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基本計画の進捗状況に係る点検・評価での委員意見等について 

 

 

１ 所管部局における評価の状況                          

 

（１）成果指標等の概要 

○政策数…26政策、施策数…72施策、成果指標数…67指標 

○政策別の施策数    １施策…4政策、２施策…7政策、３施策…9政策 

４施策…3政策、５施策…3政策 

○政策別の計画事業数（平成 25年度） 

  ５事業未満…2政策、 5～9事業…5政策、 

10～14事業…8政策、15～19事業…5政策、 

  20～29事業…2政策、30事業以上…4政策 

○政策別の成果指標数  １指標…2政策、２指標…13政策、３指標…6政策 

４指標…4政策、５指標…1政策 

○目標を矢印(→)で示している成果指標の数…20指標(30%) 

○区民調査結果や統計結果等を使用している成果指標の数…20指標(30%) 

        （内訳）協働のまちづくりに関する区民意識調査…10指標 

            国の基幹統計…6指標、その他の意識調査等…4指標 

 

（２）評価項目と評価内容 

【成果指標の進捗状況】 

成果指標毎に、目標、実績、評価、指標の選定理由、目標の設定根拠、取組状況・成果、

達成に向けた課題について記述。 

○評価区分  Ａ：順調…37指標(55%)、Ｂ：遅れ気味だが達成可能…18指標(27%)、 

Ｃ：改善が必要…6指標(9%) 

○評価ができなかった成果指標数…6指標(9%) 

○実績値が毎年把握できていない成果指標数…23指標(34%) 

【政策全体の評価】 

  政策毎に、政策全体の評価について記述。 

○進捗状況（現状・成果・課題） 

○環境変化（政策に影響を与えたもの、今後影響を与えるもの） 

○今後の方向性 
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２ 委員意見の総括                               

 

（政策と指標の関係性の明確化） 

・政策と指標内容が一致していないものがある。 

・政策の対象と指標の対象は同じにすべきではないか。 

 

（評価基準の明確化） 

・ＡＢＣの評価基準がバラバラなので、統一基準を設けることが必要である。 

・数値だけではなく、実施内容など数値だけでは把握できない要素も踏まえた評価が必要で

ある。 

 

（目標値の設定根拠の明確化） 

・目標値の設定根拠を明確にしないと評価ができない。 

 

（指標の構成要素が重要） 

・達成率のさらなる向上のためには、その指標を構成する要素を把握し、それぞれ取組方針

を考えていくことが必要である。 

・場合によっては、年代別、項目別、重要度別、継続・新規など指標を分解することも必要で

ある。 

 

（指標と行政事業の因果関係の明確化） 

・指標を構成する事業の効果により、数値向上の説明ができることが必要である。 

・行政事業だけでは達成できない指標があるので、その因果関係（区の役割）を明確に説明

できることが必要である。 

・「区でこのように取り組んだから、指標が向上した」など、特徴的な取組をアピールするこ

とが必要である。 

 

（アウトカム指標の設定） 

・アウトプットではなくアウトカムの指標にする。 

・アウトカム指標に対して、区の活動やアウトプットの関連性をみる必要がある。 

 

（将来を見据えた指標の設定） 

・先を見越した指標の設定も必要である。 

 

（変数の把握） 

・指標の信頼度向上のため、指標に影響を与える変数（外部要因）について把握、除外するこ

とが必要である。 
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（成果指標の検討・見直し） 

・数値を把握できない指標は評価ができないので設定しない。 

・成果指標に貢献できる区の割合が少ないものは評価が難しい。 

・行政だけで解決できない課題や把握できない部分を含む数値を指標にするのは問題である。 

・年度途中での指標や目標値の見直しも検討すべきである。 

・指標を向上するために課題となっていることを新たな指標にする。 

・指標と指標を構成するアンケート設問が一致していない。また、回答者を施策の対象者の

みに絞るべきである。 

・アンケート設問の合体は統計的に問題である。 

・予算増や高齢者、子どのも人口増加などに伴う必然的な指標数値の向上ではなく、伸び率

や前年度比などに数値を変換して捉えたり、アウトカムや質の面から評価すべきである。 

・割合だけでなく、実数を掲載すると使いやすい指標となる。 

・目標は矢印ではなく数値で設定する。 

・一定程度の役割を果たした指標などについては、別の指標を設定するべきではないか。 

 

（補完指標、補完数値の設定） 

・指標を補完する指標を盛り込んだほうが分かりやすいものがある。 

・指標の把握が５年に１回や、全く把握できない場合は、評価ができないので設定すべきで

はない。また、設定する場合でも、区独自のデータ把握により補完することが必要である。 

・おおよその数値で良いので、指標を補完するものを示すことが必要である。 

・区民意識調査結果などと比較することも必要である。 

・他区との比較数値などがあると分かりやすい。 

 

（成果指標の背後にある事業を見直し・点検できる仕組みが必要） 

・Ａ評価の場合でも、効果的な目標の達成に向けた事業の見直しができる仕組みが必要であ

る。 
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３．政策毎の個別意見                                  

 

１-あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち 

（１）参加と協働の基盤づくり 

成果指標 主な委員意見・回答 

地域区民ひろば運営協議会

委員数 

（評価基準の明確化） 

・どのような判定をすればＢ判定になるか。 

→27年度目標である 900を概ね達成できると考え、Ａとして

いる。700人程度がＢである。 

（数値だけではなく、その構成する委員が重要） 

・活動内容の充実を考えた場合に、委員は固定化せず、若い世

代に交代しているのか。 

→若年層は、ひろばの利用はするが委員としての参画には負

担を感じている。 

地域区民ひろば利用者数 （評価基準の明確化） 

・どのような判定をすればＢ判定になるか。 

→前年度を下回るとＢになる。 

（他の評価指標の検討） 

・学校区ごとに参加率はどのように把握しているのか。 

→毎年４月に登録をしてもらう形式で把握している。 

協働事業の実施数 （行政実施事業との関係性について） 

・実施数は行政だけでは達成できない複雑かつ困難な課題が

多いと思う。 

（達成に向けての事業の見直し） 

・20代、30代、40代と様々な背景が違うので、もう少しター

ゲットを絞ると、より効果的な達成指標への道筋ができる

のではないか。 

 

（２）地域力の再生 

成果指標 主な委員意見・回答 

町会・自治会加入率 （評価基準の明確化） 

・ＡＢＣの評価基準は何か。 

→23区でも平均加入率がかなり低い中で、この数字なのでＢ

評価である。大体 60％がＡと考えている。 

（評価の仕方） 

・入ってくれない人への対応に重点を置いた評価の仕方をし

ないと実態が見えてこないのではないか。 

・この数値より上がらない原因が行政の取り組み方の問題な
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のか、区民側の問題なのか。もし区民側であると認識する

