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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（平成 27年度第 3回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・長期計画担当課長・行政経営課 

開催日時 平成 27年 11月 4日（水） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 庁議室（庁舎 5階） 

会議次第  

１． 開 会 

２． 議事 

(1) 新基本計画成果指標候補の点検について 

(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（拓殖大学政経学部准教授）・猪岐幸一（公認会計士）・池田隆年(特定非

営利活動法人日本ファシリテーション協会監事／フェロー)・水島正彦（豊島区副区

長）・齊藤忠晴（豊島区政策経営部長） 

欠席１名 

区側 

出席者 

総務課長、男女平等推進センター所長、区民活動推進課長、地域区民ひろば課

長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、地域包括ケア推進担当課長、障害福祉課

長、健康担当部長、子ども課長、子育て支援課長、保育課長、学校施設課長、指導

課長 

事務局 企画課長・長期計画担当課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

事務局： 第３回豊島区政策評価委員会を始めさせていただきます。 

なお本日、Ｃ委員はご欠席でございますが、ご意見等につきましては事前にメモを頂

戴しております。折に触れて委員長からご紹介をいただければと存じます。 

原田委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは、これより本年度第３回の政策評価委員会を開会いたします。 

（１）新基本計画成果指標候補の点検について 

原田委員長： 早速、審議に入りたいと存じます。本日の議事は、新基本計画成果指標候補の点検に

ついてです。 

まずは、地域づくりの方向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」と、地域づくりの方向２「多様性を尊重し合えるまち」から議論します。説明

をお願いいたします。 

区民活動推進

課長： 

初めに、施策1-1-1「区民参画の推進」からご説明します。成果指標の１つとして「区

政への区民の意見の反映について肯定的な回答をする区民の割合」を設定しています。

現状の割合は38.7％ということで半数以上が否定的な回答ですので、これを肯定的な回

答にするために後期目標では50％まで割合を上げていくとしました。この50％につきま

しては、平成31年度を44％と設定し、現状値との差を年度数で割り戻して、毎年度その

値をプラスしている形になっております。 

どのように引き上げていくかということについては、これまでも様々なセミナーや講

座の開催などを行ってきましたけれども、さらに積極的に実施するとともに、今後それ

ぞれ各課で地域に出て、テーマ別に時限的に地域協議の機会を設けて、関心のある区民

の方に参加してもらうなど、そういう形で意見の反映を促進できるように持っていけれ

ばと考えているところです。 

地域区民ひろ

ば課長： 

次に、施策1-2-2「地域における活動拠点の充実」の成果指標の２つ目で、「地域区民

ひろばの子育て世代を含む年齢層（18歳から64歳）の登録者数」について説明いたしま

す。区民ひろばを利用していただく時には登録をすることになっており、この登録者数

をこの世代で上げたいという思いで指標を設定してございます。現在は5,449人が登録

しておりますが、10年後には7,400人にしたいということで、これは10年後の全体利用者

数延べ100万人の達成を想定した場合に、現在の登録率をもとに設定したものです。今、

高齢者については高い利用率を確保することができておりますが、18歳から64歳までの

世代では登録率は高いものの利用率が少ないということで、やはり登録率をもう少し上

げながら利用率を上げていく必要があるということで、特に区民ひろば、この世代の年

齢層が少ないものですから、こういう形にしてございます。 

総務課長： 続きまして、施策2-2-1「平和と人権意識の普及・啓発」です。成果指標は区民意識調

査による「地域社会において平和と人権が尊重されていると考える区民の割合」として

おります。数値は平成22年度が15.6％、平成25年度が16.8％と微増している状況で、具

体的な数値を入れるにあたっては少し考えましたけれども、10年後に直近の数字より10

ポイント以上増加させることを目標に、前期22％、後期27％の目標を設置しております。 

男女平等推進セ 最後に、施策2-3-3「配偶者等暴力防止対策の充実」の成果指標です。成果指標として
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ンター所長： は２つ設定しておりますが、「男女共同参画社会に関する住民意識調査」に基づく指標を

補助するものとして毎年把握できる「受けた暴力の被害期間が10年以上」という指標に

ついて説明いたします。数値は、豊島区配偶者等による暴力相談実態調査によるもので、

設定理由としては、被害が潜在化や重度化しているかを示すのに10年以上というところ

を取り、これを10年後に現在の半数とするために、前期14％、後期8％という目標を設定

したところです。 

原田委員長： ありがとうございました。初めにＣ委員からいただいたご意見を紹介しますと、区民

参画の推進については「二元代表制の下での『区政への区民意見の反映』は本来、区議

会が果たす役割です。この点を曖昧にすると、『区民参画による意見が区の結論にならな

いのは怪しからん』との思いを抱く人も出てきます。区民参画とは、区のイベントに参

加することを超えて計画段階から参考意見を求め、実施に反映させることを目指すもの

だと考えます。その点からすると『計画づくり、イベント企画等で区民参画が行われた

数』のような直接的な指標が適切だと思います」ということです。いかがでしょうか。 

区民活動推進

課長： 

イベントによっては、その開催場所によって参加する方も限定される場合もありま

す。またイベントに参加した方の数で意見の反映というのも、正確な数字をとる上では

やはり難しいのかなと考えております。むしろ、区民意識調査に基づいて不特定多数の

方も含めて判断したほうが、参画の割合については正確を期すことができるのではない

かというように考えております。 

原田委員長： なかなか難しいところですが、仮に予算の関係でアンケート調査を実施しないとなっ

た場合、成果の把握はどうなるのでしょうか。 

つまり、普段の仕事でこれは上手く出来た、出来なかった、あるいは結果が得られた

というような感触はどこで覚えるのかということです。多分、そういったものを指標に

使っていただくほうが、対象が限定的であっても、直接的な、本当に肌身感覚で区の職

員が感じておられるのかなと思うのですが、どうでしょう。 

区民活動推進

課長： 

やはりイベント等で成功したと思うのは、参加者数が予定よりも多く集まり、それも

一部地域でなくて幅広い地域から集まったということになると、これは上手くいったと

いうように判断はできると思います。 

原田委員長： そういうことを指標化できるかという議論に、おそらくなるのかなという気がいたし

ますけれども。 

ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 自分の住んでいるところでも、肯定的か否定的かはともかく、関心を持ってくれてい

る方の数というのをすごく重視しています。反映されてないと思う方も意見は言ってく

れている方です。ですから、そういう意味では意見の数とか、意見を言ってくれる人の

数というところから、関心を持っている人の数を高める、高められたかどうかを確かめ

るような指標があったとすれば、大変うれしいところです。やはり、最大の敵は無関心

というところがあるので、そこをもし深掘りしていただければと思いました。 

Ａ委員： 私も関連してですが、肯定的な回答をする区民の割合、パーセンテージを上げるため

には、課としてどのようなことができるのでしょうか。有力な、効果的な事業は何なの

かということです。 

区民活動推進 肯定的な回答を上げるには、やはり参加する機会がいろいろな形で幅広くあって、例
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課長： えば日中参加できない人でも参加できる手法があって、そういった形で参加する機会が

