機関との連携ですとか、相談業務等の見直しと

いうような部分では、できるところからということでは、関係する部署等との調整等は

行っております。 

私の方からの説明は、以上となります。 

原田委員長 : ありがとうございました。では、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

Ｄ委員 : ハード的には、何か貸室とかの機能まではないのでしたか。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

貸室がございます。貸室が２室、研修室がございます。 

Ｄ委員 : ソフト的には大変立派なことをされていると思うのですが、そのようなハードもまた

貸室を今持っていて、さらに新庁舎ができて、あるいはそれと一緒にできる可能性があ

ったわけで、それはとりあえず合流されないということですね。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

男女平等推進センターは勤労福祉会館に入っているのですけれども、このあとそちら

の大規模改修の期間は、生活産業プラザに移転します。その期間については、やはりス

ペースの確保が難しいということで、１室で対応になるのですが、勤労福祉会館に戻っ

たあとは２室、現状通りということで考えております。 

Ｄ委員 : 現状あるものについては仕方がないと思うのですけれども、とりあえず減らす予定は

ないみたいなので、それは、やはりハード的に必要なのですか。あったほうがそれは良

いというのは、それはわかるのですけれども。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

評価の際にも、行なっている事業内容についてはかなりの評価をいただいたかと思い

ます。場所について、果たして研修室という固定した場所を利用する必要があるのかと

いうことでのお話もいただいたかと思うのですけれども、やはり現在、登録団体として
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ご活動いただいている団体の方もいらっしゃいますし、引き続きエポック 10 の方で実

施していくのが望ましいものもあると考えております。広さは１室は小さくなるような

形ですけれども、２室ということで計画は進めております。 

Ａ委員 : 前回伺ったときに、この種の関連の NPOみたいなものがなかなか育たないという話を

聞いたのですが、その後、何か対応していることはあるかということが１点です。 

それと、相談業務の提携なのか、窓口の一本化なのか、その辺りのところをどうお考

えなのか、２点伺いたいと思います。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

前回のお話の際に、指定管理ですとか運営等の委託という方法があるのではないかと

いうご指摘もいただいて、他の自治体等では、やはり登録団体として活動をしている団

体の方に委託しているというようなお話もさせていただいたかと思います。 

その際も説明があったかもしれないのですが、こちらで活動していただいている登録

団体のメンバーは、年齢が高くなってきております。設立当時からご活動いただいてい

る方が引き続きご利用、ご活動いただいております。そういった関係でなかなか新しい

団体を探すというところまでは至っていない状況です。また、考え方の視点といたしま

しては、民間等ということもあるのかもしれませんけれども、まだそちらの方までの検

討には至っておりません。 

また、先ほどの相談業務の連携ということで申し上げますと、平成 25年 12月に男女

平等推進センターが機能整備により配偶者暴力相談支援センタになったのですけれど

も、そういった面から、関係のある部署との連携ということで、子育て支援課等と相談

の関係で連携を行っている状況となっております。 

Ｂ委員 : 今のお話で、関連部署は大体いくつくらい、どんなところになる予定ですか。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

配偶者暴力相談支援センターということであると、子育て支援課が大きな連携機関と

なっております。 

それ以外は、やはり相談ということではないのですけれども、連携という部分で言い

ますと、それぞれ窓口がございますので、そういったところに DV の被害を受けていら

っしゃる方が来られた時の対応というような部分で、窓口を持っている部署と説明会で

すとか研修会を持ったりというようなことも連携を進めております。 

Ｂ委員 : 先ほど、区民センター等の施設の方は、施設管理部が統率して、他の部署もまとめて

調整するという感じだと思うのですけれども、男女平等推進センターの場合は、政策内

容的、機能別に個別に色々な部署と横でこまめに連携していくというようなアプローチ

なのですか。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

今申し上げたのは、その配偶者暴力相談支援センターの機能としての部分での連携が

どういったことでやっているかになります。そこは配偶者暴力相談センターとして男女

平等推進センターが、各部署との調整や連携を行い、実際の具体的な支援は子育て支援

が行っていきますので、そちらとの調整をしながら進めているという状況になっており

ます。 

原田委員長 : おそらく、前者の方は建物というか施設関係ですよね。施設関係の区内の配置の計画

だと思います。総量規制や目的によって色分けするかという話なのだろうなという気が

しますけれども。そういうことですよね。 
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男女平等推進セ

ンター所長 : 

はい。 

原田委員長 : ちなみに、生活産業プラザに行くと、男女平等推進センターというのは、どーんとお

店を広げてするセンターなのか、DVみたいに全然お店を広げていなくてやるのか、非常

に機能的には難しいなと思うのですけれども、しばらく移転して、何かそのような意味

で、施設的に不都合はあるのですか。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

今ある機能はそのまま持っていく予定になっておりますが、先ほど申し上げましたよ

うに、研修室が２室あるものについては、１室しか確保できないということで、生活産

業プラザの他の貸室等と調整しながら使っていきたいと考えております。 

それ以外の配暴センターの機能とか、相談窓口については、何週間か、実際に引越し

作業等の移転期間が必要と思うのですけれども、なるべく休業期間がないように進めた

いと考えております。 

原田委員長 : 移転した後も、皆さんがいらっしゃる場所で相談を受けるというわけにはなかなかい

かないということがありますので、そういうことをお尋ねしたかったのですけれども。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

現在も相談室は個室になっているのですけれども、同じような形で、壁がある個室を

用意しますので、それは大丈夫でございます。 

Ｃ委員 : 機能の話ではあるのですけれども、区民の方が現実に抱える課題を解決するという実

務面からいった時に、連携するような、１課で解決するような問題は年々少なくなって、

色々な課が協力しないと解決できないような、こういう案件が多くなるということを前

提にすると、ぜひプランをつくる際に、物理的な関係部署の距離だとか、そういったこ

とも配慮しながら検討していただければなと、そのようにも思います。 

原田委員長 : 私も同じように思います。だんだん本来的な機能、男女平等の啓発用パンフレットを

つくるというだけではなくて、色々な部局と一緒にやらないといけない仕事が出てくる

と、だんだんアンブレラ型の組織になってくるのかなと。そうなってくると、アンブレ

ラが遠いと、これはまずいなということにやはりなるのかなという気がいたします。 

ありがとうございました。 

では最後でございますが、子ども家庭支援センターについては、総合評価については

かなり高い評価を前回したところでございますが、その後の進捗状況についてご説明を

お願いします。 

子育て支援課長

 : 

それでは、子ども家庭支援センターについてご説明させていただきます。 

「評価の視点」では、事業に優先度を付けて、行政としてどの範囲まで対応するのか、

また、地域の協力をどの程度求めていくのかということで、行政全般にわたる課題かな

というように受け止めております。 

具体的な改善というご指摘ではないと受け止めまして、不適切な場所かもしれません

が、「改善は難しい」というところに記載をさせていただいております。 

私ども子ども家庭部の中での最優先課題は、まさにこの記載のとおり、保育園の待機

児童対策であります。それを中心に施策を展開しているという状況でございます。 

子ども家庭支援センターでは、基本的には、子育てに対する孤立感というか負担感を

軽減するために、そういったご家庭に支援が行き届くような対応を考えていくというこ

とでございます。こちらにつきましては、地域との連携、関係機関との連携なくしては
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対応できない部分でございますので、そちらの連携を密にすることによって、効率的か