なら、「達成に向けた課題」として、加入しない区民側に問

題があるとの記述があっていい。あるいは、自治会・町会に

加入しないと自分の生活に何が困るのかということがうま

く伝わっておらず、そこが行政の役割として欠けているの

であれば、行政の取り組みによってまだ上がっていく、い

わゆる成果の向上余地があると判断できるのではないか。 

→コミュニティの見直しの動きもあるが、町会だけではなく、

いろいろな形のコミュニティもあり、選択の幅も広がって

いる。町会加入にメリットを感じない方も多いと聞く。ま

た、マンションだけで管理組合をつくり、その中でコミュ

ニティをつくることもあり、町会に入ってこない。オート

ロックで入れない状況もあり、町会加入に結びつけられな

い社会的事情もある。 

・そのような認識であれば、町会・自治会加入率が果たして地

域力の再生の指標として成立するのかという話になる。 

（指標と区の関係性の明確化） 

・成果指標とこの書き方では区の役割が見えてこない。選定

理由の中の地域の支え合い・助け合いに対する区民意識を

どう高めるかが区の仕事であって、結果として加入率が高

まったということになるのかもしれない。もう少し区の役

割を広げて考えれば異なる視点も出てくるのではないか。 

町会と地域区民ひろば運営

協議会との協働事業 

（評価基準の明確化） 

・ＡＢＣの評価基準は何か。 

全体 （評価基準の統一） 

・両輪であるはずの「参加と協働の基盤づくり」はＡ評価で、

「地域力の再生」はＢＣと評価が異なっており、評価の仕

方に連携が取れていないのではないか。 
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２-すべての人が地域で共に生きていけるまち 

（１）地域福祉の推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

一人暮らし高齢者等アウト

リーチ事業による高齢者支

援件数 

（評価基準の明確化） 

・どれぐらいの数値だと B評価となるのか。 

→実績として高齢者数の伸びを大幅に上回って伸びているの

でＡとしている。具体的な数値はないが横引き（高齢者の

伸び率と同じ程度）でＢと考えている。 

（評価指標に工夫を） 

・高齢者が増えるほど評価がＡのままということであり、業

務に活かしにくい。高齢者伸び率と件数の伸び率、前年度

比で判断した方が使いやすい数字になるのではないか。 

支援困難ケース検討事例の

件数 

（評価基準の明確化） 

・どれぐらいの数値だと B評価となるのか。 

→数値の伸びが大きいのでＡとしている。具体的な数値はな

いが横引きでＢと考えている。 

（評価指標に工夫を） 

・高齢者伸び率と件数の伸び率、前年度比で判断した方が使

いやすい数字になるのではないか。 

保健福祉や介護等に関する

情報や相談窓口が多様であ

ると考える区民の割合 

（評価基準の明確化） 

・どれぐらいの数値だと B評価となるのか。 

→アンケート結果の 22 年度と 25 年度とで比較をして高くな

っているので、Ａ評価としている。数字がほぼ横ばいであ

ればＢと考えている。 

（活用できる指標とするために実数も掲載） 

・パーセントもいいが、何分の何という実数も載せるとよい。

アンケートは同じ対象者で行っているわけでもないので、

載せた方がより使いやすい数字になる。 

（指標とアンケート設問の関係性が不十分） 

・多様であると考える区民の割合が増えるということは、情

報や窓口が多様で、どこに相談に行けばいいのかわかりに

くくなっているという数が含まれているのではないか。 

→アンケート調査の設問は、「高齢者等一人ひとりの状態に

合わせた、きめ細やかな介護や生活支援サービスが受けら

れる」の、「どちらかというとそう思う」という割合を掲載

している。 

・その設問は、相談窓口や情報が多様だということと、どのよ

うな連関があるのか。 
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→多様化する色々なサービスを受けるために、そのニーズに

対して情報提供や相談窓口を設けていくことが必要だとい

うことなる。 

・総合センターとかコーディネート機能、相談のワンストッ

プサービスが充実していることを根拠にするならともか

く、今の質問で果たして多様化が進んでいるという区民の

割合が増えていると判断していいか疑問である。 

→調査票のところで、設問の前提となるような考え方につい

て検討したい。 

全体 （指標の再検討） 

・孤独死数が毎年把握できるなら、この人数の増減が結果か

らみて一番大切な指標だと思う。高齢者が増えているから、

その人数が増えるというのは社会的には通らない。一人暮

らしの方がそのまま亡くなってしまうことはあるが、発見

日数でみるとか工夫があると、取り組みの効果が分かりや

すくなる。 

（結果ではなく、成果を把握できる指標の設定） 

・福祉事業は、どれだけお金を投入するかでアウトプットが

増えていく。アウトリーチにせよ、困難ケースについても、

お金が増えればどんどん増える。問題は、そこからどれだ

け努力して、どんな結果が出たかということをやはり捕ま

えるべきである。 

（将来を見据えた指標の設定） 

・10年前にアウトリーチの議論がどこまでできたか。また 10

年後には違う色々な取り組みが必要になってくる。先を見

越した指標の設定もチャレンジではあるが、やらなければ

いけないのかなと思う。 

（指標の説明部分の表記を分かりやすく） 

・指標の説明部分について、「～という設問に～と回答した人

の割合」と分かりやすい表記にしてほしい。 

（目標は数値で設定すべき） 

・目標が矢印だと、角度に意味があるのかなど、曖昧になるの

で、目標は数値であらわすべきである。 

 

（２）地域での自立生活支援 

成果指標 主な委員意見・回答 

元気な高齢者の割合 （対象者を区切ることで使いやすい指標にする） 

・長く生きれば生きるほど介護対象者になる割合は高くなる。
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60代で１回分けて指標をとって、70代で指標をとるとよい