多いというのが一つの鍵になるというか、肯定的な意見が増える要素でもあるのかなと

思います。 

Ａ委員： その機会を拡大したという指標はとれないのでしょうか。例えば、こういった委員会

の委員に一般の区民の方がなっていただける機会を増やしたと。それがどの位の数なの

かと。 

 区民活動推

進課長： 

もちろん、時間帯をずらしたり、夜間に開催したり、あるいは土日に実施したりと、

そういった形で様々な方が参加できるような工夫はこれまでもしてきてはおります。た

だ、なかなかここに掲げてある割合について高い数字が出てこないというのが現状なの

かなとは思っております。 

原田委員長： やはり目標というのは、効果的な事業との関連の中で立てていくものであって、区の

努力としてでき得るものを掲げていくということで足りるし、そうでないと議論ができ

ないのではないかという気がいたします。 

ですから、アンケートに頼るということももちろん大事ですけれども、そうでない形

で、職員の方々のモチベーションにもつながっていくような指標になっていくというこ

とがともて大事なところかと思います。非常に難しいということは承知の上で、Ａ委員

もご質問なさったのかなと思います。 

同じ質問をしますが、「平和と人権意識の普及・啓発」では、アンケートを実施しなか

った場合はどうでしょうか。 

総務課長： 区が実施した事業によって、即この数字に反映されるかどうかというのは少々難しい

かなというように考えています。もう一つの案としては、区が行った啓発事業に参加し

た方に対するアンケートということで、今年度、一度とってみました。そうしたところ

700名の参加で回答者は260名でしたけれども、そのうち、この区民意識調査とほぼ似て

いる「平和と人権尊重が社会に浸透していると思いますか」という設問に対して、29％

の方が「浸透していると思う」という回答をしております。関心を持っている方たちが

この平和展に来ているという想定の中では、一般的な調査よりも高い数字の方々が「浸

透していると思う」と答えておりますが、区全体の調査がないということであれば、総

務課が実施している人権、平和関係の事業の中でその都度アンケートをとっていくとい

う形がとれるかと思います。 

Ｄ委員： 平和については、ここ何年か残念な事件や事故とかがありまして、危険ドラッグ撲滅

に向けた集会などもされたと思います。その辺の事件が起きたことの影響や対策の結

果、何か変化ですとか、区民意識に反映されたというようなことは、直接的にはないの

でしょうか。 

総務課長： 今のお話は、安全・安心という分野、治安対策のほうになりますので、ここで掲げて

いるのは、憲法に言う平和と人権という非常に大きなテーマになるかと思います。 

Ｂ委員： 今の平和と人権意識の普及・啓発のお話の中で、イベントごとにアンケートをとると

いうやり方は、区民参画の推進にもよい手法ではないかと思います。やはり、他の委員

の方もずっと懸念をされていますけれども、施策 1-1-1の区民参画の推進は、指標の設

定理由が区民参画の度合いを測るのに適切と思われるためとありますけれども、指標を

見ると区政への区民の意見の反映について肯定的な回答をする区民の割合とありまし
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て、やはりアウトカムとしては非常にぼんやりしている。もう少し言うと、区民の意見

の反映というのは、イベントに参加しただけで、その種類にもよりますけれども、区民

の意見を反映するタイプのイベントでなくても反映される可能性もあるので、イベント

に参加して肯定的な回答をする区民の割合が増えたということと、イベントに参加して

何らかの意見が行政、自治体のほうに反映されたと考えて肯定的な回答をしたことと、

何か混同してしまっているという印象を受けております。 

区民活動推進

課長： 

イベントの中で、アンケートの回答というのは実際のところそれほど多くはないので

す。イベントが終わってアンケートを出す方というのは半数あればよいほうで、なかな

かイベントの後にアンケートというのは行えないのです。ここに記載してある基本計画

策定のための区民意識調査は、5 千人の方に無作為でアンケートをしておりまして、そ

のうち約 2千人の方の回答をいただいて、設問に対する回答をまとめているわけですけ

れども、やはりイベント毎だと、多くて五、六十人ぐらいの規模だと思うのですけれど

も、その中でのアンケートがその半分ぐらいと考えると、やはりこういった大きなアン

ケート調査のほうが、豊島区全体の意見の集約にはなるのかなとは考えております。 

企画課長： 少しよろしいでしょうか。 

原田委員長： 事務局どうぞ。 

企画課長： 念のため申し上げますと、本日は12項目の指標候補をピックアップさせていただいて

おりますけれども、それは所管部局でもどういう指標を設定して効果を見ていく、ある

いは進捗の度合いを見ていくのが相応しいのかで苦労されていると感じられるものを、

事務局ではピックアップするようにしておりまして、委員長とも事前にそのような形で

整理をさせていただいております。 

いずれにしても今日は、成果指標候補の良し悪し、白黒を付ける場ではございません

し、むしろアドバイスをいただける場と考えております。それぞれが設定した指標を、

例えば、何とかこれは変えたくないと守る必要は全然ないので、フラットな立場でぜひ

所管の皆さんも、そういう方法があるのであれば補助的に考えてみようかとか、柔軟に

受けとめていたただき、アドバイスいただける貴重な機会を得ていると受け止めていた

だければと思います。 

原田委員長： 少しだけ付け加えて申し上げますと、設定したその指標そのものがどうかということ

よりは、私はどちらかというと指標を設定するプロセスのほうがより大事なのではない

かと思っています。そういう意味では今日の意見をぜひ課内に持ち帰っていただいて、

もう一度ディスカッションしてもらって、どういう形で本当に自分たちの仕事の成果が

出たということを捉まえたらよいのだろうかということを自問自答する、そういうきっ

かけになるほうがより生産的であると思っています。 

昨年度の基本計画の進捗状況の点検の際にも感じましたし、今回もこうやって指標の

議論をしている際に感じるところですけれども、やはりベストな指標というものは早々

簡単にはなくて、他の自治体のものを眺めて真似ができればと思って使ってみたところ

が、やはりぱっとしないということがよくあると。そういう意味では、正解が最終的に

ないのかもしれないけれども、そういう一つの指標を設定する際のプロセスとしてお考

えいただいて、そちらをより重要視するという趣旨でこの機会を持っているというよう

にご理解ください。 
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あわせて、「受けた暴力の被害期間」について伺うのですが、現状が 16.7％というこ

とで、暴力を受けていた期間が 10 年以上と答えた方が 16.7％というのは６人に１人だ

ということで、それを 12人に１人にしたいということでしょうか。 

男女平等推進セ

ンター所長： 

そのとおりです。 

原田委員長： それは、どれくらいのマンパワーを要すれば、そういう 10年以上暴力を振るわれてい

たという人を発見することができるのでしょうか。 

男女平等推進セ

ンター所長： 

この調査自体が相談にいらっしゃった方に調査をするものになっておりますので、な

るべく早く相談機関につながれば、実際の被害を受けた期間というのは短くなるのでは

ないかと考えております。そのため、もう一つの成果指標として、ＤＶ相談を区が実施

していることを知らない人の割合を減らしていく取り組みをあげております。そちらが

実現していくことによってなるべく早く相談につながり、相談を受ける期間が 10 年以

上経つ前に、なるべく短い期間に相談を受けられるようになればということで設定した

ものになっております。 

原田委員長： 趣旨はよく理解ができるのですけども、実際に 10年というのは、例えばこれは配偶者

等というのはパートナーですとかも含むのだろうと思いますが。 

男女平等推進セ

ンター所長： 

そのとおりです。 

原田委員長： 例えば、25歳の若い夫婦ではここに該当する可能性はないわけで、そうすると、ある

程度世代がいったご夫婦が、これでこういう暴力が夫婦間であればというわけですね。 

男女平等推進セ

ンター所長： 

世代が若い方が、暴力かどうかわからないと思いつつ悩んでいる時点で、こちらの相

談機関に来ていただければ、５年とか 10年経たないで相談して、何らかの対応につなげ

ていけると考えました。 

原田委員長： なるほど。となると、例えば 10年後までの豊島区内のファミリー世帯の、夫婦の年齢

構成の変化というのは考えていらっしゃらないのですか。これだと、右上がりにやって

いきたいというお気持ちは非常にわかりますけれども、社会経済の変化というのは、そ

こに織り込んでいるというわけではないのですか。 

男女平等推進セ

ンター所長： 

現在の割合を踏まえて半減という目標を立てましたので、おっしゃっていただいたと

ころの世帯構成や実際にどういった方がいるかというところも検討して指標を設定し

てはということですね。 

原田委員長： 若い世代のほうが暴力を振るうとか、年齢が高いとそうではないとか、そういうこと

が果たしてあるのかどうかというのも含めて、やはりそういう世代がこれだけ増えてく

ると、あるいはこういったことなのでこうだ、という説明のほうがなるほどと受け取れ

ます。単純に右上がりですということは、これ頑張りますというようにしか聞こえない

ところもあるので、すごくお気持ちはわかるのですけども、あとはどれくらいのマンパ

ワーを投入すれば、要するに広報でもこういうことを周知すればどれぐらい人が来る

と、その中で該当する方を見つけられる。だからこうなのだという説明がロジカルに欲

しいなという気がします。 

他には如何でしょうか。 

Ｅ委員： 地域区民ひろばの登録者数ですけれども、先ほどのご説明の中には、比較的若い方の
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利用率を高めたいというご説明があったと思います。指標では登録者数となっています