つ効果的な事業運営を心がけていきたいというように考えてございます。 

原田委員長 : これはやらないというものが、子育てそのもの以外に何かありますか。このセンター

がアウトリーチを含めて色々な機能を拡充させているのは分かるのですけれども、これ

はもうやらないだろうというものはありますか。子育てそのもの、要するに、親がやる

親権としての子育てというもの以外に何かありますか。これはやるべきではないという

ものです。 

子育て支援課長

 : 

基本的には、例えば一律給付的な何かをやっているということではありませんので、

真に必要な部分のみに限って現在のセンターで対応しているという状況でございます。 

例えば、一時保育等ですと、委託とかで可能ではないかというご指摘もあるのですが、

こちらの一時保育についても、単にお子様をお預かりするだけではなくて、本当にこの

ご家庭で育ったお子さんがどのような状況で保育できるのかというような家庭の状況

が見えるような形で対応しております。 

また、親子あそび広場では、孤立するご家庭のお母さんを、センターに利用を促すこ

とによって、ややもすれば手が出がちなお母様も、専門スキルを持った職員が対応する

ことによって、痛ましい事件を防ぐというような目的がありますので、今現在はこの体

制で進めていく方が良いのかなというように考えてございます。 

原田委員長 : これはやりすぎということはあるのですか。 

子育て支援課長

 : 

今のところないとは考えておりますが、今後、児童相談所の移管が都区で協議されて

おりますので、そういった移管がされた暁には、重複する機能も出てまいりますので、

そこで精査ができるかなと思っております。 

原田委員長 : 私も質問しながら難しいとは思っているのですが、どこまでというのは、やらないと

文句を言われるのですが、やり過ぎることに対しては誰も文句は言わないのですが、役

所として一体どこまでやるのというのは、常に自問自答なさっているとは思うのです

が、こちらの評価委員会としては気になるところかなというところです。 

Ｄ委員 : 感想に近いのですが、危険な子どもを優先的に何とかしなければいけないということ

は十分、分かります。ただ一方で、感想としては、豊島区は小さい子どもが遊ぶところ

が、民間部分でもそうなのですけれども、少ないという感じがするのですね。その辺り

も、消滅可能性都市の話もあるので、魅力あるまちづくりができたらという気が個人的

にはしています。 

Ｆ委員 : 行政としてどこまでやるかということは極めて難しいですよね。今、保育のお話です

けれども、これも待機児童対策ですね、目標を定めまして、つくればつくるほど掘り起

こしてしまう。極端な言い方をすると永遠に達成できないのですよ。そのような問題も

ありますし、またやりたくでもできないものもあります。例えば、本区でいえば、障害

者保育をやっていますけれども、重度の方の保育もやりたいのですが、これがなかなか

できないところがある。 

ですから、やらなければいけないこともたくさんございますし、全部やりたいのです

けれども、なかなかそれぞれ問題があってですね、思うようにいっていないというのが

実際ですね。そのような認識です。 

原田委員長 : ありがとうございました。なかなか難しい問題ですね。 
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おそらくこれから評価しても、「この評価はだめだ。もっとやれ」という評価はあった

にしても、「やり方を変えろ」みたいな話はなかなか出てこないのかなと。そういった意

味では、ブレーキが効かなくなってしまう、ブレーキをかけること自体がもちろん良く

ないという判断はあると思いますし、私もそれは納得するところもあるのですけれど

も、やはり、一方で意識はしておかないといけないのかなという気がいたします。 

Ｃ委員 : 重要な施設だというように認識しています。それから児童相談所の関係で、またさら

に業務の負担が大きくなってくるのだろうなと、そのようにも思うのですが。押しなべ

て、専門職の方は真面目なのですよね。真面目であれば真面目であるほど、そこまで入

っていくのかというケースも、実際に私が職員時代に経験したことがありますので、そ

ういう意味では、管理監督者の役割が非常に大きいかなと。そのように思いますので、

この施設の果たす役割というのが重ければ重いほど、おそらく管理監督者の立場の方は

事務職の方がなるケースが多いのかなと、そのようにも思いますので、特にそういう場

合、引き継ぎだとか、そういったところも重々配慮していっていただければ、良い形で

発展していくのかなと、そのように思います。これは意見です。 

原田委員長 : では、本日ざっと平成 25 年度に公開事業評価を行いました５つの施設について、そ

の後のその対応状況について、ざっとご報告をいただいて質疑をいたしました。私なり

に少しまとめたいと思いますし、また、皆さんからご意見、このように思うということ

をお伝えいただければと思います。 

今回の５つがというように限定しておくべきだろうと思いますけれども、全般的に各

所管課の皆様方のリアクションは、「まあ、そう言われてもね」というようなリアクショ

ンだったかなと。例えば、我々が政策評価を実際に公開事業評価で「こうしなさい」と

言うと、「眼から鱗でした」という話ではなくて、やりたいと思っていたり、あるいはこ

れは課題だと思っていたのだけれども、課題を課題として、皆さんの前でおひろめをし

て指摘をされたというだけであって、何か新しいインフォメーションだとか何かという

のはないではないかというように受けとられていたのかなという気がします。それはそ

れで間違っていないのかなと。簡単に私が逆の立場で言うと「そんなことわかっていま

すよ。私だって考えていますから」というようなところで、おそらく終わっているとこ

ろもあるのかなと。例えば、施設を廃止するというところは言われても仕方がないとい

うようなところもあるでしょうし、それも私は分かりますが、他方で、逆にその所管課

からすると、「では実際にどうすれば良いのですか」というような、若い人たちの言葉を

借りると逆ギレというのでしょうか、所管課から「では先生方どうすれば良いのですか」

とそういうようなきっかけがあっても良かったかなと。要するに、我々は別に苦情ばか

り言って、所管課の課長さんに「うん」と言ってもらうためにやっているわけではなく

て、例えば、適切な指標設定あたりであれば、どういうアウトカムというのがあり得る

のかということを少し議論してみると。頭の体操だけでもやってみるというのは良かっ

たのかなという気が私はしております。 

今後は評価を行う際には、「そう言われてもなあ」ということで所管課の課長さんが

終わってしまわないような、きちんと我々としても歩みを共にしていくような議論がで

きれば良かったなと、自分の反省も含めて思っております。 

何か全般的に、本日の５つ程、この評価そのものが大変難しかったところも一部あり
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ますけれども、全般的な感想が何かございましたらお願いします。 