のではないか。例えば 22年度に 70歳だった人が 71、72、

73 となれば介護認定の対象者になる可能性が高まるわけな

ので、その方が使いやすい指標になるのではないか。 

障害者就労支援センター及

び就労移行支援事業所から

一般就労した人数 

（母数のうち何人が就職したのかという指標にすべき） 

・事業所やセンターのトレーニングをした、その母数の何人

が就職したのかを指標とすべき。 

（障害種別に分けて評価すべき） 

・障害者といっても幅が広いので、精神障害者とそれ以外の

障害者で分けて数字をとるとよいのではないか。 

特別養護老人ホームの定員

数 

（異なる視点の評価指標） 

・定員数はベッド数の確保数。待機者を入れると違う。何人ぐ

らいの待機者がいて、この結果なのかというと評価が変わ

ってくる。 

高齢者や障害者が自立した

生活ができ、社会参加しやす

いと考える区民の割合 

（施策対象者の回答のみを反映すべき） 

・区民意識調査について、区民全般の回答となっており、施策

の対象となっている高齢者の満足が一部しか入っていな

い。対象となる高齢者の考えが反映されていないのではな

いか。 

→部門別計画で対象者を絞っているので、それを使うべきな

のかもしれない。 

（設問を合体して使用するのは統計的に問題） 

・区民意識調査のどの項目が 11.4％から 15.7％に上がってい

るのか。 

→「必要な支援を受けながら、高齢者や障害者が自立した生

活を営むことができる」「高齢者や障害者が、社会参加し、

交流しながら、いきいきとした生活を送っている」という

２つの設問の合計で、「どちらかというとそう思う」割合の

平均である。 

・アンケート結果を２つ合わせるのは、余りよくない。一方は

下がっても他方が上がると、値は同じになる。 

・一般の区民が高齢者は幸せだと見えているのと、本人たち

がそう思っているというのは全く違うので危険である。 

→高齢者、障害者への直接のアンケート調査も検討する必要

がある。 

（アウトカムとアウトプットの関係の明確化） 

・アウトカムは世論調査だが、アウトプットとの関係がよく

わからない形でやっている。意識調査の中で漠然としたア



 

9 

 

ウトカムの質問をして、その後に例えばこういうサービス

を知っていますかとか、利用したことがありますかとか聞

くと、アウトプットとアウトカムの関係が出てくるのでは

ないか。 

全体 （進捗状況だけではなく、その背後にある事業を見直し・検

討できる仕組みが必要） 

・全ての施策の進捗状況の評価がＡ。Ａであるということに

よって何か見落としが生じるのではないか。ＢＣであれば

施策を構成する事業のラインナップは足りるのか、あるい

は本当はもっと効果的な事業が目標達成のためにあるので

はないかとの発想につながっていく。Ａとなると、そうし

た情報が得られないということになる。施策を構成してい

る事業、事業量や組み合わせをもう一回考えるロジカルな

仕組みを構築しておく必要がある。 

 

（３）健康 

成果指標 主な委員意見・回答 

運動習慣のある人の割合 － 

三大生活習慣病による死亡

率 

（指標と取り組み内容の関係性が重要） 

・三大生活習慣病による死亡率の割合が低い、これは区が頑

張ったからと言えるのか、あるいは何か住民特性みたいな

ところでどれぐらいの割合で説明できるのか。 

→全国や東京都の統計を見ると三大疾患のいずれも増加傾向

にあるが、豊島区は低下している。自治体の力だけで対策

を講じてこのようになったということは言えない部分があ

るが、少なくとも 22年度以降に、がん検診を始めたり、特

定健診に力を入れ始めた時期であり、また健康チャレンジ

等区民に自主的な運動についての働きかけを強くしたこと

が少しは寄与していると考えている。 

・指標の上り下がりで分析するというか、エビデンスベース

でやっていくのがこの成果指標の使い方なのかと思う。 

特定健診の結果メタボリッ

クシンドローム基準に該当

する人の割合 

・指標設定の根拠に、国の言葉である「科学的根拠に基づい

て」は不要でないか。 

がん検診の受診率 ・指標設定の根拠に、国の言葉である「科学的根拠に基づい

て」は不要でないか。 

（区で把握できない部分への対応をどうするか） 

・企業単位で色々な検診が行われている中で、国民健康保険
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に基づいて色々なことをするのは量的に限りがある。その

中で、どこを区全体として目指していくのかが課題である。 

全体 （総合的な指標が必要） 

・区民の平均寿命や医療費の削減など最終的な結果がどうな

っているか、今の指標からは見えにくい。総合的な指標と

いうのはあまり大事ではないと考えているのか。 

→連関した分析はやっていない。しかし、医療費削減のため

生活習慣病の重症化予防の分析をし、ハイリスク者を抽出

し、アプローチしていく取り組みを行う。これをきっかけ

に研究していきたい。 

（歯の指標も必要） 

・個別計画に歯の健康づくりがあるが、一切歯についてはこ

の健康の指標バロメータに入っていない。 

→成果指標をつくった時点では、区としてはこれからのとこ

れであった。 

（アウトカムとアウトプットの連関分析が必要） 

・アウトカム指標に対して、区の活動やアウトプットがどれ

だけ関わってくるのかということを緻密に見ていく必要が

ある。 

 

 

３-子どもを共に育むまち 

（１）子どもの権利保障 

成果指標 主な委員意見・回答 

マルトリートメントに関す

る通報・相談件数 

（評価基準の明確化） 

・A評価の基準はなにか。 

→虐待等がありながら、通報がない場合が最悪であり、数値

が単に減っていくだけでは評価ができない。しかしながら、

虐待自体がなければ当然相談もないので、結果として数が

少なくなる方がいいと考えている。継続対応部分がおろそ

かになれば相談件数も増えていくので、その部分を解消し

つつも、新規の通報等を積極的に受けることによって早期

発見を図っていくという相反する指標の捉え方になる。全

国や東京都で右肩上がりの相談件数のところを抑制できて

いると考えている。560件を下回って、対応を強化しながら

相談件数が下がればＡと考えている。 

（特徴的な取り組みは評価すべき） 

・全国で右肩上がりのところを抑制できている理由はなにか。 
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→アウトリーチ型の訪問相談の積極的な展開と関係機関との

連携強化ということで、早期の情報を受けること、また対

応することを含めて、特に警察との連携が強まったという

ことが挙げられる。 

・アウトリーチには全国と異なる特徴的な部分があり、そこ

をもっと推奨して賛美すべき。そうだとすると、きちんと

原因は何なのかを突き詰めたいと思うべきである。 

（評価しやすいよう継続・新規を分ける） 

・継続と新規を分けたほうが評価しやすい。 

→事務的には分けているので、評価も同様に分けたい。 

子どもスキップ開設数 （質の面からも評価すべき） 

・Ａ評価とした内容、質の面からはどうなのか。 

→学童クラブ機能と全児童を対象とした総合的な事業を展開

しており、地域を巻き込んだ見守り等も行っている。 

 