ので、そういうきちんとした目標として、若い新たな世代層を取り込むために比較的若

い方の利用率を高めるというあたりが上手くとれる指標があるようでしたら、そちらの

ほうがはっきりするように思いました。 

地域区民ひろ

ば課長： 

区民ひろばが17年度に始まった時から、この登録率と利用率はずっと数字で追ってい

くことができるので、やはりどちらかの数字を使いたいと思っておりました。ただ、利

用率に関しては登録と利用の関係の整理といったところがあり、やはり登録者数を増や

して、なおかつその世代が利用しやすいようなひろばにしてくということが大前提だろ

うと思っています。もし、この世代の利用率を上げていく、利用者を増やしていくとい

う指標のほうがよいというご意見をいただけるのであれば、また考えたいと思います。 

原田委員長： 登録している人と利用している人の関係みたいなものを分析なさったことはあるの

でしょうか。 

地域区民ひろ

ば課長： 

高齢者の方は登録が少なくても何回も利用される、つまりリピーターが多いというよ

うな傾向が出ております。ただ、若い世代の方たちは登録をするものの利用回数が少な

いというデータが出ていますので、課内での議論では、やはりもう少し登録率を上げて

いく、知っていただくということは重要ではないかとしてこの指標を設定したという形

になっております。 

原田委員長： 他方で、登録してもしょうがないではないかという議論がありながらも、登録しない

と利用しないわけですから、そういう意味では登録のほうから今やりたいということな

のですが、これもやはりこの世代、年齢層の変化、この10年間の変化みたいなものを織

り込んだ数字になっているのでしょうか。 

地域区民ひろ

ば課長： 

区民ひろばは平成17年度からモデル実施が始まりましたけれども、やっと今年度22か

所がそろいました。ここからスタートだというようなことがありますので、この27年度

を基盤にして数字を上げていって、大体達成が可能ではないかと思われる数値にしてご

ざいます。 

原田委員長： 大体達成できそうなというのはどういう感触でいらっしゃるのか、そこが大事なとこ

ろですが。 

地域区民ひろ

ば課長： 

施設の改修があった場合には休館となりますが、そうすると、その部分の利用が１か

所で概ね３万５千人ぐらい少なくなります。登録もそれによって下がりますので、そう

いったことを織り込むとこの数字は妥当な数字ではないかと考えます。今までの増減、

増えてきたペースに合わせてよいのではないかというところです。 

Ａ委員： この登録者数について、人口などの分母は考慮しなくてよろしいのですか。 

地域区民ひろ

ば課長： 

豊島区民は現在 28万人おります。その中で 10年後にどのくらい増加するかというと

ころも課内の中で議論しましたが、それは勘案しなくてもよいのではないか、27万人で

あっても 28万 2千人であっても余り影響がないのではないかと考えたところです。 

Ａ委員： 前提として、ひろばは区民の方しか登録できないということでしょうか。 

地域区民ひろ

ば課長： 

区民以外の方でもご利用できます。ただ、基本は区に住所のある方という形で登録し

ておりますので、昼間人口といったところは加味しなくてもよいのではないかと思って

おります。 

原田委員長： これは大事な論点で、基本構想審議会の中でも私が委員の皆さんと確認したところで
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すけれども、成果指標まで含めて基本計画であると言っているときに、人口の変化はこ

れからこうなるということを示している。それは一応考慮しませんというふうに、考慮

しなくてもよい指標であれば差し支えないのでしょうけれど、考慮しなくてよいのであ

ればどうして基本計画は人口の説明から入るのか、という話にもやはりなると思うので

す。ですから、そのあたりは本当にそうなのか。人口推計にあたっては、この地域がど

れぐらい増えるとか減るとかいうデータを作成していると思います。もちろんデータに

もいろいろ幅はありますが、そういったものも参考になるのではないかと思いますが、

事務局どうでしょうか。 

企画課長： 人口推計については、小学校区単位で推計を行っておりますので、年齢別にデータを

とることも可能でございます。そういうことでいうと、区民ひろばの今後を考える上で、

地域差みたいなことを考える一つの参考にしていただくことはできるかと思います。 

原田委員長： 手間の掛かる仕事かなという気もしますけれど、努力しがいがある数字になるという

気がします。あるいは、逆に努力しがいのない数字にならないようなことができるかな

という気もしますので、人口をお使いになるときにはもう少し考える余地があるのかな

という気がいたしました。 

一言だけ付け加えますと、別の会議での話ですが、「目標を達成した場合に、ああ、よ

かったですね」と本当にしてよいのか。やはり目標を達成した場合でも、本当にこの目

標を達成したことが自分たちの努力によって達成できたのかということを、やはり考え

る必要があるでしょうということを申し上げました。そういう意味では、達成できるよ

うにお祈りするだけで、何ともならない指標を設定するというのはやはりよくないこと

です。指標のターゲットが狭いとしても、区役所の方々のご努力がこういうふうに反映

したのだということが掴みやすいもののほうが、ディスカッションしやすいのではない

かと、区民の方々にとってもそうであろうという気がいたしました。 

原田委員長： それでは、その次のテーマ、地域づくりの方向３「すべての人が地域で共に生きてい

けるまち」に移ります。こちらについても順にご説明よろしくお願いいたします。 

障害福祉課長： 初めに、施策3-1-1「福祉コミュニティの推進」の成果指標、「障害者サポート講座参

加者数」をご説明します。この障害者サポート講座は、地域の拠点であります地域区民

ひろばを会場に、障害者の方への簡単なサポート方法を学んでいただくことで、サポー

ターを増やしていくという事業です。講師は、視覚障害者当事者や知的障害、精神障害

の施設の職員などになっていただきまして、ブラインドウオークの疑似体験なども実施

しております。知的障害、精神障害の方々の障害の特性、ちょっとした手助けの方法、

声の掛け方など簡単なサポート方法を教える内容になっております。 

平成 26 年度の参加者が 185 名で、現在は毎年４回程度を開催しております。目標値

としては、参加者を毎年 10 名程度増やしていき、37 年度には年間で 300 名の参加者に

したいと考えております。今は平日の昼間に実施しておりますので、講座内容の見直し

のほか、開催の時間帯や開催回数の増加など、今後工夫して受講者数を増やしていきた

いと考えております。 

福祉総務課長： 次に、施策3-1-2「総合的・包括的なケア基盤の充実」に関する成果指標です。「介護

老人保健施設の定員数」ということで、現状、平成27年度で206名ですが、これを平成32

年度に356名、37年度に456名としていきたいということでございます。平成16年に池袋
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えびすの郷、平成17年４月に安寿という、現在２つの老健施設がございますが、平成17

