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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 5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 28年 1月 25日（月） 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) 平成 28年度以降の行政評価について 

(2) 平成 28年度の政策評価委員会の取り組み 

公開の 

可否 

会議 

■公開  □非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

会議録 

■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

出席者 
委員 

原田 久（立教大学法学部教授）・外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・

益田直子（拓殖大学政経学部准教授）・大﨑 映二（民間コンサルタント行政アドバ

イザー）・猪岐幸一（公認会計士）・池田隆年(特定非営利活動法人日本ファシリテー

ション協会監事／フェロー)・齊藤忠晴（豊島区政策経営部長） 

欠席１名 

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 

原田委員長： 本年度第５回の政策評価委員会を始めます。 

本日の議事は２つで、来年度以降の行政評価についてと、政策評価委員会として何を

していくのかという２点です。 

早速、１つめの議事に入りたいと思います。資料の説明をお願いいたします。 

２．議 事 

（１）平成 28年度以降の行政評価について 

行政経営課長： 

 

それでは、資料の説明をさせていただきます。 

まず、別紙１と別紙２をお取り上げください。前回の委員会で委員の皆様からいろい

ろご指摘をいただきました。そのご指摘に対して、事務局としてどのように考えるかと

いうことをまとめたものが別紙２でございまして、本日はこの別紙２に基づいてご議論

をいただくという形でございます。その前に、別紙１のほうで、前回のおさらいを兼ね

まして、全体像の説明をさせていただきたいと思います。 

別紙１をお取り上げください。まず今回、行政評価の中で平成28年度以降の一番大き

な変更が施策評価を導入するというところです。なぜ施策評価を入れるかというところ

は、新基本計画を今回策定いたしまして、その進捗管理を行うというところを理由に導

入するということですので、まず、新基本計画とそれから行政評価の関係をイメージで

出したものでございます。三角形の表がございますが、まず、基本計画の中で地域づく

りの方向ということで８項目、それから政策が25項目、施策が72項目というふうに、基

本計画で掲げてございます。 

具体的には、豊島区基本計画素案の38頁、39頁をご覧ください。これが新基本計画の

体系図でございます。地域づくりの方向性ということで８つ、その地域づくりの方向性

の下に政策ということで25の政策ございます。その政策の下に施策という形で72の施策

が載っているというところでございます。今回この施策それぞれに成果指標、これまで

は政策に付いていたのですが、新たな基本計画では、この施策一つひとつに成果指標を

設定してございますので、この進捗管理を行っていただくということでございます。ま

た、この施策の中で重点施策というものがございまして、各政策に対して一つ重点とな

るものを設定しており、施策の中で重点的に取り組むもの、これが重点施策と呼んでい

るものでございます。 

別紙１にお戻りください。施策評価のところをご覧いただきますと、施策評価につき

ましては、施策と施策を構成する事務事業を１ユニットとして業績測定による評価を行

うこと。また、全ての施策を対象に毎年度評価を実施して基本計画の進捗状況を定期的

に測定するとともに、異常を検知するというような内容になってございます。論点１は

後ほど説明しますが、どうやって施策と事業の連動を確保していくかという議論をして

いただくということになります。また、施策評価の評価者でございますが、今回、所管

部長と記載させてございます。前回までは所管部長が一次評価、それから、二次評価に

政策評価委員会という位置づけをしていたのですが、これについて前回ご意見がありま

したので今回整理をさせていただき、論点の３つ目として本日ご議論いただきたいと思

います。 

それから、事務事業評価でございます。これまでも670から680の間で事務事業を実施
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してきたわけですが、来年度以降は、新たに計画事業と一般事業の２つに分けるという