Ｂ委員 : 質問も含めての感想なのですけれども。また２点ほどありまして、１点目が、今、委

員長のお話にもありましたが、この評価結果を受けて、課の中でどのような議論があっ

たのかとか、そういったことをお伺いしてみたいと思います。もしくは全く議論はなく

て、「評価結果を担当者の皆さんに配りました」で終わったということもよくあること

だと思います。なので、どのような議論がどのようなレベルであったのかということを

教えていただきたいなと思います。それが１点目です。 

２点目は、事業の重複というのは、地方のみならず国においても、また、日本のみな

らず、諸外国においても非常に議会にとって議論したいテーマであります。しかしなが

ら、本日いただいた資料では「全然ない」というのは、それは、もう少し制度が動き出

せばあるのか、それとも、評価書が出たくらいでは、何も審議には至らないのか、よく

分からなかったです。これも行政の人に聞くのかどうかと思いますが、「本当に何もな

いの」という驚きがございまして、このような事業の重複というテーマは議会において

は議論しやすいので、もう一度確認で、本当に何もないのかなということをお伺いした

いと思います。 

原田委員長 : １点目は一言ずつ、どのような議論をなさったのか。あったのかなかったのか、共有

してこういうように変わったとか、何でもいいですからその後の変化について。 

生活産業課長 : 区民センターと生活産業プラザにつきましては、例えば区民センターで申し上げます

と、誰でもが使える施設というのは、区民センター以外には区内にはございませんので、

それをどのくらい維持していくのか、それが必要なのかということを、職員の間で話を

したりしました。 

あとは、区民といっても色々な区民がいて、在住なのか在勤なのか、在学なのか、そ

れとも来街者なのかというようなこともありますので、一つしかないパイをどうやって

誰に優先的に使ってもらうのか、優先順位をつけるべきなのかとか、そういったことも

話し合いをしております。 

あとは負担ですね。料金について、どのように負担をしていただくのが一番良いのか

と。それは使っていただく優先順位にも関わるところですけれども、そういったものも

根本的に考え直した方が良いのではないかという議論はしているところです。 

区民活動推進課

長 : 

区民集会室につきましては、その後、平成 26 年度になってから、区民集会室のあり

方検討会のようなものを部内で立ち上げまして、東西の区民事務所長、地域区民ひろば

課長、区民活動推進課長と、区民部長をトップに検討を重ねております。今年度中には

一定の報告書を作成することを予定しております。 

また、それ以外にも、色々とご意見が出ていました地域コミュニティについても、や

はりそのあり方を考えようということで、同じように同じメンバーで、地域コミュニテ

ィのあり方についても合わせて検討して、それについても一定の報告書を出す予定で

す。 

男女平等推進セ

ンター所長 : 

男女平等推進センターについては、こういったご指摘があった後、今回の大規模改修

の後の施設について、貸室の部分については、利用方法ですとか、どうするのかという

ことは、改めて検討の題材として考えているところとなっております。 

また、センターが持っている機能面につきましても、今回の配偶者暴力相談支援セン
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ター等の設置等に伴いまして、職員の方でもどういったことができるかということを検

討したというような状況がございます。 

子育て支援課長

 : 

子ども家庭支援センターでございますけれども、比較的高い評価をいただきましたの

で、現場の職員含めてですね、これまでやっていたことが正しい方向性だったというこ

とで、自信につながっているというような状況がございます。 

一方で、効率化の視点を、あまり福祉現場ですと、直接利用者から聞くようなことも

ないので、大きな刺激を受けたというところでございます。これまで、職員と非常勤職

員の置き換えもやっておりますので、例えば、非常勤職員だけで一部ができないかとか、

そういうところも検証しているというような状況でございます。 

原田委員長 : ありがとうございました。この場の議論も含めてなのですけれども、政策評価委員会

としての色々な意見というのは、私が一言でまとめるとすると、比較的良質なノイズ、

委員の方々に失礼な言い方をいたしますけれども、ノイズはノイズだと思うのですよ。

内部に入った専門知識がない、経験もない、わずかな情報の中で判断をする、しかし、

比較的良質であることも確かなので、その比較的良質なノイズを組織内としての自問自

答をどのようにしたのかが、一番大事なところでありまして、結果として変わらなくて

も良いと思うのですが、自問自答する組織になるということそのものが非常に大事なこ

となのかなと。 

ですから、例えば、この調書の中で、どう改善しましたか、どう改善していくのです

かということも大事ですけれど、組織的な自問自答のプロセスみたいなものが分かると

良いなというように本日は思いました。 

それぞれの組織で、今回の昨年度の政策評価について、何らかの形で受け止めていた

だいたと。それを組織内部で、どれくらい議論なさったのかは分かりませんけれども、

何らかの配慮をいただいているということは、非常にありがたいことかなという気がい

たします。もちろんノイズはノイズですので、分かっていないと思われるところはバサ

ッと切っていただいても良いのですけれども、比較的良質なノイズがもしあるとする

と、次のＰＤＣＡサイクルにどのように活かしていくのか、また、そういったことを受

け入れる許容性のようなものを各組織が今回経験なさったとすれば、良かったかなとい

う気が個人的にはいたします。これもまたノイズであります。「あいつはうるさい」と思

ってくださって結構なのですが、うるさいと思った翌日にどのように行動が変わったか

ということが、私たちとしては期待をするところでもあります。 

それでは、所管部局の課長の方々、お忙しい中ご説明いただき、ありがとうございま

した。 

（２）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、本日はもう１件ディスカッションをいたします。議事の２つ目です。 

今年度は、６回ほど基本計画の進捗状況の点検・評価を行ってまいりました。特に今

回は、できればでありますが、最終的な全体的な総括のようなことができれば良いなと

思っております。 

今回の議論を今年度のまとめにいたしまして、来年度に繋げる形で整理ができればと

いうことでございます。 

事務局の方で、これまでの５、６回の我々のディスカッションを項目ごとにまとめて
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いただいたものがございますので、こういった資料をご説明いただいた後に、意見交換

をしたいと存じます。では事務局からお願いします。 

事務局 ： 資料８-２-１、８-２-２が、今年度取り組んでいただきました基本計画の進捗の点検・

評価といったことにつきまして、これまでの内容を取りまとめた資料でございます。 

まず資料８-２-１の表紙にあたる部分をご覧いただければと思いますけれども、こち

らの方で成果指標等の概要とその評価の内容についてコンパクトにまとめております。 

まず、おさらいのような形になりますけれども、成果指標等で、現在の基本計画は政

策の数でいうと 26 の政策を掲げておりまして、それにぶら下がっている施策は 72、そ

れらを評価する指標といたしまして、成果指標が 67でございます。その 67の指標全て

につきまして、過去これまでの６回で政策の分野ごとに、資料を用いて関係課のヒアリ

ングをしていただいたという形で取り組んでまいりました。 

（１）の下の方をご覧いただきますと、成果指標につきましてということで申し上げ

れば、丸印の下から２番目に目標を矢印で示している成果指標というものも 20 ほどあ

りまして、67の指標のうち３割方がそのような形になっております。これは、後ほど皆

さんにお話し申し上げますが、ご指摘いただいた部分でもございます。 

それから、区民調査の結果それから統計等を成果指標として使っているものがまた 20

ございまして、これも３割方ということですけれども、協働のまちづくりに関する調査

ということで、区が定点観測のような形で３年に１回行っている調査もございます。こ

ちらの方は、そこそこデータが取れるのかなということでございますが、国が行ってい

る基幹統計を使っているものですと、５年に１回といったようなことであったりして、

そもそも指標の基になるデータがないといったようなものも散見されたということで

ございます。指標等につきましてはそのような形でございます。 

実際に評価していただいたことは（２）にまとめておりますけれども、成果指標とい

ったものに着眼いたしまして、政策の目標であるとか、実績、それから、その指標に関

する説明などを簡単な資料にまとめまして、各課からご説明をさせていだきまして、皆

さんにヒアリングをしていただきました。その際、皆さんと所管でやりとりがあった部

分につきましては、こちらの資料の４ページから 29 ページまでの間に簡単にとりまと

めさせていただいております。この１個１個につきましては、大変恐縮でございますけ

れども、後ほどご覧いただければと思います。 

また表紙の１ページに戻っていただきまして、成果指標の評価について、「評価区分」

というところがございますが、Ａの「順調に推移している」というように所管課が評価

したものは 37ございまして、それが全体で 55％と。それからＢということで、「遅れ気

味だけれども５年間の中で達成できそうである」というのが 18 ございました。このＡ

とＢをあわせますと 67のうちの 55は、とりあえず今のところ達成していけそうである

という状況にあるということをご確認いただけたらと思います。全体の割合で申し上げ

ますと 82％ということでございます。 

この評価の区分につきましては、資料８-２-２で、どのような成果指標についてどの

ような所管課の評価があったのかということを一覧表にしてまとめております。２ペー

ジにわたっておりますけれども、成果指標というところで１番から 67 番目の評価がで

きたものを全てＡ、Ｂ、Ｃといった評価がございます。それから「―」になっているの
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は、そもそも基となるデータがないといったこと等もございまして、評価ができなかっ