年以降ずっと206名という状況が続いております。今、整備に着手をしている案件がござ

いまして、この完成が平成29年度、150名の増加が見込まれますので、356名を目指して

いるというところです。 

今回、同様に特養についても成果指標として設定したかったところですが、今回は老

健のほうを上げさせていただいております。特養ですけれども、老健と同様に平成17年

以降、546名というところで増加ができておりませんでしたけれども、平成27年度に入り

まして188床のベッド数が確保できているという状況で、今現在で申しますと23区平均

を特養は上回っておりますので、まだ下回っている老健を今回、成果指標として掲げた

次第です。今後につきましては、高齢者人口の増加などを織り込んだかたちで目標数を

定めたということでございます。 

地域包括ケア

システム推進

担当課長： 

続きまして、施策3-2-4「介護予防の推進」の成果指標についてです。成果指標は「高

齢者のうち外出頻度が週１回以下の方の割合（介護給付利用対象者を除く）」を設定して

おります。現状値が11.9％、５年後を10.8％、10年後は9.3％を目標としております。こ

ちらの数値は、介護保険事業計画を策定するためのアンケート調査をもとにいたしま

す。設定の理由としては、これまでの介護予防は高齢者の方の心身の状況に着目した取

り組みを中心としておりましたが、これからの介護予防については、高齢者ご自身の活

動や参加を高めること、それらにバランスよく働きかけることで介護予防につながると

いう考え方になっております。そのため、本区におきましても、高齢者の方の居場所づ

くりや出番づくりといった取り組みを進めていきたいと考えております。これにより高

齢者の方の外出の頻度が高まってくるという考えから、この指標を設定しております。 

目標値の根拠ですが、現在週１回程度外出していると答えた方が98人いらっしゃいま

した。そのうちの半数が10年後には週２回以上外出するようになっていただきたいとい

うことで、目標として設定しております。今回は直接的に介護予防の取り組みを進める

わけではなく環境に関与していくということですので、取り組みが進むまでは指標の動

きは少ないと考えております。 

健康担当部長： 最後に、施策3-3-2「こころと体の健康づくりの推進」の中の成果指標の１つ「子育て

世代の区内定着率」でございます。子育て世代の区内定着率については、保健所に妊娠

届を出した方と、お子さんが３歳の健診で保健所に来られた方の人数を把握すること

で、どのくらい区内に定着してくれているのかを測ることができます。指標とした理由

ですが、こころと体の健康づくりの推進という施策は非常に幅が広く、様々な事業で構

成されています。その中で、やはり昨年の消滅可能性都市の話から、少子化に歯止めを

かけ、子育て世代の定住化を進めていくと。結婚から子育てまで切れ目のない支援をす

るというのが非常に重要な施策として推進している中で、それを測る指標として一番ダ

イレクトではないかと考えたところです。 

現状値としては、平成25年度が62％となっております。現在はこの前後で推移してい

るところですが、それを５年前の平成22年度は65.3％でしたので、５年後の段階ではそ

こに近い65％を目標値として設定したいと考えております。 

ただこの施策、保健所だけでできる施策ではありません。今でも、保健所の事業、子

育て支援課の取組みのほか、保育園、教育、環境、公園、仕事などいろいろな要素が絡



第 3 回会議録（271104）.docx 

- 10 - 

んできますので、区の施策全体の指標になるというところもあります。それをこの施策

の指標としてダイレクトに使ってしまうことが良いのかどうかというのは、議論がある

ところなのかなと感じています。もし保健所のところの施策として使うのがどうかとい

うことになりますと、保健所では女性のための健康相談といったところもメインになっ

ておりますので、その相談件数を指標として使うということも考えているところです。 

原田委員長： ありがとうございました。 

Ｃ委員からの意見も踏まえて、私から幾つかお尋ねいたします。まず、障害者サポー

ト講座の参加人数と老健施設の定員数ですけれども、この２つとも施策ではなく個別の

事業をつかまえている指標ではないか。Ｃ委員がこの２つについてそのようなことを書

いてらっしゃる。私もそう思うのです。その意味では、事業がたくさんある中で、これ

ぞメインの事業の指標をピックアップされたということなのか、そのあたり施策と事業

との関係をご説明いただければと思います。 

障害福祉課長： 障害者サポート講座についてですが、セーフコミュニティの障害者の外出の安全から

端を発した事業でして、障害者が社会参加、外出をする際には３つのバリアがあり、ハ

ード面とソフト面と情報面、その３つのバリアを解消するためのアプローチということ

でございます。このうちソフト面、心のバリアフリーの事業として、区として重点的に

取り組んでいるのがこの障害者サポート講座になります。 

それと、障害者の安全の対策委員会の中の指標では、アンケート調査の結果で、街な

かで障害者など困っている方を見たときに声を掛けられなかった人の割合を低くして

いくことを一つの指標として設定しております。なるべく声を掛けられなかったという

方を減らしていこうというようなところを指標として設定することも可能です。 

福祉総務課長： 老健施設は定員数を目標値に掲げております。ご指摘のとおりでありまして、ケア基

盤の充実といった施策と、事務事業としての老健に着目をしたというところにつきまし

ては、どの指標が最も端的に成果を表わすのかというところでございます。本来であれ

ば、さまざまなカテゴリーごとの目標率のようなものを全体的に評価できるようなシス

テムを構築して、全体のポイント数みたいな形で状況を表現できるとよいのかなと思っ

ておりますが、それぞれの指標で、やはり23区の状況、あるいは都内の状況といったよ

うなものが大きく異なっており、例えば人口密度が高いからこそ有効な24時間の訪問サ

ービスみたいなものは豊島区では非常に先行しておりますが、施設系は非常にまだ足り

ない。区内には単身高齢者が多いというようなことを考えますと、在宅生活の限界点が

どこかできた上での、その先の不安といったようなところがやはり区民には多いので、

そういった中で施設系のところを取り上げたというところです。 

原田委員長： このあたり非常に難しいところですが、逆に、こころと体の健康づくりの方は、施策

を包含するような指標では一見なさそうだけれども、幾つかの施策にも関わるし、事業

にも関わるような指標を上げておられる。ですから、成果指標の目線合わせみたいなと

ころでいうと、今の２つの所管課は特定の事業にある程度つながっているようなもの

を、こころと体のほうは、もう少し大きくて、一見つながりがなさそうだけれども、何

となくなるほどと思うところもあるという気がいたしました。 

Ｅ委員： 今の老健の定員数のお話、非常によくわかったのですけども、一方で委員長のおっし

ゃる難しいなというのも同感で、ただ、一つ知りたいのは、東京都の施設の平均整備率
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ではなくて、区内の待機の方。つまり、区民の方が満足をするのは、誰でも必要な時に

入れるというのが一番、あるいは在宅でもサービスが受けられるといことだと思うので

すけれど、その数ではなくて、何かある程度率として、このぐらいの率、何年後には要

望に応えられるというような出し方というのは難しいでしょうか。 

福祉総務課長： 待機のところも非常に重要な指標だと思っておりまして、今お申し込みをいただいて

いる方の待機の状況というのは、常にプロットをさせていただいております。しかしな

がら、例えば今、新しく施設ができたわけですけれども、やはり目に見えた形での変化

が生じますと待機者も増えると。状況としては、既存の施設の待機者の方が減っており

まして、新しいほうにシフトしているのかなというところでございます。私どもとして

も今後も注意をしていくべき指標だとは思っておりますが、今回一つだけ選ぶとされた

ときには、少々難しいところがあると思ってしまいました。 

原田委員長： これから増やしていこうということで、平成 32年度に 356床になさると、150床を足

しているわけですけれど、私は 7月に実施した政策評価の研修会の中で、この施策が上

手くいったかどうかというものを、できる限り全庁的に評価の標準化をしてほしいと。

概ね上手くいった、非常によくいった、超過の過剰達成、あるいはそうではない場合。

この 150床というのは、ある年度に一度に数値として表れるわけですよね。その場合に

どういう評価になるのか。要するに、頑張りがいがある目標なのかどうなのかというの

がよくわからない。そういう意味では、非常にこの施設を拡充していくということは、

当然いろいろな業務が発生するわけですけども、施策が上手くいっているということを

捉まえ切れるのかというと、やはりなかなか難しいところもあるのかなという気がしま

す。如何でしょう。 

福祉総務課長： 充実をしているかどうかといったような施策なのかなと思っております。ケア基盤の

充実にもさまざまなメニューがありますので、どこに着目するのか。それを上手く標準

化というか、得点化みたいな形で表現できるような手法が開発できればよいのかなとい

うように思っておりますが、それと、先ほどご指摘をいただいたアウトカムというか、

ユーザーの立場からして今どういう状況にあるのかといったところが表現できればよ

いのだろうと思っていますが、その辺がお申し込みの状況と、本当に入らなければいけ

ないという状況の間に若干乖離があるように感じているものですから、悩ましいという

ように思っております。 

原田委員長： もう一点、これは見え方によってはですけれども、お金を投入すれば直ぐできるので

はないかというように思えると。そうした意味でいうと、お金を同じだけ投入するので

あれば早くつくるとか、そういうことだってあり得るのかなと。もちろんこれは予算の

制約はありますけれども。ですから、何となくニアリーイコール行政資源というか、予

算なのではないかと見えてしまうのですが、実はそうではないということがあったらお

聞かせいただきたいと思います。 

福祉総務課長： 特養も老健もここにきて 10 年振りぐらいに整備ができるような形になってきている

状況がございます。老健あるいは特養というのは、これまで地域の中でも迷惑施設と捉

えられがちで、なかなかご理解をいただきづらかったところもございました。ただ、高

齢化がこれだけ喫緊の課題になってきますと、周辺の皆様のご理解も得やすくなってき

ているというのはあるかなと思っております。ですので、今、委員長がおっしゃったよ
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うに、財政的な投入だけをすれば今までもできたのではないかというと、割とそうでは