内容でございます。計画事業につきましては、各施策の中から施策を代表する事業、貢

献度が高い事業として、今回292の計画事業を選んでございます。これにつきましては、

毎年度評価は一次が所管課長、二次が所管部長で行うというようになってございます。

それから、それ以外の一般事業につきましては、基礎的な業績測定を基本としまして、

３年に１度は分析も含めた業績評価を行うというような形で、評価者につきましては、

基本的には、所管課長が一次、所管部長が二次、３年に１回は政策経営部が客観的な評

価を行うというような内容になってございます。 

論点２というところがありますけども、この三角形から外れた事務事業もございます

ので、その扱いをどうするのかというのが論点の２番目でございます。 

それから、外部評価、政策評価委員会の位置づけですが、前回会議の資料では施策評

価の二次評価として位置づけてございましたが、それとは切り離しまして、内部評価と

は明確に分離させたという内容でございます。 

それから、論点４といたしましては、実際どういった事業を政策評価委員会で外部評

価していただくのかということについて、本日ご議論をいただきたいというような内容

でございます。全体のイメージにつきましては以上でございます。 

続きまして、別紙２をお取り上げください。具体的に論点を一つずつご議論いただき

たいと思います。 

まず、論点１ですが、評価対象でございます。前回指摘事項という欄をご覧ください。

委員の方から施策と事務事業を関連付けずに評価を行っていくと、ばらばらの相反する

評価が出てくる可能性があると。そのため、施策評価と事務事業評価は、セットで１ユ

ニットとして評価をしていくことが必要であるという指摘でございます。考え方でござ

いますが、まず、計画事業の考え方としては、施策に設定した成果指標に対する貢献度

が高い事業、施策を構成する代表的な事業を計画事業と位置づけまして、業績評価測定

を行うと。これにより、施策の進捗状況を把握するとともに、異常の検知を可能とする

という内容でございます。また、一般事業につきましては、毎年定期的に施策の進捗把

握に必要な基礎的内容の業績測定を行い、ただし、事業背景など状況変化を反映させる

ため、３年に１回は詳細な業務測定を行うというところでございます。 

具体的には、別紙３が施策評価表の現時点でのイメージでございます。この中で施策

の位置づけを明確にする。施策の目的を明確にする。それから、最も大事な施策の達成

度を図るアウトカムの推移を分析するというところでございます。その裏面ですが、こ

こが事務事業とどうリンクさせるかというところでございまして、施策を構成する計画

事業には何があるのか、その状況がどうなっているのか、また、施策を構成する一般事

業については、その進捗状況を明確に出すというような内容になっております。こうい

ったことをもって、その施策の達成状況、いわゆるチェック、ＰＤＣＡのＣを明確にし

まして、さらにＰＤＣＡのＡの部分、課題をどう捉えているのか、次年度以降どのよう

に事業を展開していくのかというような形で施策と事務事業の連携を図っていきたい

というところでございます。 

なお、別紙４は、現在考えている計画事業に対する評価表（Ａ表）でございます。こ

れは、現在の事務事業評価をある程度踏襲したものです。また、別紙５は、３年に１回
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以外の年度ではＢ表、いわゆる簡易バージョンを使って対応したいというところでござ