（２）子育て環境の充実 

成果指標 主な委員意見・回答 

子ども家庭支援センター総

利用者数 

（子どもの人口増も踏まえた指標の検討） 

・子どもの人口が増えれば、利用者数が増えるのは当然では

ないか。 

→その点を踏まえた指標の設定が必要と考える。 

（目標の見直しも必要） 

・目標を計画期間の途中で達成した場合は、途中の計画（予

定）を上方修正してもよいのではないか。 

（目標値の設定根拠の明確化） 

・なぜ目標値を 75,000人としたのかのが、背景も含め分かる

ようにしておいた方がよい。 

ファミリー・サポート・セン

ター援助会員活動件数 

（子どもの人口増も踏まえた指標の検討） 

・子どもの人口が増えれば件数が増えるのは当然ではないか。 

→その点を踏まえた指標の設定が必要と考える。 

全体 （施策単位の検討が必要） 

・計画事業数が 36もあり、Ａ評価の場合、どの事業がうまく

いっているかなどがわかりづらいのではないか。 

→事業を展開する中で、指標の一つをもって全てを評価する

のは極めて難しい。事業を的確に判断する成果指標を何に

持ってくるのかというのが極めて難しい。 

・施策レベルで捕まえるということについては、施策として

のくくりが大きい。 
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（３）幼児教育 

成果指標 主な委員意見・回答 

３歳児の私立幼稚園就園率 （数値を構成する要素の明確化） 

・一時期は 80％を超えていたが、21年度末の現状値をさらに

下回っているのはなぜか。 

→基本的には補助金制度も同レベルで継続しているので、分

析するのは難しい。把握できない児童の部分が増えてきて

いるのではないか。 

・80％から 75％、５％だと全体の何人ぐらいということにな

るのか。それが一気に把握できなくなるというのは大いに

問題なので調べるべきである。 

→30名ぐらいになる。 

（評価基準の明確化） 

・どれくらいの数値ならＡ評価になるのか。 

→目標に対して２、３％以内におさまっていればＡである。 

（補助金以外の施策も検討すべき） 

・就園率を上げたいという目標があるが、啓蒙活動、幼稚園の

魅力をアップするような活動が見あたらなく、単に補助金

を出せば就園率が上がるという活動のみに見える。 

→区立幼稚園では、平成 23年度から預かり保育という、教育

課程の後に子どもたちを預かるという新しい制度を始め

た。 

４・５歳児の私立・区立幼稚

園就園率 

（評価基準の明確化） 

・どれくらいの数値ならＡ評価になるのか。 

→区立幼稚園の充足率だと 90％である。 

全体 （評価指標の見直しが必要） 

・把握できない部分があるものを、評価指標として位置づけ

ることに疑問を感じる。 

 

（４）学校における教育 

成果指標 主な委員意見・回答 

区学力調査で目標値を達成

する児童・生徒の割合 

（変数の把握も必要） 

・成績の良し悪しには、所得や塾通いなど色々な変数の影響

が大きいのではないか。 

→色々な変数がある中で、教育委員会としては、基本的には

教師の指導力、授業力を上げていくことが学力向上に直結

するということを大原則に施策を展開している。家庭の状

況や所得、地域性が影響を及ぼしていることはわかるが、
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数値化して分析するのは難しい。 

（数値の捕らえ方について） 

・区独自調査であり、比較対象がない中で、どのように数値を

捉えていけばよいのか。 

→全国的にも非常にシェアの高い業者に委託している。一番

重視しているのは、平均点よりも目標数値に達成した児童、

生徒がどれぐらいか、いわゆる達成率を重視している。目

標値は委託業者が経年にわたって全国的に実施している学

力調査を踏まえ、数値を算出している。 

・データから、豊島区の上手くいっている点、いっていない点

はわかるのか。 

読書が好きな児童・生徒の割

合 

－ 

学校アンケートで学校施設

や通学路が安全であると考

える保護者の割合 

（評価の考え方について） 

・通学路点検はしたということだが、学校施設はどうなのか。 

→インターナショナルセーフスクールの取り組みのもと、23

年度から校内の安全パトロール、危険箇所のマップづくり

などの活動が行われている。この取り組みが、各校に広が

りつつあるので、その成果などを踏まえて検討していきた

い。 

・通学路、学校施設の評価はＡなのか、Ｂなのか。 

→通学路は毎年実施し、改善もできているのでＡ評価である。

学校施設は、評価指標を設定しておらず、朋有小学校の取

り組みをどう活かしていくかというという段階でありＡで

もＢでもない。 

（進捗管理を考えた指標設定が必要） 

・アンケートとして実施していないものをどうやって評価す

るのか。 

→色々な角度からの複数の視点が必要ということで、合同点

検の方向等に変えて行っている。 

・評価としてここに出ていると、なるほどそうだねという話

になるが、「指標の数値では取っていない」と言われると、

どうしたのだということになる。しっかり取り組んでいる

のだろうが、議論としては余り生産的ではない。 

児童・生徒の体力・運動能力

調査で８種目のうち都の平

均を上回る割合 

（評価結果の使い方） 

・全ての種目について都平均値を上回る割合、これは総体的

な話になるがこれをどう評価するのか。 
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（５）地域における教育 

成果指標 主な委員意見・回答 

子どもの視点を重視した青

少年育成委員の活動（研修の

参加者） 

（進捗を高める内容の検討が必要） 

・Ｈ22から 23に増えている要因はなにか。 

→子どもプランの後期計画に向けて説明をして、委員に研修

に参加していただくよう理解をいただいたところが大き

い。研修の開催数等によるものである。近年の開催数は一

定である。 

・研修メンバーが固定化している要因はなんだと考えるか。 

→一方的に学ぶばかりであるからだと考える。学んだことを

地域の教育や子育てに生きるような仕組みづくりを検討す

る必要がある。 

保護者や地域住民と連携し

た学校づくりが行われてい

ると考える区民の割合 

（評価基準の明確化） 

・14.5％でＡ評価だが、それでよいのか。 

→ご指摘のとおり、数字が高いわけではない。ただ、目標を例

えば 50％などには設定せず、とにかく上向きにいく、順調

に伸びているということでＡとしている。 

 

 

４-多様性を尊重し合えるまち 

（１）多文化共生の推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

地域で外国人との交流があ

ると考えている区民の割合 

（構成事業と指標の関係性の明確化） 

・１政策１指標だが、構成している事業の効果により数値が

上がっていると考えているのか。 

→国際化施策としての外国語ボランティア事業、姉妹都市の

交流、国民健康保険の案内や清掃事業、放置自転車の案内

等の効果が組み合わさり、だんだん上がってきている。 

・指標が上がろうと、下がろうと、構成する事業を見直すとい

うことにはなかなかならない。もしこの数値が仮に下がっ

ていた場合にも、うまくいっていないというのは、その施

策を構成している事業が悪いからだとは必ずしもならない

ということになる。つまり、施策と事業が比較的１対１と

いうのはなかなかつながってないのではないか。 

→さまざまな事業における外国人との対応が全て積み上がっ

て、意識調査に反映されている。多文化共生の推進という

非常に数値化しにくい指標であり、今後見直していくこと

も考えていかなければいけない。 
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（構成事業の多様化が必要） 

・日本語の語学学校との連携など、取り組みの多様化が必要

ではないか。 

・関連する多文化共生の事業があるので今後整理する必要が

ある。 

（指標の取り方） 

・今後観光を考える場合では、観光客と住民を分けて指標を

取らないと数字が使えないものになってしまう。 

 