なくて、やはり今、タイミングが非常によいのかなというように思っております。 

原田委員長： なるほど。ほかの委員の方々いかがでしょうか。 

Ａ委員： 障害者サポート講座には、参加者の定員はあるのでしょうか。 

障害福祉課長： 定員は特にございません。 

Ａ委員： そうすると、目標値の根拠として年間開催回数とあるのですが、回数は全く考慮しな

くてもよい。回数も増やして人数も増やすという目標は立てないのでしょうか。 

障害福祉課長： 回数は今現在、年に４回開催しておりますが、参加者数を１つの年度で増やしていく

には回数も増やしていくというような見直しが必要だと思っております。 

Ａ委員： 一般的に考えると、回数を増やせば人数も増えますので、回数を目標値に入れるとい

うことは難しいのでしょうか。今４回のものを、何年後かに何回にして何百人にすると。 

障害福祉課長： やり方を少し考えることでそういったことも可能でございます。 

原田委員長： 回数ですか。ほかの方々いかがでしょうか。 

Ｂ員長： やはり、初めに説明をいただいたグループと、今ご説明をいただいているグループの

成果指標を同列で並べると大変ばらつきがあって、どのように考えたらよいのか。初め

のグループはかなり包括的に捉えようとされていて、そこで苦労をされて指標としてど

うなのだと言われ。こちらは余りにアウトプットなので、そうするともう少しアウトカ

ムとして出されて、例えば福祉コミュニティの推進については、障害者サポート講座を

行ったことによる参加者数、これはアウトプットですよね。それによって何を実現しよ

うとしているのかで、説明の中にあったのは、参加された方が障害者の安全についての

関心を向け、お声掛けをするとおっしゃいましたが、むしろそのほうがアウトカムなの

です。申し上げたいのは、施策3-1-1は非常にアウトプットだということです。老人保健

施設の定員数についてもご説明の中で、ストーリーの中で定員数がアウトカムを測るの

に相応しいのだということを説得できるのであれば、あり得るのかなと思います。 

それから、施策3-3-2の成果指標である子育て世代の区内定着率については、ご説明が

あったとおり少し大きいのかなと思います。ただ、この指標はすごく興味深い。やはり

区の全体の方針と関わっているので、区全体の計画の中でこの数字を用いて、担当して

いる課の関係しているものをここに示すと、大変インパクトのある体系立った基本計画

になるのではないかという印象受けました。 

健康担当部長： ご指摘のとおりだと思っています。ですので、事務局にお願いしたいのは、こういう

全般にわたるような指標を幾つか考えてもらって、それを構成している所管部局の施策

の成果指標を見ていき、あるいは合わせていくことで、総合的な指標が見えてくるよう

な感じのものができると理想的かなと思っています。 

私どもとしては、ここで例えば、女性のライフプラン形成のための健康相談の実施回

数であるとか、それに関連した指標を用いたとしても、他の住宅施策や子ども施策の成

果指標と合わせて、どれが最終的に子育て世代の定着率にどのくらい反映したというよ

うなことが分かってくれば、より良い使い方になるのかなと考えています。 

原田委員長： 今のご指摘、私も非常に興味深いところがございます。他方で、今回は施策レベルで

指標を設けようといったところがあります。Ｂ委員がおっしゃるように、これはやや包

括的過ぎるが、使わないのはもったいないなという気持ちもあり、では今回の基本計画
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の中でどうすべきか、ということです。事務局いかがでしょうか。 

長期計画担当

課長： 

こころと体の健康づくりの推進を測る指標としては、確かに少し広過ぎるかなという

印象を受けてございます。他方で現在、この基本計画の策定以外にも「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」、人口減少社会に向けた対策を示す計画を作成中でありまして、まさ

にこの指標は、そちらの計画の指標に使えればと思って聞いておりました。 

原田委員長： そういう意味では、ぜひ活用の可能性を探っていただきたいと思います。 

全般的に思いますのは、すべての施策の成果指標を並べたときに、やはりいろいろな

でこぼこ感があるような気がますますしてきました。先ほどご説明のあったポイント性

みたいなところも、本当はそういう発想なのだろうと思います。基盤を形成する、しか

しその基盤がそれぞれ１個１個全く別個に動いていて、そのうちの２つないし３つを指

標としてどうやって捉えていこうかと。特養について極端な例でいうと、全く努力をし

ていなくてもそれが見えてこない。実際に誰からも何も言われないということはないと

思うのですけども、逆に、いろいろなご努力をしてすごく画期的なことをした。しかし、

それも誰からも評価されない。上手くいっているというような評価が全庁的に、あるい

は区民に伝わらないというのは、それは非常に不幸ではある。しかし、これらを包括す

るような指標を見つけられるかというのは、難しいかもしれないけれども、やはり引き

続き考えていただきたいという気がしています。 

では、この４つの指標についてはここまでといたします。 

原田委員長： それでは最後になりますが、地域づくりの方向４「子ども共に育むまち」の中の４つ

の成果指標候補について、ご説明をお願いします。 

子ども課長： それでは先ず、施策4-1-1「子どもの社会参加・参画の促進」からご説明いたします。

成果指標としては「中高生センタージャンプの利用者会議の参加人数」でございます。

現状値は400人で前期目標が700人、後期も700人という設定です。 

設定理由ですが、利用者会議は中高生センターにおいて利用者や利用団体との意見交

換のために毎月行っている会議でして、そこでは施設運営について子どもたちが意見を

述べることができ、地域との交流を図るようなさまざまな事業への意見集約などもされ

ているところでございます。中高生センターは現在２か所でございます。 

子育て支援課長： 次に、施策4-2-1「地域の子育て支援の充実」ですが、成果指標としては子ども家庭部

の主要な相談事業の合計件数ということで設定しております。 

設定の理由は、子育ての負担感ですとか孤立感、閉塞感を解消するために相談事業が

必要というように考えてございまして、目標値の根拠としては、平成22年度から26年度

までの年間平均の増加件数が約1,800件でしたので、平成32年度の前期目標は、この増加

件数を踏まえた形で、それ以降については現状維持という設定の仕方をしております。 

指導課長： 続きまして、施策4-4-2「地域人材の活用」で、指標は各学校が行います「学校評価に

向けたアンケート調査において、外部人材の活用が有効であったという質問に肯定的な

回答をする児童・生徒（小６、中３）並びに教職員、保護者の割合」です。 

設定理由ですが、地域の多様な人材、文化資源を活用することに対する満足度により

地域人材の活用を評価したいということでございます。なお、数値の把握については、

現状では全小中学校30校が一律に外部人材の活用についてアンケートをとっていると

いう状況ではなく、各学校が校長の経営方針の中の重点目標についてアンケート調査を
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行っている状況です。このため、次年度以降は共通調査項目ということで、小学校22校、