います。どうしても事務事業の場合、途切れてしまいますとなかなか数の把握が大変で

ございますので、数値につきましては、途切れることなく毎年度追えるような形で実施

していきたいということから、こういった簡易版、それからＡ表という詳細版というよ

うな形に変えて実施させていただきたいと思います。論点１につきましては、以上でご

ざいます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

では、論点が４つほどあるということですので、一つひとつ議論してまいりたいと存

じます。具体的には、別紙２のほうで、前回の私どもの指摘に対してどう考えたのかと

いうことをお書きいただいているということです。ここでは、どこまでほかの論点と関

連づけて議論するかということですが、施策と事業を１単位として評価をしていくとい

うのは、多分施策の上がり下がり、目標に対する達成度みたいなものを見ながら、必要

に応じて事業の出来栄えというのでしょうか、効果みたいなものもつかまえていくとい

うことなのでしょう。ここでの３年に１回というのは、一般事業に対して行うというこ

とですよね。 

行政経営課長： そのとおりです。 

原田委員長： 計画事業と一般事業でいうと、計画事業が300弱、一般事業が150ということでしたが、

これは主管部局が施策を構成するに当たって大事な事業だと分類したものを、行政経営

課で整理したということでよろしいですか。 

行政経営課長： 計画事業につきましては、所管部局のほうに各施策について１つから３つぐらいを選

んでもらうようになっておりまして、成果指標等に最も関連する、あるいは貢献度が高

い事業を選んできたという整理でございます。 

原田委員長： 残りの一般事業、このピラミッドのほうに分類されている一般事業も何らかの施策に

分類することはもちろん可能で実際なさっているのだろうけども、大事なものをピック

アップしてフォローしていこうと。２段階でやっていこうということで、いかにして進

捗管理を適切に行うかということと、できる限り評価そのものを効率化するか、評価疲

れにどう対応するかということについても両方配慮しているということなのでしょう。 

では、論点１はこういうことだということで、次の論点２に移りたいと思います。 

論点２のほうは、目的、手段の関係で整理することが比較的困難な事業というものを

別途括り出し、括り出した上で評価をしていくということになるということです。ちな

みに、ここでいう 236 の一般事業というのは、なぜ施策にぶら下げることがないのか簡

単にご説明ください。 

行政経営課長： この236事業、種類的には大きく３種類に分かれます。一つは地域づくりの方向に該当

していない、例えば、私ども行政経営課などは、区全体のシステムを管理する部分なの

で、福祉とか健康とかという枠に入っておりません。広報であるとか、企画などもそう

ですが、そういったものが約50ございます。 

それから、２つ目の括りといたしましては、例えば、商工政策審議会関係経費である

とか生活産業プラザ管理運営経費ということで、地域づくりの方向のどこかには入って

いるのですが、いわゆる審議会の経費であったり、管理運営経費ということでなかなか

まちづくりの事業として位置づけにくいというようなものでございます。 
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それから、３つ目としましては、これまでの経緯で、明らかにどこかの施策にぶら下

がっているものなのですが、今までそういう意識がなかったのでぶら下げていないとい

うようなところが明らかになりましたので、こういったところでは、今回、新基本計画

になりますので、きちっとどの施策にぶら下げるという作業を各所管にしてもらわなけ

ればならないということで、これが多分一番大きいんですけど、これが今まで整理がつ

いてこなかったというところでございますで、ここについては、是正していくというと

ころでございます。この236はこの３つに大体分かれるというところです。 

原田委員長： よくわかりました。 

おそらくは、最初におっしゃった広報であるとか企画関係、行革関係、こういったも

のは、どちらかというと外向きではなくて内向きというのでしょうか。実際に地域社会

に働きかけるということではなくて、働きかける部局に働きかけるということですね。

マネジメントのゾーンに入るのかなという気がいたします。 

それと、比較的共通しているのが、２つ目のご指摘の管理運営経費みたいなものはど

この施策にも分類できるし、できないといえばできないということで、非常に広く薄く

というようなものだということでしょう。多分これは、豊島区で事業という場合の単位

とか、幅というのでしょうか。何をもって事業というのかと、要するにその地域づくり

に関わるもののみならず、全ての予算的な措置が講じられたものを事業と観念するとい

うことによって生じることなのだろうと。どこの自治体でも、あるいは、国レベルでも

そうですけれども、こうした内向きの業務については、パフォーマンスが出てくるとい

うよりは、効率的にやればよろしいということもあるので、こういう目標管理型の評価

から外されるということがあるわけです。 

課題としてはその３番目、どこにもぶら下げてない事業というものは、学生向けに説

明すると、なぜ存在することになっているのかということになるのでしょう。多分この

あたりは、国とは別個に地方自治体が完全に独立した一つの行政主体として考えられる

場合には、目的、手段ということで考えられるのでしょうけども、やれと言われたり、

国からそういう意味では一定の方向性が示されている中で、今まで区としてはやろうと

思ってなかったけれどこの事業だけやることになったというような形で、ぶら下げよう

のないものみたいなものがやはり各部局に散在しているということなのかということ

もあるでしょうし、単純に何のためにやっているかわからないけど、やらなきゃいけな

くなったのでやっているというように目的を失ったり、見失っている事業というものが

あるかもしれないと。 

そういう意味では、本当はここにこそ事務事業評価で無駄なものを発見するのであれ

ば、ターゲットにしていくという考えもあるでしょうが、今回の評価、28年度以降の評

価のイメージというものは、基本計画の進捗管理であるという点からすると、この事業

というものの３類型のうち、３番目のものを大きなピラミッドの中にできる限り取り込

んでいくことが先決であって、最初からだめだとか、要らないとかいうことを決めつけ

てしまうということは必ずしも妥当ではないのではないかということなのだろうと思

います。この括り出した事業については、ほかの施策とワンセットで考える事務事業と

は別個に評価を加えていくということだということでございます。どこまで行政評価の

対象にしていくのかということだろうと思いますけど、皆様いかがでしょうか。 
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Ｄ委員： 適切な表現かわかりませんけれど、会社の場合には、利益の極大化ということがあり