たというものでして、それが６つございます。こういった状況で、全体的には把握をし

ていただいたということでございます。政策全体について、部長の方からそれぞれ評価

をして、それを皆さんの前で発表するという方式でこの間進行してまいりました。 

今年度、皆さんにお願いしたのが、基本計画の進行管理ということでございまして、

67の指標につきましてヒアリングをしていただいた中身ということで申し上げますと、

今申し上げたとおり、所管課の評価としては 55 の指標が一応概ね順調に進んでいると

いった評価であるということであります。ただ、やりとりをしている中では、相当、指

標であるとか、あるいは指標の立て方といったことにつきましては、議論になったかと

思っております。その辺りを簡単にまとめたのが２、３ページでございます。 

２ページをご覧いただきますと、政策と指標の関係がなかなか明確にピタッと符合し

ていないものがあるのではないかというご指摘もいただいております。 

それから、評価基準ということで、Ａ、Ｂ、Ｃという自己評価を各所管がしているわ

けでございますけれども、その甘さ、辛さにばらつきがあると申しますか、「どのような

状況であればＡなのですか、Ｂなのですか」といった辺りが、結構ばらついているので

はないかといったようなこともいただいております。 

それから、目標値、どうしてこのような目標を設定していたのかといったようなこと

につきましても、正直申し上げまして、10年前の計画を継承しているわけでございます

ので、その時とは状況も変わっておりますし、人間も変わっております。そういった人

事異動等も含めまして、人の入れ替わり、それから時代の変化といったこと等も含めて、

そもそもこれがなぜ評価の目標値になったのかということが、今の担当者がよく分かっ

ていないというケースもあったりして、その辺りも議論になった部分でございます。 

それから、指標の構成要素といったようなことでございますけれども、十把一絡げで

利用者であるとか利用率であるとかいったような指標もあるわけでございますが、それ

は、例えば年代別で分けてみた方が、より実態評価をしやすいのではないかと。特にそ

れは介護とかの場合で顕著なのかもしれませんけれども、若い世代の方と高齢の方と、

介護の必要性なども明らかに違うわけでございますので、そのような細分化をしていく

こと等も場合によっては必要なのではないかといったご指摘もあったところです。 

それから、指標と事業との因果関係が、はっきりとしないものも中にはあるというご

指摘もあったと思います。例えば、豊島区は毎年人口が増えております。それから子ど

もの数等も増えております。高齢者の数も増えているわけでございまして、各施設の利

用者数の増といったようなことを指標として設定してしまうと、子どもも高齢者も増え

ているのだから利用者が増えて当たり前ではないかという要素があるわけでございま

して、行政がこのような事業をしたから利用者が増えたといった因果関係がきちんと説

明できることも必要なのではないかと、これはなかなか難しいなと私も聞きながら思い

ましたけれども、そういった厳しいご指摘もあったかと思っております。 

それから、ともすれば、そのアウトプットということでありますけれども、今の利用

者数ということもそうかもしれませんが、利用したことによって、例えばどれだけ福祉

が向上したのか、あるいはどれだけ優良なコミュニティか形成されたのかといったアウ

トカムを把握する指標の立て方は、やはり必要なのではないかといったことも、ここも
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なかなか難しいケースもあるのかなと思いますが、ご指摘をいただいております。 

それから、10年経つと指標の意味がなくなっているものもあるというご指摘がありま

して、指標については将来を見据える必要があるのではないのかといったこともあった

かと思います。 

それから、変数ということでありますけれども、外部要因みたいなものが絡んでいる、

そちらの方がむしろ大きいのではないかというものもある。例えば、学力の向上といっ

たところでこういったご指摘があったかと思いますけれども、例えば区内に、それなり

の財力を持った方々が来て、そのような方々が学習塾に子どもさんを通わせると。そう

いった要素が牽引して、学力の平均値が上がっていると考えられるのではないかと。そ

ういった要素をどれだけ除外して評価をしているのかということも話題になったかな

と思います。これもまた、なかなか難しいご指摘だと思います。 

３ページの方に進んでいただきますと、成果指標につきましては、場合によっては、

見直しが必要になってくるのではないかといったご指摘もいただいております。例え

ば、数値で把握することができない指標を設定しても、評価のしようがないのではない

かということです。あるいは、これまで申し上げたこととも被るかもしれませんけれど

も、区がこういう行動をしたからこれだけの結果が出たのであるといったものは見えて

こないと、それが行政の評価になかなかつながっていかないだろうといったようなこと

もございます。また、別の視点で、途中で指標とか目標値を見直すということも考えな

いといけないのではないかというご指摘もいただいております。また、アンケートに関

してですが、先ほども少し申し上げましたが、３年に１回行っている区民意識調査を指

標にしているものもあるわけでございますけれども、長年アンケートを続けていく中

で、10年前には存在したアンケートの質問項目が途中でなくなっている、あるいは他の

項目と統合されているといったようなケースがございまして、それを以ってして変化を

把握するのは無理があるというご指摘をいただいております。もともと１つであった設

問を複数に分けたケースもございまして、その両方を平均して評価をするといった試み

をしているケースもございまして、それは統計的に見ると全く以て信頼できるものでは

ないというご指摘もいただいております。従いまして、アンケートを使う場合にも、ア

ンケートの質問項目が変わってしまったりということもありまして、そういった点も注

意をする点なのかなと思っているところでございます。 

先ほどのお話とも重複しますけれども、高齢者や子どもが増えている、あるいはそれ

に伴って予算が増えているといったことであれば、それは、ごく単純に見れば右肩上が

りで実績が上がるということになるわけでございますので、それは単に前年比で見ると

か、その成果ということでアウトカムに着目してみたりということで、評価については

注意が必要であると。あるいはパーセンテージについてインジケーターとして使ってい

るケースもあるわけですけれども、それは分母と分子という実数を示した方が、より中

身が分かりやすいのではないかといったようなご指摘もいただいております。 

先ほども少し申し上げましたが、矢印で上向きあるいは維持ということで水平にとい

う目標の設定も中にはございますけれども、これは可能な限り数値化をするべきである

と。そうでないと、評価はしにくいであろうといったご指摘を様々いただいたかと思い

ます。 
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それから、補完的な指標ということでございますけれども、特に５年に一度の全国的