中学校８校にこの調査項目を入れ込むようにしてもらい、この地域人材の活用について

評価をしたいと考えてございます。 

学校施設課長： 最後に、施策4-4-3「学校施設の整備」についてご説明いたします。学校施設の整備と

申しましても、やはり良好な教育環境を整備していくには学校を改築することと、それ

から現にある学校を改修することによって環境をよくしていく、２つの側面があるかと

考えております。今回、成果指標としたのは「改築が完了した学校数」でございます。

平成27年度までに５校が実施済みであり、来年度には３校が改築されます。その後、31

年度１校、32年度にも１校予定されておりますので、32年度までの前期目標といたしま

しては合計10校、37年度までにはプラス３校という目標設定をいたしております。 

原田委員長： ありがとうございました。 

それでは、Ｃ委員からいただいている質問を意識しながら、私のほうでまず質問をい

たします。先ほどの老健施設の質問と同じなのですが、この改築完了の学校数というの

は、予算だけではないこういう努力があるのだ、というご説明をぜひお聞きしたい。老

健施設のご説明では、迷惑施設でなかなかその合意に至りにくい、土地の問題もあり、

お金の問題だけでは必ずしもないというご説明がございました。 

２つ目に、地域人材の活用については、アンケートがとれないとすればどうなさるの

か。先生方の働きがいの実感みたいなところをつかまえた成果指標というのがあり得る

のかということです。 

３つ目は、中高生センターの利用者、これも非常に難しい課題だというのは十分承知

しているのでが、中高生の人口、豊島区ではしばらくどう動くのか、700人という目標値

は実際の数字に基づいたところなのかということをご説明いただければと思います。 

学校施設課長： 学校施設の整備から申し上げます。お金だけではないと言いながら、実際に学校１校

を改築しますと、やはり40億円といったような大きな金額になります。 

都内の学校で申しますと、どうしても狭い場所に建っているという事情があります。

そうしますと、居ながらの改築はどうしてもできかねるので、まず仮校舎を確保しなけ

ればなりません。その後に解体して、新しい建物を建てるという計画が必要になってき

ます。これには、やはり学校のそばに住んでいる地域住民の皆様、ＰＴＡの皆様などの

ご理解がどうしても必要になってきます。このため改築しようとする時には、改築予定

の３年位前から、地域の皆さんとこの学校をどのようにしていきましょうかと、それは

ハードの面だけではなくソフトの面でも、子どもたちにとってはどうすればよいのか、

地域にとってはどういう学校にすればよいのか。昨今の学校は教育施設だけではなく、

地域のコミュニティ、学校開放もしておりますし防災の拠点ともなっております。やは

り皆さんと一緒に３年前から考え出すということが重要になってきます。その後、いろ

いろな案を出しながら、ではこういう計画でいきましょうということで、やっと設計な

どに入っていきます。そうしますと、その地域の皆さんと考えたことが、もっと広い地

域の皆さんにその計画がご理解いただけるのか、工事の内容がご理解いただけるのか、

そういうお金だけでは済まない部分というものはどうしてもあるということは、ご理解

いただければと思います。 

原田委員長： 私も大学で財政を担当しているので、建物については身に染みて理解しているのです
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が、例えば新しく代替地を用意して、しばらくそこで学校をやると。その際に笑顔の数

を数えてみるとか、従来どおり今までと変わりなく学校に通えているということを子ど

もたちの目線で見てみるとか。これ本当にアイデアレベルですけども、そういうことが

わかるか、わからないかということは非常に大事なところではないかと思います。何か

スナップショット的にでも、その施策がうまくいっているかどうかというものを柔軟に

つかまえていただくという可能性について、引き続きお考えいただければと思います。

ご説明いただいていることはよくわかります。 

指導課長： 次に、地域の人材活用の学校でのアンケート調査につきましては、基本的には保護者

という限られた対象でございますので、いわゆる区民一般のアンケートに比べると比較

的継続が可能なのかなとは思います。ただ、確かに委員長がおっしゃったとおり、これ

ができなかった場合に考えられることとすれば、各学校長に対するヒアリングを例年行

っておりますので、そこで校長の肌感覚でどうかということを聞き取る。あるいはＰＴ

Ａ会長さんとの面談の機会などを活用して、学校での外部人材の活用状況がどうかとい

ったあたりを、インタビュー形式で聞き取るのもよいのかなとは考えます。 

原田委員長： 「耳が痛いんだよ」ということを何回言ったかということだと、私は思います。それ

は結果的に活用になっているのではないかという気がいたしますので、何かやはりそう

いうところもお考えいただければと思います。 

子ども課長： 中高生の人口については、委員長ご指摘のとおり難しいところでございますが、平成

31年度までは推計として右肩上がりになっているのでこの数値を確保できるかと考え

ております。本来であれば、利用者会議を通して地域との宿泊の防災訓練を行ったり、

１階に併設してあるデイサービスへお手伝いに来る介護部ができたりなど、非常に充実

した活動をしており、社会参加・参画をしている指標を作れないかというところですが、

ここでは参加者数としているのが現実のところでございます。 

原田委員長： 今のご説明は比較的アウトカム的なお話に聞こえました。包括性という観点、おそら

く全ての中学生・高校生がセンターを利用できるわけではないという点でいうと、その

対象者が絞られているにしても、アウトカム的な感じがしました。 

ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 参考ですけども、中高生の就労体験というのを各地で実施しておりますが、何かそう

いう具体的な数字を掴んでいらっしゃると思いますし、あるいは政策の中で似たような

ことを行っているのであれば、そちらのほうがわかりやすいような気がしました。 

子ども課長： 包括性というところでは把握していないというところと、登録している子どもたちは

中学校が35校程度、高校生になりますとかなりいろいろなところに通っていてジャンプ

に来ている。ジャンプを通した活動であれば把握はできるので、そこを絞ってしまって

よいのかどうかというところは非常に難しいと考えてございます。 

Ｄ委員： 学校改築のところです。事前に大変な作業があることは十分にわかるのですが、それ

があっても予算が措置されないと結局は改築ができないと思います。その辺の関係性、

事前協議が済んでいても必ずしも予算措置がされるものではないと思われますので、も

う少しご説明いただけますでしょうか。 

学校施設課長： まず計画を立てるときには、やはり予算の裏づけが必要でありまして、関係部局とは

相談をしながら計画を作成します。さらに、仮校舎が確保できるかであるとか、建築的
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にも改築が可能なのか、地域住民の方の理解はどうなのか、もちろん子どもの数なども

勘案しながら計画を立てているところでございます。 

Ｄ委員： 予算が確保できずに実施できなかったということはないのですか。 

学校施設課長： 今はございません。 

Ｄ委員： わかりました。ありがとうございます。 

原田委員長： なかなか難しい問題ですが、計画があるから進むということもあります。 

ほかの方々いかがでしょうか。 

Ａ委員： 子育て等に関する相談実績のところですが、これは子ども家庭支援センターに寄せら

れたものということでしょうか。 

子育て支援課長： ここに掲げてあるものは、子ども家庭支援センターの実績も含んでいますが、合計８

つの事業を合計した数となっております。子ども家庭支援センターのほかにも、公立保

育園で育児相談等も受けておりますので、そういったものの合計でございます。 

Ａ委員： 窓口は今、どのくらいあるのですか。 

子育て支援課長： 子ども家庭支援センターは区内２か所です。訪問談事業は全区内を対象としておりま

して、電話で受け付けてそれに応じて伺うというアウトリーチ型の相談事業です。巡回

発達についても、保育園であるとか発達に課題のあるお子さんへの対応ということで出

向いていくということで、区内にかなりの施設があります。地域全般に渡って多くの相

談窓口を開いているという状況でございます。 

Ａ委員： 例えばここの区民相談窓口に来た件数は拾えますか。 

子育て支援課長： 区民相談窓口から子ども家庭部のほうにつながれる件数はありますので、それは子ど

も家庭部でカウントしています。 

原田委員長： このあたりは、基本構想審議会の中でもよく出てくる質問ですけれども、相談実績が

増えるということは施策が上手くいっていないのではないかという指摘です。しかしな

がら、相談件数を成果指標として設定すること自体、決して間違っているとは思いませ

んで、今、Ａ委員がおっしゃったように、窓口の数が増えるということや、窓口でなか

ったところが窓口化して対応するということ、あるいは広報が浸透すれば、従来相談に

来なかった方が来られるということなので、それ自体としては多分よいのかなという気

はしています。 

ほかの方々、いかがでしょうか。 

Ｂ委員： 地域人材の活用についてですが、活用された外部人材の人数を把握することはできる

のでしょうか。 

指導課長： 人数の把握は可能でございます。 

Ｂ委員： その場合に、地域の多様な人材や文化資源を活用することによって満足度を高めると

いうことなので、まずは多様な人材や文化資源を活用しているかどうかということにな

ります。となると、人数だけでは把握できないのですけれども、同じ人が毎年のように

やっているのは多様化していると言えないのではないか。人数がある程度一定化してい

て、関わっている方もほぼ同じということであれば、この多様な人材とか文化資源とい

う点、目的から考えると、少しずれてくるかと思うので、その辺はどのように判断をさ

れているのでしょうか。 

指導課長： 今、想定しているのは、豊島ふるさと学習プログラムということで、地域の伝統的な
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文化、藍染めであるとかそういうものを教育課程に位置づけて学習していこうとしてい