（２）平和と人権の尊重 

成果指標 主な委員意見・回答 

平和と人権を尊重する社会

であると考えている区民の

割合 

（評価基準の明確化） 

・どの数値になるとＢ評価になるのか。 

→Ｂは横ばいと考えているので、15.6％ならＢになる。 

（構成事業と指標の関係性の明確化） 

・数値が上がっているが、構成事業の効果によるものか。 

→全てとは言いがたいが、啓発活動の一定の成果を指標があ

らわしている。また、行政だけではなく、民間の団体による

様々な発信が重なってこの数字になっている。 

・施策と関係のない行政相談も含めた数値になっているので、

相談内容から抽出すべきである。 

・相談件数の増加は、問題が次々に起きているということで

あり、これがＡに結びつくというのはいかがなものか。 

・相談件数を指標にするときの難しさということである。 

 

（３）男女共同参画社会の実現 

成果指標 主な委員意見・回答 

男女が共同で社会に参加で

きると考えている区民の割

合 

（評価基準の明確化） 

・20.5％が 20.0％は、統計的には誤差ではないか。 

→Ｂとも思ったが、もう少し上がった方がよいのではという

思いもあり、Ｃとした。 

・区民はＣとなると何か施策を構成している事業がうまくい

っていないと思う。Ｃとしたのではそのような実感がある

からか。 

→住民意識調査の結果では男女平等の意識等も進んでいると

したが、この 20％でいいのかと思い、現状維持よりは上げ

たい思いで、Ｃとした。 

（指標を構成する施策の再検討） 
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・区の税金を無限に投入できればとは思うが、そうはいかな

い中で、限られた財源でより効果的にその施策の効果を上

げていくためには、構成する事業を一定程度見直していく

ということと、量的に拡大するということができればいい

が、なかなかそうはいかない。 

女性の就業率 （評価視点に工夫が必要） 

・消滅可能性都市と指摘された自治体の一つとして、31％を

どのように改善していこうと考えているのか。 

→女性が働きやすい、暮らしやすい、住み続けたいと思える

豊島区になるための取り組みを進めていく必要がある。 

・一番の問題はＭ字カーブの深さであり、そこをどう上げる

かなので、他の 23区と比較するなりして、または過去の経

年変化を見ると、より示唆に富む評価になるのではないか。 

（就業率以外の指標も必要） 

・男女共同参画社会の実現と言ったとき、女性が就業してい

くのが良いことだと偏り過ぎていないか。「その人らしく暮

らしていける」を目標にするのであれば、家事、子育てに専

念して地域で活躍していきたいというのも当然選択肢にあ

る。 

→女性の活用と言った場合に、女性が管理職、経営者、地域の

リーダー、町会長など、そういう部分に女性がどれぐらい

リーダーとして地域社会をリードしてくださるか、その辺

りをかなり重視している。 

・その人らしくと言っている中で、就業率にこだわるのは一

貫性がない。 

・消滅可能性都市への対応も含めて指標のあり方を見直す必

要がある。 

・男性に関する指標もあるとバランスがよい。 

全体 （指標を補完する指標の設定） 

・国や社会と連動した政策であるが、豊島区が社会全体の責

任をとる必要はない。区として区民あるいは区内事業者と、

これをどうしていくかという話であり、既に持っている指

標を補完的に盛り込んだほうが区民にも分かりやすい。 

 

 

 

 

 



 

17 

 

５-みどりのネットワークを形成する環境のまち 

（１）みどりの創造と保全 

成果指標 主な委員意見・回答 

緑被率 （指標を補完するものが必要） 

・指標がないのは話にならない。大きく変わることはない気

がするので、例えば新規に公園が１つ増えた場合には緑被

率がどれくらい増えたかは、数字で出せるのではないか。 

→条例に基づいて緑化指導を行っているところは把握でき

る。 

・ぴったりではなく、だいたいこのようになっていると、わか

る範囲で一定程度つかまえていく指標も今後はあっても良

い。「きっちり出ないので答えません」と言われるよりは、

「きっちりわかりませんでしたけどこうでした」のほうが、

ディスカッションしやすい。 

一人あたりの公園緑地面積 － 

公園緑地面積、公園面積率 － 

区の街路樹本数 － 

区道の街路樹の設置割合 － 

全体 （総事業費の増えている理由） 

・総事業費が平成 23 年度から平成 26 年度で毎年かなり増え

ていっているが、理由は何か。 

→新たな公園整備により増えている。 

（評価基準の明確化） 

・評価について、それぞれの事業がお金も時間もかかるもの

ばかりである。年度ごとに着実に数値を伸ばしている。も

しかしたら平成 27 年度は目標に達成するかもしれないと

いう数値に見える。その場合には、この時点での評価とし

てはＡでも良いのでないか。なぜＢなのか。 

→目標値を超えた４番はＡにしたが、他は微増でしか進捗し

ない。確かに 95％を超えているので、Ａでもよいと思うが、

100を超えていないので、Ｂとしている。 

・何をもってＡにするのか、Ｂにするのかが予め定められて

いないと、部局によって甘辛がでてきて、これくらいだっ

たらＢと思うところが、他のところでＡになったりする。

政策評価全体の問題だが、予め「こういう指標を立ててい

て、これくらい達成したのだからＢだ」というところは、考

えていただきたい。 
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（政策全体の評価部分の記載内容） 

・進捗状況の「平成 21年度より「グリーンとしま」再生プロ

ジェクトとして、10年間で 10万本を目標に～」が緑被率の

向上につながるのであれば、成果指標１に記載すべきもの

である。ここは、まとめが入る部分である。 

 

（２）環境の保全 

成果指標 主な委員意見・回答 

温室効果ガス（ＣＯ２）の排

出量 

（他の指標の検討も必要） 

・ＣＯ２の問題とポイ捨ての問題を同列に扱っており、無理が

ある。ＣＯ２問題は、清掃環境部でどうにかできる問題では

基本的にない。喫煙の場所や数など評価すべき項目は他に

もあるのではないか。 

→温暖化防止の対策事業として、家庭・事業者に対する省エ

ネ設備の導入に対する助成金の交付、省エネ診断の実施を

行っている。 

（目標値に占める区の割合が少なく、評価が困難） 

・30％のうち区の助成事業で３％ということであり、区の施

策と効果が目標につながってこないのではないか。 

道路や公園、街角などにポイ

捨て等がなくきれいである

と考える区民の割合 

－ 

 