な調査等を指標に据えた場合のことでご指摘をいただいておりますけれども、全く指標

が把握できないという状況であれば、そもそも進行管理ができないということでござい

まして、そこにつきましては、毎年区で把握している補助的な指標を組み合わせること

も必要であろうと。あるいは、正式な５年に１回の調査とは違うのだけれども、補完的

に区で類似の調査をやっている、そういうものを補完的に使う形で、本当にカチカチと

決まったような数字でなくていい、傾向を把握するということでもいいので、その補完

する指標をしっかり立てて進行管理ができるような工夫が必要であるというご指摘も

いただいております。 

それから、評価をした際にＡ評価という事業は、何も振り返りをしなく良いのか、反

省しなくて良いのかというと、そうではないのではないかということで、設定をした指

標ではＡとなっていても、事業の見直しができていくような、指標の立て方ということ

なのか、あるいは、評価そのもののあり方なのかということかと思いますが、そういう

仕組みも必要になってくるのではないのか、といったようなことが、この４ページから

29ページまで、様々なやりとりを振り返らせていただいて、事務局の方で要点としてピ

ックアップさせていただいたものでございます。 

事務局の考えといたしまして、現時点でそういった皆様のこの間のやりとり、２ペー

ジから 29ページまで等を含めまして、今後に向けて 30ページに何点かとりまとめをし

ております。 

まず１つ目でございますけれども、「評価基準の設定」ということで、これは、何を以

ってＡと評価するか、どうなったらＢなのかということを、予め決めておくというよう

にする必要があるだろうということです。 

ここは、「今後の方向性」とタイトルがなっているところでお察しいただいていると

思いますが、来年度実施をいたします基本計画の策定にあたって注意すべき視点という

形で、基本構想審議会あるいは庁内の検討組織であります基本計画策定委員会というの

がございます。そういった場に報告をして、今後の作業に役立てていく資料としていき

たいと思っております。 

それから、基本計画は 10年間というスパンを考える必要があろうかと思います。先々

時間が経つ、それから担当者が変わるということがあっても、なぜこの目標を設定した

のか、どうしてこのインジケーターを使っているのかということが分かるように、それ

を明確にしておく必要があるだろうということでございます。 

３点目でございますけれども、できるだけアウトカム指標という成果を以って評価を

するといったような形で設定をしていくべきであろうということであります。 

それから４番目でございますけれども、毎年把握できるように、そういう指標を使っ

ていく必要があるだろうと。 

５番目でございますけれども、外部的な要素の方が強いのではないかというものは、

そこから区の取り組みがこのように反映したのだというものを取り出していけるよう

な、そういうことを検討・追求していく必要があるということでございます。 

それから、「計画期間中における指標の再設定」という記載をしておりますけれども、

現在の計画は 10 年前に立てた指標を基本的には変えずにいきましょうというスタイル
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で進めてまいりましたけれども、皆様に今年やりとりしていただいて、無理があると思

っております。それを所管が勝手に自分の都合で変えるということではなく、何らかの

仕組み、システムを設けて、この中で合理性を持った、指標の再設定とができるような

仕組みを考えていく必要があるのかなと思っております。 

その他、細かいところがございますけれども、矢印はやめましょうといったこととか、

指標、事業との因果関係を明確にしていくような必要があるといったような形で、一応

とりまとめをさせていただきました。 

本日お示しをしました資料８-２-１、８-２-２は、今年皆様に進めていただきました

基本計画の進行管理につきましての概要をお示しする資料になっているかなと思って

おります。事務局としてはそのつもりでつくったということでございまして、本日これ

に基づいて、また皆様の方で今年度を振り返って、それから来年度に向けてということ

で少しディスカッションいただければと思っております。最終的には、本日いただいた

ご議論なども盛りこんだ上で、今年の審議、会議等をしてきました経過、それから皆様

のメンバー表なども付け加えまして、最終的にまとめの資料をとりまとめていきたいと

思っております。 

今後でございますけれども、今年度は基本的には本日が最終回と思っております。来

年度については、具体的な会議の日程等はこれから改めて皆様と調整をさせていただき

ますが、基本的には来年度に基本構想審議会という場で基本計画の策定作業を行ってい

ただきます。その際に、庁内の策定委員会でもそうですけれども、今年このような形で

進行管理をした結果、例えば、指標等について気をつけておかなければならないだろう

点がありますとご報告をさせていただいて、次の基本計画で、今年、進行管理の中で噛

み合わない部分があったと思いますけれども、同じ轍を踏むことがないように、仕組み

づくりは来年度に考えていく必要があるのかなと思っております。 

基本的に基本計画をつくり、その進行を管理するための指標は基本構想審議会で審議

していただく役割でございますので、この政策評価委員会の方では、もっぱらそれをど

うすればきちんとした進行管理がしていけるのかという仕組みづくりなどについてご

審議をいただくことになっていくと思っているところでございます。 

私から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。最終的な事務局が想定しているゴールというのは、今年度

最後のこの会議において、来年度以降、基本構想審議会、こちらも私が会長をお引き受

けしているのですが、その審議会において今後 10 年間の計画がつくられる。その際に

適切な妥当な成果指標を設定するにあたって、何らかのサジェスチョンなり方向付けが

あれば良いなということなのでしょう。 

そのような意味では、最終的にはこの４番の「成果指標の設定に向けた今後の方向性」

というものが、ある意味、所管課がこれから計画をつくり、その計画に見合った成果指

標を設定するにあたってのチェックリストみたいなものを企画課で用意して、チェック

リストで書かせて、「どうしてこのチェックリストどおりにできていないのか」という

ことを炙りだすような、そうしたイメージなのかなという気がしております。それはそ

れで私は良いと思うのですけれども。 

成果指標の話からいたしますが、先ほど事務局から、２、３ページで成果指標の設定
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について、色々な議論をまとめていただいたのですが、私も国や自治体の政策評価を 15、