ます。ですので、そういった伝統工芸等を習得されている方に学校に入ってもらうとい

うことが一つ。 

それからもう一つ、今一番大きいのは、中学校の部活動指導、外部の方に入ってきて

いただいています。いろいろな調査で教師の多忙化が言われていますが、例えば部活の

顧問をしている人は午後７時ぐらいまで部活の面倒を見て、その後翌日の授業の準備を

しています。そういった中で、部活の指導員という方に入っていただけると、多少は負

担軽減になるのではと。ただ、保護者のニーズとしては、外部の人材ではなくて学校の

先生に教えてもらいたいと、日常の生活指導を含めてということもあるので、ただ単に

数ということだけではなく、文化資源のことでいっても予算は限られていますので、そ

の中で同じ方が来るということが果たしていけないことなのかどうか。学校のことがよ

くわかっている、そういう地域の方が継続的に来ていただけるということも一つのメリ

ットにもなり得るので、当初は人数ということも指標として検討しましたが、最終的に

は満足度といたしました。多様化というところで人材発掘は当然していかなければなら

ないわけですけれども、その辺は満足度という指標の中で酌み取れるのではないかなと

思ってございます。 

Ｂ委員： 指標の数値が80％で、現状と目標が全く変動しないというのが奇妙に思えてならなく

て、何か別に行っていることで反映されるようなものがないのか、多様化ということで

すので、少しいろいろなバリエーションが出てくればよいのではと思ったところです。 

Ｅ委員： 保護者のニーズを重視するか、児童・生徒のニーズを重視するかにもよるのですけれ

ども、保護者は先生に教えてほしい。児童・生徒は、もしかしたら地域にいるスポーツ

をよく知っている人、伝統芸能とかそういう特化したものではなくて、やっているお父

さんとか、先生よりもうまい、例えば元プロ野球の選手とか。子どもたちにそういうニ

ーズがあるとしたら、今、Ｂ委員がおっしゃった人材発掘の多様性の中にそういういろ

いろなケースを含めて考えることができるのであれば、ＮＰＯであるとか地域の方々は

視野に入れてよいのではないかと思いました。 

原田委員長： もう１点、Ｃ委員からの少し違う観点ですが、中高生センタージャンプの利用につい

てです。高校生の政治参加が認められる、容認される時代の中で、政治的中立を旨とす

る区と教育委員会の関わりが重要だと考えられるが、この点は整理された上での指標設

定なのか、というご質問ですがどうでしょうか。 

子ども課長： 学校のほうについては、校内は基本的に禁止ということですし、ジャンプについても

基本的には同様で、施設の中での政治的活動は禁止ということを検討しているところで

ございます。 

原田委員長： わかりました。 

では、この４つの指標についての議論はここまでとします。ありがとうございました。 

原田委員長： それではこの間、本日を含めた２回の会議でいろいろな議論を重ねてきたわけですけ

れども、各委員から全般にわたるご意見、ご感想等をいただければと思います。 

Ｅ委員： まず、成果指標、目標値のご説明についてです。例えば、10年後はこれくらいが適正

であるとか、あるいは人口推計から考えてもこれが適正であるとか、本来は目標値とし

てはこの数値が理想だけれども10年後はここを目標にするであるとか、この目標値はこ
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ういう理由で現状を維持するなど、成果指標や目標値の理由を明確にご説明いただける

と、我どもにもよくわかったのではないかという気がします。 

それから、委員長も強調されていましたけども、自分たちの努力によって達成できる

かどうかというところを、もう少しご説明いただけると納得しやすいかなと思いまし

た。例えば、前回もＣＯ２の削減のところで、自分たちではどうにもならない部分という

ところがあり、また今回も平和や人権であるとか、施設の定員数もある程度は決まって

しまっていて、それをどうするか、職員の方が何をどう努力するとどうなるのかが少し

わかりにくいところがありましたので、そのあたりを工夫していただけるとよいのかな

と思いました。 

それから今日、特に感じたのは、施策分野でいえば本当はもっと住民やＮＰＯとの協

働でやっていけるものが結構あるはずだと思うのですが、そういう指標がなくて、昨年

度のヒアリングでもそういう協働のあたり、区のほうでは皆さん悩んでいたり、困難を

感じていらっしゃるのかなという感想を持ったところですが、やはり直営的な指標にな

っているものが多かった。もっと上手く誰かを活用するとか、一緒にやっていくという

あたりが入り込んできてもよいのではないかという気がいたしました。 

Ｂ委員： 他の委員もご指摘していますが、やはりアウトカムの大きさが余りにばらばらで、そ

れは施策の特色にもよりますので、アウトプットに近いアウトカムもあれば、すごく長

期的なアウトカムもありまして、アウトカムも短期、中期、長期と分けることができま

すから、その辺は説明の中でうまく論理立てておられる場合にはよろしいかと思いま

す。こういうインプットを入れて、その次にアウトプットが出てきますので、アウトプ

ットによって短期的なアウトカム、中期的なアウトカム、それが長期的なアウトカムが

出てくるということを説明できれば、多少アウトプットに近いアウトカムであったとし

てもよいのではないかと思います。やはりそれだけ把握が難しいということはあるのだ

ろうと思います。 

それから２点目は、今の時点ではこのアウトカムの指標をうまくならしていくという

ことでよろしいかと思いますけれども、どこかの時点でこれらが皆さんにとっても満足

のいく内容になりましたら、重点政策については、例えば３つぐらい並べて、それにつ

いては体系的にそれを構成する事業をぶら下げていくというものにしますと、この指標

が今、アウトカムレベルで全部縦割りになりつつあるので、これを少し重点政策で見て

いくというようにすると、情報基盤というものが関係課の間で共有できるようになり、

経営にとっては非常に有効なのではないかと感じました。 

Ａ委員： 今、Ｂ委員がおっしゃったことで言うと、横の連携がよくとれていない。例えば、今

日ご提示いただいた施策3-3-2「こころと体の健康づくりの推進」の指標で、説明対象指

標ではなかったので申し上げませんでしたが、前回ヒアリングの学習・スポーツ課でも

同じような数値を設定していました。それは週１回以上スポーツをする成人の割合でし

たが、あるいは枠組みが少し違うという程度の差で、果たして２つとる必要があるのか。

横の関係ですね。これをもう一度、洗い直していただくことが必要ではないかと思いま

す。 

それから、やはり前回にも申し上げたのですが、指標は区民の方に理解いただけない

といけないわけで、子育て世代の区内定着率もご説明いただくと納得はするわけです
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が、それが果たしてどのくらいの説明で区民の方にわかっていただけるのか。特に私も