（３）リサイクル・清掃事業の推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

ごみ量 （削減及び資源化の取り組み主体について） 

・一部事務組合で、ごみの量の削減や資源化について努力を

しているのか。 

→一部事務組合は処理するのみで、削減や資源化の努力は区

が行う。 

（粗大ごみへの対応が今後の指標への影響大） 

・人口の伸び率が高いにもかかわらず、ごみ量が減少してい

る要因は何か。 

→事業者や区民、行政が一体となっての努力が一番大きい。

一部、粗大ごみだけは年々増えている状況があるが、その

他の可燃ごみと不燃ごみは大きく減っている。粗大ごみが

増えている要因は、安い自転車や箱物家具など、豊島区の

地域の実情としてワンルームに住んでいる単身が多く、２
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年なりの短期で引っ越しをする中で、どんどん捨てていっ

てしまうという傾向があるのではないかと推測している。

その粗大ごみをいかに減らしていけるかが、今後のごみ減

量に大きくまた関わってくると考えている。 

資源化率 （設定根拠を分かりやすく） 

・目標の設定根拠で、区で収集するごみと資源のうち、資源が

占める割合について、区がリサイクルした割合をいうのな

らわかるが、これは単に収集しただけであり、豊島区の努

力と成果に何か影響があるのか。 

→資源化率は、ごみとして出されるもののなかに、まだ資源

になるものがたくさん入っている。その割合を減らしてい

くことが、ごみの最終の埋立処分量を減らすことになるし、

限りある資源を有効に活用するルートに持っていったこと

も表す指標としてたてている。豊島区は他区に先駆けて分

別を始めており、区民の意識も非常に高いので、引き続き

そういった啓蒙活動をしながら、資源化率を上げていくこ

とが、ごみの減量につながる。 

・説明にそれらの記載が必要である。 

全体 （区民意識調査結果も分析すべき） 

・区民意識調査で、「ごみを減らす努力やリサイクル活動が活

発に行われている」は、誤差の範囲かもしれないが、わずか

に満足度を下げているがどう考えるか。アンケート調査を

指標に使ったりすることも考えられるとすると、全く正反

対になってしまう。どうしてなのか深堀りして調査してみ

る必要があるのではないか。 

 

 

６-人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち 

（１）魅力あるまちづくりの推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

地区計画決定面積 （評価基準の明確化） 

・どのくらいの数値であればＢ評価となるのか。 

→現在は 41.7％、６割程度に達していればＢ、100 を超えて

いればＡとなる。 

まちづくり推進活動団体へ

の支援実績 

（支援対象団体について） 

・どのような団体が支援対象なのか。 

→任意の協議会や地元のまちづくりについて勉強したいとい

う協議体が対象である。運営費やコンサルタント派遣費用
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などである。 