まして、それに役に立たないものがあるというのは考えられない。役所の場合には、も

ちろん目的が違いますが、地域づくりの方向というのが８つあって、そこのピラミッド

からこういう形で外してしまうというのは、少し抵抗があるかなという感じがしている

のですが、如何でしょうか。 

行政経営課長： 基本計画素案をみていただくと、第２編に各論というのがございまして、その第２章

が８つの地域づくりの方向ということで、ほとんどの事業がここにぶら下がっていると

いうことです。一方で、新たな行政経営であるとか、公共施設等のマネジメントシステ

ムの構築という部分に関するものは、なかなか８つの方向にはぶら下がりにくいという

ところでございますので、ここについてどこまでこのピラミッドの中に入れるのかとい

うのは、基本計画の構成上、なかなか難しい状態だというところでございます。 

Ｄ委員： わかりました。８つが全てではないということですね。 

行政経営課長： そうです。８つの地域づくりの方向以外にも、行政としてやらなければならないこと

があって、それは別の章立てになっていますので、基本的に施策と結びつけているのは

この８つの地域づくりの方向のところを基本的にしていますので、どうしても菱形の部

分が出てくるというところでございます。 

Ｄ委員： この委員会ではそれでもよいと思うのですが、今後この活動をいろいろ開示するに当

たって、その辺は少し気をつけて開示されないと、やはり誤解を招くというか、勘違い

をされる方も出てくるような気がしますので、ご注意いただいたほうがよろしいかと思

います。 

原田委員長： Ｄ委員は勘違いとおっしゃいましたけれども、勘違いでない可能性も半分あって、実

際に、例えばこの委員会の会議費みたいなものは、何かの地域づくりに直接つながるわ

けではないという意味で位置づけ難いと。別のグルーピングをしますということはよい

わけですけども、先程、行政経営課長がおっしゃった、３つのカテゴリーのうち３つ目

は、やはり何のために行っているのか大いに精査すべき事業なのかもしれません。施策

との関連性を失っているという意味では、これはやはり誤解というよりは、各所管部局

に検討をお願いしないといけないということになるのだろうと思います。 

ただ、先ほども少し申し上げましたが、日本の地方自治体というのは、施策を先につ

くって、それを実現するための事業という発想で仕事を常にしているわけではなくて、

何か小さな一つの事業を膨らませることによって施策を構成するという、普通は、目的

と手段との関係でいえば、ロジカルには目的が先にあるのですけれど、手段が先に走っ

て、後に目的をつくる。それがいいかどうかは別ですけれども、そういう形で仕事をし

てきていることもあるし、そうせざるを得ないような場面もあるのかなという気がいた

します。 

ほかの方々、いかがでしょう。 

Ｃ委員： 一つは、今議論になっていたところですけれど、自治体の基本計画では、自治体によ

っては健全な財政運営という項目を立てて、おそらくそこに相当数、内部管理事務であ

るとか企画、財政、あるいは税の収納とか、そういった事業をぶら下げるケースがある

ので、基本的には計画のつくり方との関係でこういう形になったのかなという感じがし

ました。 
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それからもう一つ、２つ目ですけれど、各部署で事務事業名を出してくるのは、歳出