引っかかっていたのが、現状の数値からまったく伸びない指標、高い数字でありそれを

維持しているのが重要だというご説明の仕方とか、その辺は今後難しくなってくるので

はないかと思いながら聞いておりました。 

Ｄ委員： この委員会に出席させていただいていると、かなり所管課別にいろいろ分かれてい

て、やはり縦割りの話になってしまっているという印象があります。その中で、所管課

のこと、上手くマトリックスにできたらおもしろいのかなという気もしていましたが、

それもなかなか現実的には難しいだろうと。Ｂ委員がおっしゃるように、この指標のレ

ベル感に合わせてピラミッド型にするのであれば、それほど難しくはないのではないか

なという気もしていますので、それも一つの考えかなと思っております。 

Ｆ委員： ご参考までに二点ほど申し上げたいと思います。一つは、今日の話の中で学校施設の

改築というものがありましたが、これはまさに財政、予算次第なのです。どのように予

算を組んでいるかを参考までに申し上げますと、現在、28年度に３校とあります。これ

工事には大体２年かかりますから。この３校はもう既に27年度には工事をしているわけ

です。それから26年度の１校も前年度から工事に入っていました。 

では、どの年度からどの学校を改築するかという予算をどこで付けるかというと、も

っと前なのです。小学校の場合は６年前、中学校の場合には３年前、つまり１年生で入

ってくる児童が、５年生、６年生の時には仮校舎であると。どこが仮校舎になるかはわ

からないけども、卒業までに新しい校舎には入れないということを承知して入ってきて

いただく、そういう公表の仕方をしますから、基本的には、よほどのことがない限りは

確実に実施をしていくのです。ですから、将来の財政をどう見通すかによってそこで予

算づけをし、改築計画を作成していく。翌年度の、あるいは翌々年度の財源がどうなの

かではなく、ずっとその先を見て、財政見通しをもって改築計画を作るという進め方を

しているということです。これは他の事業と違う、少し特殊なケースです。 

それからもう一つは、私どもの責任になるのですが、成果指標として前期目標と後期

目標を設定しますので、これをきちっとチェックしていかなければ、決して達成はでき

ないと思っています。今、私どもの組織は「目標による管理」ということで、組織目標

をつくり、個人目標もつくり、民間で言えばノルマというのかもしれませんけれども、

新年度の４月以降、部局ごとに重点施策、たくさんの事業がありますから、その中で重

点施策を出し、ヒアリングも実施しています。ヒアリングはお互いに共通の認識、目標

として定めようということで、毎年度行っています。その中に目標値があるのですが、

翌年度にまたやると、前年度と全く同じで出されてくることがあるのです、残念ながら。

なぜ達成できなかったかということをチェックしなければならないのです。そこに一番

また重要なとこがある。新しいことも大事です。前年度に設定した目標値をなぜ達成で

きなかったかというところを十分にヒアリングや、チャックする時間的な余裕もない状

況もありますが、これは本当に重要なことだと思っています。そういうところがまだま

だ十分にできていませんので、これを反省して今後どうしていくかを考えていく。そう

すれば、今回いただいたご意見を踏まえた新しい目標設定も意味が出てくるのではない

かと思いますので、行政側として今後努力していきたいと思います。 

Ｇ委員： 今回、この成果指標を決めるに当たりましては、委員長から事前に全部課長を対象に、
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研修の機会を設けていただきました。成果指標についてはできるだけアウトカム、施策

の実現に貢献するものをということで、各部局でもご苦労された結果だと思います。 

それでもあえて言えば、例えば学校改築、５校、10校、13校と数字が載っています。

この数字を一体どう評価したらよいのか、理由を見てもなかなか伝わってこない。これ

例えば10か年の中で建替え、改築をしなければならない学校の数に対して、今どれだけ

改築が済んでいて、32年度の目標が10校であったら10校。ですから、現状の状況をもう

少しわかりやすいような、この目標の中に盛り込むのが難しいのであれば、説明欄に補

助するような数値データを併せて記載するとか、実際に実績をどういうように評価した

らよいのかというのが、見る人にわかるような工夫をしていただけるとありがたいと思

いました。 

あと、子どもの社会参加・参画の促進というのは、確かに中高生センターだけでこれ

を測るというのは難しいのではないかと思いました。例えば、基本計画ではここは各論

のところですので、部局ごとの評価には今はなってしまうのですが、子どもの社会参画

の促進というのは、これは学校教育においても、子どもたちに学習を通じて身につけて

もらえるのではないかと思います。学校のほうで取り組む事業というか施策を、こちら

の取り組みとして掲載するようなことも今後考えていけたらと思いました。 

最後に、子育て世代の区内定着率。これは今回、基本計画各論の施策の成果指標とし

て議論いただきましたが、総論に当たるところで部局横断的な都市像ということをお示

ししておりまして、さらに、まち・ひと・しごと創生法の関連、それを重点プロジェク

トとして位置づけて、横断的に取り組んでいこうと基本計画の総論部分に位置づけてお

りまして、総合戦略の中には区内定着率というのを数値目標として想定しているところ

です。そちらでは今、特に対象を特定の世帯に限定しているわけではなく、全体での区

内定着率、５年間継続してお住まいになっている人の割合を指標として捉えていまし

た。今回のご指摘いただいた子育て世代に絞って区内定着率を目標にするというのも非

常にわかりやすいので、その辺は所管のほうと相談させていただきたいと思いました。 

原田委員長： ありがとうございました。 

私も、今回と前回を含めて少し感想を申し上げます。今、Ｇ委員がおっしゃったとこ

ろと関連づけて言うと、地域づくりの方向が１から８まであって、これを区民の方々が

見ると、これは施策の体系であると見えるわけですが、よく目を凝らして私が見ると、

組織が浮かんで見える。そういう意味では、こういうパフォーマンスメジャーメント型

の政策評価というのは、やはり一定の組織やその所管を前提に組まざるを得ないところ

があります。となると、施策の規模感であるとかレベルというものが、組織のつくり方

に依存するということになる。では、組織が合理的に編成できているかというと、そう

いう組織というのは未だに見たことがない。となると、施策の体系として、地域づくり

の方向の１から８までとして示されるものというのは、そういう意味では非常にでこぼ

こしていたり、アンバランスなものがある。先ほどＡ委員が、よく出てくる文部科学系

と厚生労働系の話をなさいましたけれども、そうした問題が常に出てきて、きれいに施

策の体系として説明ができないということがまま出てくる。できれば理想としては、そ

こで示した施策に合わせて組織も再編すべきだという議論があるのですが、それはある

意味乱暴でありまして、なかなか難しい。仮にそういったことがあり得るとなると、具
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体的にそうした施策の体系と組織の体系をどんなふうに結びつけていくのかという点

でいうと、先ほどの子育て世代の定着率のような、総論的に組織横断的な指標を設定す

る形で組織を束ねていくしか、おそらくないのかなという気がしています。もし総論部

分でそういうものがなければ、これは要するにその組織の目標をただ束ねただけであり

まして、総合計画というよりは全庁的な各組織の部局ごとの施策の計画ということにな

ってしまう。 

ですから、今回の２回の議論の中で明らかになってきたものは、やはりある種の組織

からの相対化、要するに組織というものを一旦前提にしつつも、組織としてどれだけ離

れられるか。施策の体系としてきちっと構築できるのかというところをどれだけ総論部

分を中心に議論ができるのか。できれば各論のところでそういう話が出てくればよいな

というのが私の感想です。これは永久革命のようなもので絶対に達成できないと思うの

ですけども、そういう意識を持っていくということ自体は、計画推進部局では一番大事

なところではないかなと思いますし、できれば施策の今回の各論のところでも、成果指

標を設定する際に、またがる課長同士がディスカッションをしながら何にしようかとい

う議論がどれだけあったのかということが非常に大事で、各課に投げて各課に答えても

らって、もう一回各課に戻すということだけでは得られないものがあったのではないか

という気がしています。ですから、やはり組織に依存しないような施策の体系というの

を少しでも、総論はもちろんのこと各論でも構築していくということが大切なのかなと

いう気がいたしました。 

以上、委員の皆様からご意見、ご感想をいただきました。 

本日の議題としては以上ですが、事務局から連絡事項等をお願いいたします。 

企画課長： 皆様ありがとうございました。２回にわたり成果指標候補の点検ということでヒアリ

ングを行っていただきました。本日は12項目の成果指標候補についてご意見を賜わった

わけですが、それ以外の指標についてもご指摘、ご助言などがあれば事務局にお寄せい

ただければと思います。また各所管部局においても、今日の議論を踏まえて少しでもブ

ラッシュアップできるよう引き続き検討いただきたいと思います。 

次回の開催につきましては、日程等調整のうえ改めてご連絡させていただきます。 

原田委員長： それでは、この２回の議論を私から基本計画のほうにしっかり伝えてまいりたいと思

います。 

これにて政策評価委員会を閉会いたします。皆様ありがとうございました。 
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会議の結果 
（１）新基本計画成果指標候補の点検について 

説明対象指標«地域づくりの方向１～４》について意見交換を実施した。 

提出された資料等 

【資料】 

資料３－１－１  新基本計画における成果指標候補一覧（地域づくりの方向１～４） 

資料３－１－２  成果指標候補ヒアリングシート（説明対象指標） 

                        «地域づくりの方向１～４» 