16 年ずっとお手伝いしているのですけれども、15、16 年前と言っていることはそれほ

ど変わらないなという感じですが、よく指摘される事柄です。ですから、もしかすると

全然解決できないものが含まれている可能性があるなという気がしています。もう諦め

るしかないというところで、そのような意味では、成果指標については 100点を全然狙

わなくても良いのかなと思っています。 

仮にですが、成果指標が設定できたらそれで良いのかというと、決してそうではない

ような気がしていて、このチェックリストは成果指標の設定については各所管課にお示

しして意味があるのだろうけれども、きちんとした成果指標が設定できれば、ＰＤＣＡ

をまわしてくれるかというと、それはまた別問題です。ですから、やはりこの成果指標

と合わせたＰＤＣＡをどうやってまわしていくのかということの設計が要るかなとい

う気がいたします。もちろんＰＤＣＡサイクルをまわしていくためには、適切な成果指

標があった方がベターだと思いますけれども、ではベターな指標があればまわるのかと

いうとそうでもないという気が個人的にはいたします。そのような意味では、評価させ

るような仕組みというものを、成果指標を設定させながらも合わせて考えていくことが

非常に大事なことかなという気がします。 

学生にも同じことを私はよく言うのですが、所管課が毎年度定期的に振り返りをさせ

ると。「俺はこの事業をよく分かっている」「俺はこの政策を分かっている」ということ

ではなくて、やはりきちんとした、できれば定量的、定性的でも結構ですけれども、振

り返り、評価というものをやっていくというような仕掛けや文化のようなものを醸成し

ていくことがもっと大きな問題かなという気がいたしました。 

Ｂ委員、恐縮ですが、公共政策のご専門として、また、国の政策評価を横でご覧にな

ったご経験から、ざっと２、３ページ、私たちが色々な意見を出したのですけれども、

全般的なコメントについてのコメントはございますか。 

Ｂ委員 : 30ページの「成果指標の設定に向けた今後の方向性」は今後使われる内容かと思いま

すので、この件について２点ほどございます。 

今の委員長のお話を踏まえますと、あまり基準をかっちり決めてしまうと、会や部の

中の審議の余地を減らす可能性があるのかなと、今お話を聞きながら感じておりまし

て、具体的には、評価基準の設定のところで、評価の基準を予め設定するというのは方

向性としては正しいのですけれども、どこかで見直しの期間をつくるとか、そのように

されるほうが現実的かなというように思います。評価の基準をかっちり、厳格に決めて

それに従わなくてはならないというようになりますと、部の中でも審議等がそれに引き

ずられると、もったいないなというように思いますので、どこかで見直しの期間という

か、猶予期間があると良いのかなと思います。もしくは、基準を決める前に、過去 10年

の経験から、これが妥当であるというのであれば、それはそれで良いかと思うのですけ

れども、実際の担当課の作業具合で決めると良いかなと思います。 

２点目が、指標に影響を与える変数、外部要因の把握、これは容易ではないですね。

外部要因ですから、コントロールができないから難しいわけですけれども、「可能な限

り除外する」というのも、これを入れるとかなり強くなってしまうので、そうではなく

て、「外部要因について特定する」と。特定はした方が良いと思いますね。項目として特
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定すると。と同時に「除外する」と似ているのだけれども、外部要因を特定した後、同

じような外部要因を持ちながら、同種の事業をしている他の区と、平均値をとっても良

いですが、比較をしてこの指標はどうなのかというようなところまであると、その指標

が意味のある指標になると思います。「可能な限り除外する」とは言っているのだけれ

ども、外部要因を特定すると。そして同じような外部要因を抱えている自治体と同種の

事業について比較をすると。そのような指標があると良いのではないかと思います。 

原田委員長 : ありがとうございました。１点目は、おっしゃることはよく分かります。私自身は、

６回のヒアリングの際に、この点をしつこく聞いたのですけれども、それは基準を設定

しなさいということを私が言っているというよりは、印象論で評価するのではなくて、

きちんとＰＤＣＡをまわしていって評価としてどうするのですかということを予め所

管課としてシステムとして持っていますか、仕組みとして持っていますかということを

意識付けしたいというただ１点です。そのような意味で比較的ぎりぎりと、「あなたは

Ａとつけているけれども、何を以ってＡというのか」「印象ではよくできたとか頑張っ

たとかではなくて、どうだったらＢだったのかというつもりだったのか」と。要するに、

今年度また評価するのだからこれだけ頑張ろうというような形で仕事をしていったの

かというところに、職員の意識がいけば良いなと思ったところです。おそらくそれはご

理解いただいていると思います。 

２つ目のところは、「可能な限り」ですけれども、やはり外部要因を特定したら終わり

かというと、特定したら結局、特定して終わりだと評価が全然できない、分かりません

ということになってしまうので、もし比べるとすればということで、それはやはり意味

はあることなのかなという気がします。特に東京都が出している色々なデータとかあり

ますよね。ああいったもので比べられるようなものがあれば、という気がいたします。 

Ｄ委員： 30ページなのですが、それぞれ書かれているのが所管課内の話であって、所管課同士

の連携等をしているという話が先ほどありましたけれども、実際に何をどれくらい具体

的にやって、何がどれだけ減った、あるいは何がどれだけ増えたという話はかなり出に

くかったなという印象があります。 

項目によって難しいところもあるのだと思いますが、所管課ごとにきちっとやるのと

ともに周りとつなぎつけるような、何か縦断するような発想もあった方が面白いのかな

という気はしています。 

原田委員長 : これも政策評価の初期の頃からの大問題で、組織を別個にした政策評価というものが

あるとすると、所管課がどう言っているかではなくて、政策、施策をつかまえて評価す

べきであると。ところがいつの間にか組織単位の評価になってしまっているのではない

かという問題だと思うのですね。 

ここはもうなかなか大きな問題だろうと思いますし、組織を超えた評価となると、「私

は答えられません」とだいたい言ってしまうと。そうすると、誰が責任を持つのだとい

う議論に常になってしまうところで、難しいところでありますけれども、共通の施策を

担っているのだという意識づけは非常に大事なことかなという気はいたします。 

Ｄ委員： 本当は目的ごとに評価するのが一番良いと思うのですけれども、ただ難しいかなとは

思うのですが。 

原田委員長 : おっしゃるとおりで、非常に難しいのですけども、そのような施策というのは、なん
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と言いますか、組織は横断的に存在するのであると。もし、組織に１個１個対応する形

で施策があると、それは施策ではないという気が個人的にはいたします。おっしゃると

おりだろうと思います。意識づけはさせる必要があるかなという気がします。ただ担当

を決めないと誰も「私は知りません」ということになってしまうので、なかなかその辺

りが難しいところです。他にいかがでしょう。 

Ａ委員 関連して、今の問題なのですが、主管のところが書いてありますが、関連する課も列

記させたり、あるいは、敢えて関連の部局と協調したことがあれば、報告してもらうよ

うな、そのような仕方が一つだと思います。 

それから、これも委員長やＢ委員がおっしゃっていたのですが、良質だか良質でない

か分かりませんが、ノイズの消化の仕方ですね。学生にも成績異議申し立ての期間があ

るのですから、ああいったようなもので、何かキャッチボールができるような仕組み 

が、難しいでしょうが、あれば良いかなというように思いました。 

原田委員長 : 私は比較的良質と申し上げたので、比較的良質だと思うのですけれども、やはりノイ

ズがどうやって受け止められたかということが非常に大事だと思うのです。結果的に行

動が変わらなくても良いのですが、そこが見えないと、何もやっていないのかと、また

ノイズがノイズを呼んでしまうこともあり、なかなか非常に難しいところですが。やは

り、それは無理ですよというところも、もっとあって良いかなという気が個人的にはし

ます。十分考えましたという意味で出せれれば、それはそれで仕方がないのではないの

という気がします。 

Ｅ委員 : 関連するのですが、委員長のおっしゃった意識付けみたいなところで、民間企業では、

もちろん自分の事業の成果と評価というのは、まず第一にやりますけれども、それだけ

ではなくて、Ｄ委員の話にも関連するのですけれども、他の事業の役に立ったか、ある

いは他の事業の役に直接は立たないとしても、何かの上の政策のレベルでのポイントみ

たいな形になったかというものが、成果の数字以外にも評価されるということがあるの

で、それをするためには、「自分は２年では足りないから、３、４年この事業に携わらせ

てくれ」というようなところまで、成果と自分の仕事の期間というものを一緒に考えて

するケースがあると思うのです。そのような職員の方が「もっと評価をしっかりやりま

しょう」ではなくて、それを「もっと自分のものとしてやりましょう」というインセン

ティブを高めていただくようなやり方、それから評価の仕方というのがもしかしたらも

う少しあるのではないかというように思いました。 

原田委員長 : お話を伺いながら思い出しましたけれども、私はずっと総務省の人事評価のお手伝い

も、地方公務員部のお手伝いもしていて、やはり年度当初の目標みたいなものを組織の

構成員が書くようなことがあって、それがこうした総合計画の目標みたいなものと、今

いる自分の立ち位置みたいなものがどのような関係なのかということをきちんと書か

せて、やはり自分の目標と組織目標、政策が目指すところみたいなところをうまく結び

つけられると良いなという気がいたします。これはこれでまたどうやってまわしていく

のかということがあるわけですけれども。 

Ｃ委員 : 施策レベルの評価をやり、政策評価という形で政策評価をやりました。この課題ある

いは実際に達成できているよという成果そのものは、そこにぶら下がっている事務事業

の影響があって当然そうなっているわけです。 
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そのような意味では、先ほど委員長からＰＤＣＡという話がありましたけれども、政