池袋への来街者数（池袋駅一

日乗降者数） 

（開発の進む東池袋駅も含めるべき） 

・東池袋の乗降客数は含めなくてよいのか。 

→平成 25 年度が約 36,000 人、平成 23 年度が 32,000 人で、

周辺の再開発が進んで、徐々に増えている。南池袋の新庁

舎が開庁すると、東池袋駅の乗降客もさらに増えると考え

ている。池袋副都心内の駅ということで含めていきたい。 

（指標には相反するものもある） 

・外から見て住みたい、なおかつ来街者が増えてきているこ

とと、魅力あるまちづくり推進の中でいわれている「区民

が快適に安心して生活できる」が、矛盾あるいは齟齬が起

きたりすることがあったとすると、政策全体の評価に掲げ

ているような「地域の特性にあわせたまちづくり」につい

ては成果があがっておらず、満足度も低い状況であるとい

う認識に結びついていくと思うがいかがか。 

→来街者が増えてまちが賑わうことは、強いては商業、産業

系の賑わいという中で、非常にプラスである。住んでいる

人にとっては、静かなところがよいという方もいる。ただ、

そういった賑わいによって、利便性が高くなるというとこ

ろがある。賑わいがなくなってしまうと、店が少なくなっ

ていき、住んでいる方も買い物をするにも遠くへ行かなけ

ればならないといった面で、賑わいのある部分と住居が隣

接しているということ、賑わいをもった商業の活性化がさ

れている所があることに対して、区民の生活支援の施設も

充実しているという面ではプラスと認識している。 

全体 （大幅な増減のあるものは理由を） 

・総事業費の大幅な増減理由は何か。 

→特に再開発事業だと、補助金が３年、４年で 100 億円を超

える。例えば“南池”でも 100 億円を超えるような事業費

になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

（２）魅力ある都心居住の場づくり 

成果指標 主な委員意見・回答 

最低居住水準未満の世帯の

割合 

住宅ストックバランスの割

合 

（利便性との関係性を明確に） 

・居住スペースについて、既にあるものは仕方がないという

気がするが。 

→都心居住という意味では、できるだけ広い居住空間が達成

できているかどうかという視点から設定している。 

・広い方が好ましいのはわかるが、利便性と引き換えになっ

ている部分もあるので、何か別の施策が必要ではないか。

自分で選んでいるので、このような目標を区が設定するの

もいかがなものか。 

→今後の住宅政策は空き家を利活用する方向となるので、こ

のストックバランスの割合も、特に重要と考えている。 

・利便性の高いところで、経済的な理由で狭くてもいいから

住みたい。そこに、無理やり広いものを増やすと一部の人

は締め出されると思う。 

→非常に交通利便性、生活利便性が良いということで、単身

世帯が多い。こういった世帯があまりにも多くなりすぎる

と、住宅ストックのバランスが崩れる。ファミリー世帯が

入ってこなくなるので、最低居住水準、住宅ストックの割

合で目標を掲げないと、単身世帯ばかりになってしまう。 

住宅のバリアフリー化 － 

全体 （補完する指標の設定が必要） 

・総務省の住宅統計調査の結果は５年に一度である。具体的

なその間の対策の効果や成果というものが確認されない

で、５年後に出てきたもので事後的にどうだったという話

しかない。建築確認など、他の色々な部署も含めたデータ

で空白の４年間を補完することは考えられないのか。 

・指標の進捗が把握できないので、進捗状況と今後の方向性

は書けないはずである。新たな計画の中では、このような

指標の設定はやめてほしい。統計調査が５年だから５年の

タイミングで定期的にとりますということで果たしてよい

のか。 

・区民意識調査に都市再生ということで、「単身向け、ファミ

リー向けなど、良質な住宅がバランスよく供給されている」

という質問があるので、中間の指標としての活用を検討し

てはどうか。 
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（３）交通体系の整備 

成果指標 主な委員意見・回答 

都市計画道路の整備率 （一定程度の役割を果たした指標に替わる新たな指標（アウ

トカム指標）が必要） 

・時間短縮効果を設定しなかったのはなぜか。 

→豊島区という限られた範囲の中では測定をしていない。 

・お金を投入すれば道路はできるので、それ以上の効果を測

るアウトカム指標が今後必要と考える。 

・政策は、時代と共に軸が変わっていかなければいけない。都

市計画道路の整備率という指標について、着手率が９割を

超えているということであれば、指標としての役割はそろ

そろ終了しているのではないのか。例えば、今後の政策の

軸が、自動車に頼らないというところであれば、自転車の

サンプル調査だとか、バスの利用者数だとか、他に何かあ

り得るのではないか。 

→歩行者空間の指標なども検討していきたい。 

放置自転車等の台数 （多様化にあわせた対応） 

・自転車の種類が豊富になり、放置の理由としては、置き場所

がないという理由以外もあるのではないか。 

→自転車の多様性、様々な種類の自転車も増えてきたのは事

実で、自転車場を整備するときに、今までどおりの規格の

ものでは、対応しきれないということもある。 

（新しい取組みの検討） 

・駅と駅の間を使う人にはシェアサイクルは有効ではないか。

放置自転車を片付けるだけの政策では行詰まる。新しいや

り方を考えるなかで指標も良いものになっていく。 

全体 （橋梁の指標の設定が必要） 

・新たな基本計画では、橋梁の指標がいると考える。全国的に

も非常に注目されていて、どれくらい危ない橋があるのか

ということは、おそらくひとつの議論の焦点になる。 

（バリアフリー化の指標が必要） 

・環境変化でバリアフリー化を記述するなら、それに関連す

る指標の設定が必要ではないか。 

（放置自転車以外の指標も必要） 

・自転車について、環境変化の項目に利用者数が増加し、「自

転車の交通事故発生件数が多い」と書かれているが、重大

なことであり、放置自転車だけの指標で良いのか。 

→自転車の事故件数もみている。交通対策課でキャンペーン
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などを行っている。またセーフコミュニティでも指標の管

理を行っている。 

（新しい指標の必要性） 

・道路の整備率や放置自転車の台数は、典型的なインフラ整

備部局の指標であり、やや陳腐化している印象もある。引

き続きウォッチしていくことは大切であるが、アウトプッ

トよりも、その先の効果を捕まえていただきたいという気

がする。 

 

（４）災害に強いまちづくりの推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

防災訓練参加者数 （成果指標の設定） 

・区民意識調査の結果を入れたらどうか。 

（目標と計画値の適合） 

・平成 27 年度の目標と平成 26 年度の計画が一致していない

のではないか。矢印は横向きだが計画値は微増となってい

る。 

・防災訓練に制限を設けているが、質の向上を図るのであれ

ば、ある程度の人数の増加は必要である。 

木造密集地域の不燃領域率 （これまでと今後との目標設定の違い） 

・木造は 30年ほどで建替えがされるのが平均的かと思うが、

これまでの 10 年間と今後の 10 年間というのは、目標設定

あたりでかなり違いが出たりするのか。 

→今後、建て替える際には準耐火建築物以上のものにしてい

ただくという規制をかけていく。 

住宅の耐震化率 － 

 

（５）安全・安心の確保 

成果指標 主な委員意見・回答 

防犯パトロール団体数 （他の成果指標） 

・区内の団体としての数ではなく、何かカバー率のようなも

のはあるのか。 

→環境浄化団体というものを設置し、平成 25 年度は約 80 回

前後のパトロールに取り組んでいる。 
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犯罪発生件数 （他区との比較も必要） 

・Ａ評価となっているが、区役所以外の他の要素の影響のほ

うが大きいことも有り得る。他の区と比べても成果をあげ

ていると言えるのか。 

→平成 14 年に警察が犯罪抑止総合対策を始め、11 年連続で

下回っている。他の区も同様に下がっているが、他の区の

模範となるような防犯対策を行っている。区民の自主的に

行うパトロール活動は、他区と比較しても、数段努力して

いただいており、そこについて評価している。 

（指標の構成要素の細分化） 

・重大なものとそうでないものがそれぞれ同じウエイトで単

純に加算されている。 

（年度途中での目標の見直しも必要） 

・平成 26 年度の計画が平成 25 年度と同じだが、防犯パトロ

ール団体との関係性を強めれば、もっと高い目標を掲げて

もよいのではないか。 

→平成 25年度の数値を計上しているだけで、中身としては高

い取り組みを行っている。 

犯罪の不安がなく、安心して

暮らせると考える区民の割

合 

－ 

交通事故発生件数 （他区との比較も必要） 

・Ａ評価となっているが、区役所以外の他の要素の影響のほ

うが大きいことも有り得る。他の区と比べても成果をあげ

ていると言えるのか。 

→平成 21 年度を 100 とすると平成 25 年度は約 70 で約 30％

減っている。他区の事例がないので東京都でいうと、東京

都は 75％くらいなので、５％ほど低い。豊島区独自のキャ

ンペーンも色々とあるが警察との連携が大きいと考える。 

（指標の構成要素の細分化） 

・重大なものとそうでないものがそれぞれ同じウエイトで単

純に加算されている。 

全体 （比較数値の活用） 

・目標設定を行う場合、都の平均数値などを使うと理解され

やすいし、取り組みの実績が反映されるのではないか。 
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７-魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち 

（１）都市の魅力による集客力の向上 

成果指標 主な委員意見・回答 

小売業年間販売額 （別の指標が必要） 

・指標がなく評価できない。達成に向けた課題は書けないは

ずである。基幹統計に替わる別の指標が必要である。 

（アウトカムの把握が必要） 

・小売業の売上を上げるための区の具体的な施策は何なのか。 

→販路拡大のビジネスコーディネーターを設置し、相談、マ

ッチングなどを行っている。 

・販路拡大で、相談に来た結果、実際に売上げがどのくらい上

がっているのかアンケートなどはとっているのか。 

→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が非常に

難しく、収集はしていない。 

・不正確でもいいので、どうなっているのかがあってもよい。

指標で設定しているものと実際に区が事業として実施して

いるものの間にかなり距離がある感じがする。もう少し手

前の施策の効果を掴まえられたら良い。 

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 

（数値だけではなく、取り組み状況を踏まえた評価） 

・評価がＣだが、取組状況・成果の記述はＣではなく、もう少

し自信を持っているように理解する。調査の誤差という理

解の中で、説明の辻褄を合わせて、もっと胸を張って、下が

っていないと言い切るような表現の仕方もあり得ると思

う。 

→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

いる。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、一定の目安として捉えていくことで、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きたい。検討する。 

（イメージアップの取り組み内容） 

・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

ィの機会を増やすなどの具体的な取組はしているのか。 

→区長の記者会見は平成 23年度から始めており、トップが自

ら政策を発信することは、メディアに対する影響力が強い。

そういったものが大きく取り上げられ、単なる自治体の政

策としてではなく、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
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信することで、社会問題化する現象も起きている。 

・インターネットについて何か施策はあるのか。 

→ホームページでお知らせはしているが、ソーシャルメディ

アという中で、フォローやコントロールしていくことは難

しい。意図的に操作できるようなアイデアを今のところ持

っていない。 

（指標が大きすぎる） 

・この指標は１つの施策からと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。 

 