策評価を検討する際に必要だったそれぞれの仕事の振り返りの情報が、予算要求という

形に活かされていかないと、実はＰＤＣＡは実際の中でまわっていかないですね。その

ような意味では、そのあたりの仕組みというものもこれから考えていく必要があるでし

ょうし、それから、人事評価ということでいうと、先ほどの基本構想、基本計画、当然

その政策体系から出てくる課題というのは、所管課長なり所管係長なりの課題というこ

とになっているわけで、全く違うところから出てくること自体がナンセンスなので、そ

の点に気をつけていけば、何らか連動して辻褄が合う仕組みが考えられていくのかなと

思っています。 

Ｂ委員 : Ｃ委員のお話に続いて、意思決定と評価結果の利用については、国でも、またアメリ

カにおいてもやはり問題になっています。事務局にお伺いしたいなと思ったのですが、

日本においての国のレベルであれば、評価室がやっている結果のとりまとめが政策課で

あるとか、つまり次の戦略に繋げるための課との連携で使われているとは言い難いよう

な段階に今ありまして、これが非常に問題だというような段階にあります。アメリカに

おいても制度改編が近年ありまして、評価をいかに幹部クラスの人間が責任を持って利

用するかというところに焦点を当てて制度改正をしています。この点においては、豊島

区においては、幹部クラスなり戦略部門、企画部門ですか、どのように評価結果を使っ

ていくことになっているのかという点を改めてお伺いしたいと思います。 

原田委員長 : これは企画課がどのような仕事をしているのかということですね。 

事務局 : 評価ということでいうと、事務事業評価というものを毎年実施しております。概ね予

算事業ごとにしており狙った成果を、初期の目標を達成しているかどうかを全事業につ

いて評価しなさいということになっております。一次評価を所管課がする、それに基づ

いて二次評価を行政経営課を中心に、政策経営部の方で行っています。 

予算の連動で申し上げると、一次評価と二次評価に乖離があるものについては、ヒアリ

ング等をして、乖離が埋まらず最終的な評価が低くなったものに関しては、次の予算を 

編成の時に縮小してくれという提案を政策経営部の方からする。また、非常に評価が高

いと、区全体としてもこの政策は拡大していくべきだというものに関しては、予算を配

分しやすい仕組みにしていくというような循環を生んでいこうとしておりますけれど

も、なかなかそうきれいには進まないです。 

それともう一つ、予算を組み立てるときに新規・拡充予算というものがあります。新

しいことを始めたいという時に、豊島区は、それを野放図に許すと雪だるま式に予算が

増えていきますので、新拡で増やした分は、４年間かけて、それまでの他に配分してい

る予算をその分、相当分を減らさせてもらいます。ビルド・アンド・スクラップといっ

ていますけれども、総額として増えない、なるべく増やさないという仕組みを入れるよ

うにしております。 

Ｂ委員 : 予算等とどうしても直結させたくなるのですけれども、アメリカの例だと、まさにこ

の評価委員会に情報を出していただいているようなことを担当官というか責任者の中

でやっているわけですね。こういう指標があってデータはこうなっているということで 

、審議をするということに重きが置かれているので、そういった点もあると良いなと思

います。なかなか予算とか人員の変動とかには結びつかないと思いますけれども、審議
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の場で、幹部が集まるところで、具体的に指標とデータが審議に使われているのかとい

うことが重要だということが、その諸外国の経験から言えることかなと思います。 

原田委員長 : どちらかというと、今の日本の中央省庁の政策評価もそうですけれど、個別の政策の

レベルのＰＤＣＡであって、予算への活用というのは、施策体系そのものは変えないわ

けですけれども、おそらくＢ委員がおっしゃっている最近の議論というのは、どちらか

というと、実際にプランを立てるような幹部の方々にきちんとその段階で情報を入れ

て、そのような計画体系なり戦略体系なりを直接見直していくというようなところのも

う一つのメカニズムなのかなという気がします。 

Ｂ委員 : 評価研究上では、予算とか配置に直結するのは非常に難しいというのが通説なので、

日本ではそれはできるという方向で進めようと思うので、そうしたらむしろ審議でどれ

だけ指標とデータが使われているのかが重要かなと思っています。 

原田委員長 : そのような意味では、区長であるとか副区長であるとか、部長さんたちに対するアラ

ームみたいなものでしょう。アラームみたいなものとして評価結果を使いなさいとい

う、その使い方のベクトルの一つということですよね。 

Ｂ委員 : そのとおりです。 

原田委員長 : Ｃ委員の２つ目のコメントで、この区はずっとそれを悩んでいるところがありまし

て。私もこの区で政策評価を断続的にしているのですけれども、事業評価はしっかり組

織的にやっていると。しかし、施策のこういう評価は、計画の進捗管理という形でして

いて、本来、施策を構成している事業というようなワンペアで評価されていないのです

よ。ですから、計画は計画、おそらく事業は事業でしていて、「この両者は何のためにや

っているの」と。政策はおそらく進捗管理だと、事業はいらないものを炙り出すみたい

な形で、少しそのような意味では、一つの評価する単位として構成されていないのでは

ないかと。でもその場合には、先ほどのＢ委員の話ではないですけれど、予算に何らか

の形で繋げていくという意味で、事業にぶら下がっていって、深堀りをして評価をして

いきたいという意図が、本来はそういう一つの構成として考える場合にはあるのですけ

れども。その点はどうですか。事業評価と施策評価という、これは豊島区において非常

に大きな問題だと私は前から思っているのですが。 

行政経営課 : 行政経営課から申し上げます。事務事業という括りそのものは役所の都合で、本来は

あくまでも、例えば施策だと、施策単位で評価するための細分化された、その下にぶら

下がっているものだと思うのですけれども、その事務事業単位で、逆に私ども評価する

わけでございますので、個別の事務事業の中で見た場合には、これは所管課としてもき

ちんとやれているだろうし、きちんと効果も上げられていると。ただ、それが実際にど

の施策にぶら下がっているか、その施策に対してどう寄与しているのかというところ

が、あまり強く意識されていないがために、個別の事務事業でいうとＹＥＳなのだけれ

ども、実際にそれを施策レベルで考えると、果たしてこれは意味のあるものなのであろ

うかというところが検証されていないところが一つ問題かと思っております。その辺り

については今後、色々と考えていく必要があるだろうと考えております。 

原田委員長 : 私が言いたいのはまさにそのとおりです。 

Ｃ委員 : 前にもお話したのですが、私は意図的に小さい自治体に関わっていて、小さい自治体

だからこそ全体の規模が小さくて職員数も少ないから見えやすくて、仕組みを変えよう
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と思うと結構簡単にできてしまうというところがあるので、この後にお話する内容は少

し割り引いて考えていただければと思います。 

実は、鹿児島県のある町で、総合計画の改定時期にあたっているので、アドバイスを

求められた時に、そもそも歳出予算科目の款・項・目というのは、使途の目的別の分類

なのだから、そこを意識して計画の体系をまずつくることを考えましょうと言ったので

すね。人数が少ないですから、一人がいくつも仕事をもっているような状況なので、事

務事業単位で振り返るというのも、それはそれで大変なので、毎年、毎年、予算をつく

るのだから、款・項・目の「目」を、計画でいえば施策、ぶら下がっている細目を事務

事業と設定して、「目」の振り返り、細目の振り返り、これを予算に結びつけていこう

と、このようなアドバイスをしながら進めているところがあるのです。 

極めてシンプルな形ですけれども、なぜそうしなければいけないかというと、実は財

政状況が、例えば一般財源で 300億円ベースくらいのところが、合併特例が終わって 50

億円削減されてしまうとか、これはもう目に見えているのですね。ところが基礎自治体

の場合、実は新たな政策として打ったものが、先ほどお話になったビルド・アンド・ス

クラップをやってこない結果、ほとんどが経常事業になっていってしまうと。こういう

ことがあるので、ではどれを見直すのだといったときに、とりあえず「目」のレベルの

金額を超えないとすれば、どのような予算要求があり得るのかというプランを出させ

る。それを最終的に経営層、幹部クラスで判断をしていく。要するに、全体のアンサン

ブルをとっていくと。こういうやり方をつくっていこうとして、今取り組んでいるので

すけれども、そのようなものができてくれば、参考にしていただけるのかなと思います。 

原田委員長 : 一つの考え方だろうと思いますけれども、何らかのそういう考え方が要ること自体は

確かですよね。今、行政経営課と企画課で事実上分かれてやっているわけですが、この

場では一応情報は共有しているので、そうした両者の乖離みたいなものが起きないよう

なことはやはり工夫としてあるかなという気がします。 

Ｃ委員 : もう一つだけ。敢えて私が関わっているところと豊島区の違いを少し失礼な言い方で

表現すると、なんだかんだいって豊島区はまだ財政的に余裕があるという状況なのかな

というように思うのです。本来余裕はないはずですよ、企画サイドからみると。あるい

は将来的な施設の更新などに要するであろう費用を中期的にみていくと、余裕などない

よねと。だけれども、危機感が庁内全体には浸透していない。それなりに自分のところ

の予算をみると、例えば５％削れと言われてもなんとか対応できるような状況にある。

おそらく、そのような状況にある自治体か、全く来年の予算はどうなるのだろうかと心

配しなければいけない財政状況の自治体なのか、この違いはやはり大きいかなというよ

うに思います。 

原田委員長 : 豊島区は豊島区でこれだけ苦しんできたという言い分があるのでしょうけれども、お

そらくＣ委員がみていらっしゃるところは、そういう問題ではない自治体をみていらっ

しゃるので、おそらく比べものにならないと私もそう思いますけれども。 

Ｅ委員 : 予算の話からはずれるのですけれども、先ほどの事務局からの資料説明の中で、成果

における外部要因の影響の話があったのですが、人事評価の面と絡めると、民間でも結

果で判断してしまうので、外部要因がどうあれ、出たものが自分の成果、あるいはその

課の結果ということになりますので、結果で良くなったのであれば良くなりましたとい
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うことで言ってしまってよろしいのではないかと私は思っています。 

なぜかというと、行政の場合は特に、悪くなったら行政が何もしなかったからだと言

われてしまうケースが多いので、そのようなことを言われる前に、先に良い時は良いと

言ってしまった方が良いのではないかと思います。 

もう一つ、これから新しい基本計画とか成果指標を考えられる時に、民間の感覚であ

ると「こういう状態になったらこの政策は続けなくてＯＫです」というものと、ほとん

どそうなのでしょうけれど、行政だから、永遠に数値を高めながらやっていかなくては

ならないものというのがあると思うのです。中間もあると思うのですけれども。ただ、

これから成果指標の数値で 100が出れば、これはそれでもう達成したと、ここで予算も

何も打ち止めというのがあっても良いのではないかもしれないし、そういう政策の軽重

の中で、「これは 10年後には 100にしますから、その中での今年の成果指標」というよ

うに考えて、目標とビジョンをきちっと何年後とおいてするというものあっても良いの

ではないかというように思いました。 

原田委員長 : 多くの意見がいただきました。現時点での事務局整理というペーパーはございますけ

れども、今のようなところを少し加味していただいて、どう使うか、この「成果指標の

設定に向けた方向性」を企画課として各主管課に今後成果指標を設定していく、特に総

合計画に関連してですけれども、その時にもう少し本日の議論を少し踏まえた形で、チ

ェックリスト方式みたいな形でできれば良いなというように思います。 

それと、もう一つは、私が最初に申し上げた、この成果指標をどうやって使っていく

かというＰＤＣＡ全体は大きな課題なのかなという気がします。 

Ｅ委員がおっしゃったところと関連して申し上げると、政策を進めるうえでのプライ

オリティに対して何らかの首長さんの意向なり、全体的な部長さんたちの意向をきちん

と今回の総合計画の中でつくっていくというのは非常に大事なことかなという気がし

ています。 

事務局、いかかでしょうか。 

事務局 ： ありがとうございます。本日いただいたご意見で、この今後の方向性の中に盛り込ん

でいきやすいものがございまして、「ＰＤＣＡサイクルをどうしますかということが課

題」ということで、それではまとめになっていないと言われてしまうかもしれませんが、

そういう課題もしっかりと浮き彫りになりましたということでまとめてまいることが

できればなと思います。 

先ほども申し上げたとおり、本日いただいたご意見を盛り込みつつ、あとその他、こ

れまでの経過であるとかといったことも含めてまとめをさせていただきまして、また皆

様に内容確認もお願いした上で、来年度に使える資料として活かしてまいりたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 

（３）その他 

原田委員長 : では、事務局から事務連絡等お願いいたします。 

事務局 ： 今年度の冒頭の方でご説明申し上げたと思いますけれども、皆様の任期は１年ずつと

いうことになっております。ただ来年度、基本計画の策定の作業もございまして、ＰＤ

ＣＡサイクルをどうするのか、あるいは職員が政策全般を見渡すような文化をどうつく

っていくのかといったご議論も本日ございましたので、来年度引き続き、指標等を設定
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するとして、それをどう活かしていくのかといったことにつきましてご議論いただきた

いと思っておりまして、来年度もみな様に政策評価委員会の方をお願いしたいと思って

おります。 

日程等につきましては、また改めて調整をさせていただくことになろうかと思ってお

ります。 

今年度は、今回が最後かと思っております。改めまして皆さまに御礼を申し上げたい

と思います。どうもありがとうございました。 

原田委員長 : それでは第８回の豊島区政策評価委員会をこれにて閉会といたしたいと思います。 

会議の結果 

（１） 平成 25 年度評価対象施設の対応状況について所管課から報告し、質疑応答を

行った。 

（2）基本計画の進捗状況に係る点検・評価についてまとめたものを報告し、質疑応答

を行った。今後の方向性については、委員意見を踏まえ、追加・修正することとな

った。 

（3）平成 27 年度についても、成果指標等の検討のために政策評価委員会を開催す

ることとなった。 

された資料等 

【配付資料】 

資料８－１－１ 平成 25年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

資料８－２－１ 基本計画進捗状況に係る点検・評価での委員意見等について 

資料８－２－２ 基本計画の政策体系と成果指標の進捗状況 