（２）産業振興による都市活力創出 

成果指標 主な委員意見・回答 

起業相談件数 （成果の把握が必要） 

・相談者が実際に起業したかどうかは把握しているのか。 

→取れていないので課題としたい。 

・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。何もないよりは乱暴でも良いので、やはりデ

ータを取らないと駄目である。 

区内事業所数 （就労者数で見るべき） 

・事業所数を増やすということを、どう考えているのか。 

→事業所数は、まちの基礎体力と捉えている。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

いが出てくるということで、大小関係なく捉えている。 

・就労者数の方が端的に取れる。事業所数は、大小が混ざって

くるので、「１と１を足して２」という数字にあまり意味が

ないように感じる。 

（補助指標の設定） 

・税収の伸びなどの補助的なデータはないのか。 

（数値だけで判断できない要素も評価に加えるべき） 

・謙虚に評価をすればいいということではない。「やったもの

はやった」と述べておくことも重要である。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。4.5

ポイントは豊島区の取り組みの効果ということであれば、

もっと強く訴えて、取組状況・成果のところで、「Ｃではあ

るけれども」という前置きをしながら、それを記述でひっ
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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

ことも必要ではないか。 

・どのような情報に基づいて評価をするかということは、大

事な論点になる。 

全体 （政策の違いが見えてこない） 

・7-1と 7-2は重複するところがあるが、その点はどのように

考えているのか。 

→産業振興は、来街者を多く呼び寄せ、お金を落としていた

だくことが基本であり、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、連

動性の高い施策と考えている。 

 

８-伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち 

（１）文化によるまちづくりの推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

舞台芸術交流センター（あう

るすぽっと）入場者数 

（指標の検討が必要） 

・この施設の入場者数だけでは偏るのではないか。 

歴史的文化財や文化資源が

保存・活用されていると考え

る区民の割合 

（指標の検討が必要） 

・歴史的なものは文化の重要な一部だが、歴史の部分だけと

って成果が伸びているから、政策はきちんとできていると

いう評価は、してはいけないのではないか。 

（因果関係の検証） 

・取組状況・成果には、郷土資料館による講座の実施の話や雑

司が谷の話とかあるが、それが認知度の上昇につながった

と書いてあるが、そのデータはあるのか。 

→因果関係の検証はしていない。 

全体 ・進捗状況と今後の方向性がつながっていない。 

 

（２）文化芸術の振興 

成果指標 主な委員意見・回答 

池袋演劇祭の入場者数 （評価基準の明確化） 

・達成率が 66％で評価がＡだが、それで良いのか。 

→順調に入場者数が伸びており、参加者も熱心に取り組んで

いることから、Ａした。どの程度であればということでご

指摘をいただければ、次回からの参考にする。 

・これでＡだと、目標数値の意味がないではないか。 

（指標の検証が必要） 

・会場数が増えれば入場者数も増えるのは当たり前なので、
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その辺りの検証もお願いしたい。 

（政策の趣旨との関係性） 

・政策の趣旨は、区民が対象だが、この成果指標は区民という

話ではない。区民だけの把握はできないのか。 

・次代を担う若手の育成とは区内の若手を指しているのか。 

→区内の劇団だけではない。演劇人、今後を担う方たちの育

成の場でもある。 

文化芸術創造支援事業にお

ける創造活動件数 

（対象ＮＰＯの検証） 

・にしすがも創造舎という１ＮＰＯの活動ということだが、

区民とどのくらい接点があるのか。一緒にやるＮＰＯをも

っと増やすという手もあるのかもしれない。 

→廃校施設を使った文化発信が、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、視察が多

い。そこに行政とＮＰＯと、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

でもあり、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。 

 

（３）生涯学習・生涯スポーツの推進 

成果指標 主な委員意見・回答 

図書館登録者１人あたり貸

し出し冊数 

（評価基準の明確化） 

・どれくらいならＡ評価となるのか。 

→100％にほぼ近いところにいけばＡである。 

（指標の信頼度の向上） 

・景気の影響を受けるので、除外する方法を検討する必要が

ある。 

（豊島区の「売り」が必要） 

・「適切なレファレンスサービス」は常識的な範囲であり、ど

この図書館でもやっている。「これをやっているから増やし

ている」という説明が聞きたい。 

・区民の満足度、情報の収集度合いの割合もあるとよい。 

地域文化創造館利用団体登

録数 

（評価基準の明確化） 

・どれくらいならＡ評価となるのか。 

→100％にほぼ近いところにいけばＡである。 

（実際に結びついた活動を示すことが必要） 

・アウトカムはどのように把握するのか。 

→学びの成果をいかに地域に還元するかなので、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
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少しずつ出てきているので、蓄積していきたい。 

・すべての団体の成果を網羅するのは大変なので、10件でも

よいので、こんな成果があったと示すことが必要である。 

区民のスポーツ実施率 （区民意識調査との関連性） 

・平成 23年度は良い数値だが、区民意識調査の「地域でスポ

ーツに親しむ環境や機会がある」は減っているが、どう考

えるか。 

→グラウンド、体育館、プールをイメージし、それが充実して

いるのかで評価をしていると捉えている。スポーツ実施率

は幅広に捉えており、そこでのニュアンスの違いなども影

響していると考える。 

・スポーツ実施率は結果で、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を考える

べきである。 
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４ 成果指標の設定に向けた今後の方向性（現時点での事務局整理）                

 

① 評価基準の設定 

・評価の基準を予め設定する。 

・評価基準の設定にあたっては、必要に応じて数値以外の要素も加味する。 

 

② 指標及び目標値の設定根拠の明確化 

・年次や担当者がかわっても評価ができるよう、設定根拠を明確にする。 

 

③ アウトカム指標とそれを補完する指標の設定 

・指標は可能な限り、アウトカム指標を設定する。 

・指標を補完する補助指標を必要に応じて設定する。 

 

④ 毎年度、進捗状況の把握ができる指標の設定 

・評価を行うため、指標は毎年度、把握できるものとする。 

 

⑤ 指標に影響を与える変数（外部要因）の把握 

・指標の信頼度向上のため、指標に影響を与える変数（外部要因）について把握し、可能な

限り除外する。 

 

⑥ 計画期間中における指標の再設定 

・再設定の仕組みを定めたうえで、計画期間中でも必要に応じて指標や目標値の見直しを

行うこととする。 

 

⑦ その他 

・目標値は矢印ではなく、数値で設定する。 

・指標と施策や事業との因果関係の明確化を図る。 

・区の施策との関わりが高いものを指標とする。 

・できる限り将来を見据えた指標の設定を試みる。 

・一定程度の役割を果たした指標は、新たな指標へ変更する。 
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