予算のところから細目名として認識して出してきているのかなと想像するのですけど

も。もしそうだと、歳出の予算科目の款項目細目は、使途の目的別の分類なので、そう

いう意味では、必ずどこかに貢献、ぶら下がっているはずなので、整理しようと思えば

そう難しくなく整理できるのではないかなと思いました。 

原田委員長： そういう意味では、どこにぶら下げてよいのかわからなかった、ということがもう一

つぴんとこないのですけれど、そのあたりはどうですか。 

行政経営課長： おそらく、基本計画の計画期間の途中からその事業ができて、施策を意識せずに単純

に増やしていったということとか、これまで事務事業評価を行っているときに、自分の

事業がどこにぶら下がっていて、何を目的にして、どういう成果を生むかというのが、

中途半端な状態になっているというのが一番の原因だと思います。 

今ご指摘があったとおり、本区の基本計画の構成としては、財政の部分などは８つの

地域づくりの方向とは別のところに位置づけていますので、今回の体系には入ってない

というのが１点目でございます。 

２点目につきましては、やはり予算でつくっている事業と、それから、複数の予算が

組み合わさって事業名に載っているというものがありますので、その辺の精査はできて

いないというところでございますが、今まで位置づけられていなかった事業について

は、やはり意識が低かったところが一番大きいと思いますので、委員長からご指摘があ

ったとおり、必ず８つの施策に入っている部分については、ピラミッドの中に入れてい

くという努力をしなければならないと考えてございます。 

Ｃ委員： そういう意味では、もしかしたらということで、大変に失礼なのですけど、職員の方

がそれぞれの部署で、先ほど言った、予算の款項目細目が目的別に分類されているのだ

ということ自体が忘れられている可能性があるので、そこをもう一度アナウンスしても

らうと整理は楽になるかなと思います。 

もう一つは、一つの事務事業に対して複数の予算が、全く違う科目の予算が含まれて

いるということであれば、そこは財政サイドで何か工夫のしようがあるので、その辺は

検討していただければと思います。 

原田委員長： 今のお二方の意見としては、やはり見せ方の問題もありまして、第３章の新たな行政

経営が一つの広い意味での地域づくりの方向だと言ってしまえば、９つ目があるという

ことなのでしょう。そこは豊島区の整理の仕方の問題なのですけれども、もう一つの点

は本当に問題だという気がいたします。 

Ｅ委員： Ｃ委員の話と少し関連すると思うのですが、目的と手段というところで私も気になっ

ていて、新しい基本計画やほかの団体の総合計画を拝見しても、大きいところでは大き

い目標を、例えばこちらでいうと、「すべての人が生涯を通じて心豊かに幸せに暮らせる

まち」をつくりましょうという大きい目標、目的が立つのですけども、その次の段階に

なってくると、何々事業をしますと、こういう政策を進めますという表現になっていて、

多分、そのすべての人が生涯を通じて心豊かに幸せに暮らせるまちという大きいものの

下にそれをブレークダウンした目標があって、それに政策が関連していて、その次の段

階で、そのまた小さな目的があって、それに施策や事業が関連しているということにな

っていると、すごくわかりやすいことだと思うのです。 
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先ほどの議論の中でもつながってないものもあるというのは仕方がないとしても、職

員の方々が自分のやっている仕事の目標、目的について、その上のものが何につながっ

ているのかというのが分かっていれば、それはここに位置づけられて、款項細目とぴっ

たり頭の中で整理ができて、自分の仕事の目標ができるという、そのところに落ちてき

やすいのかなと思います。そこの何か総論の下のところをもう少し目標をかみ砕いて政

策や施策と連動させていただければ、説明もしやすいかなと思いました。 

原田委員長： Ｅ委員がおっしゃった内容に関連づけて言うと、例えば、豊島区でも人事評価の中で

業績評価というのをおそらくなさっているはずですけれども、その業績評価というの

は、今自分がやっている事業だけを意識しながら、これをやるということだけではなく

て、この組織はどこを向いていっているのかということを意識しながら、どういう業績

を想定して評価をするのかということをしっかりと期首の面談あたりで決めていく作

業というのがあるのだろうと思います。ですから、政策評価、あるいは行政評価の局面

だけではなくて、普段の人事管理というか、人事評価の局面においても、一体その組織

がどこを向いていてどんな仕事をしていて、その中で自分はどういうピースであって、

それがどういうふうにすればパフォーマンスが上がって、それはどう貢献するのだとい

うような、広い意味での意識付けみたいなものが要るのかなという気がします。これは

比較的時間のかかる作業かなという気がいたします。どうしても目の前にある事務事業

を適切に行っていくということが区役所職員の務めであるというように思ってしまい

がちなのですが、それだけで本当によいのかというような、やはりそういう雰囲気づく

りや人事管理というのは非常に必要なのかな、大切なのかなという気がいたします。 

Ｅ委員： それに関連して、先ほどご説明の中で、計画事業が目標達成するのに貢献度の高い事

業という表現のお話がありました。これもそのとおりだと思いますけれども、職員にす

ると、貢献度が高い事業をやっている人と貢献度が低い事業をやっている人みたいにな

ってしまうと、インセンティブ上よくないことで、多分おっしゃりたいことは、目標を

達するための基本になるような事業だと思いますし、貢献度の高い低いという表現、内

部的にはいかがかなと感じました。 

原田委員長： このあたりも難しいところで、特に福祉関係の部局とこういうディスカッションをし

ていると感じるのですが、福祉の中でも、私は高齢者だけとか、私は子どもだけとか、

要するに、例えば、もう少しそうした対象者別だとか、あるいは、状況別みたいなもの

を超えたより上位の目的みたいなものができるという前提で我々は議論していますけ

ど、そういうものがあるのなら見せてくれよという話に必ずなって、非常に小分けのピ

ラミッドにどうしてもなりがちだと。ですから、このあたりは組織のつくり方にもより

ますけれど、今の組織の分掌、所管というものを前提にして目標を立てるというように

なりがちなのですけれど、本当は組織から離れてもよいのですが、なかなかどうしても

今の部局単位で目標を立てましょう、どういう施策があるのですかという議論になって

しまうと、どうしてもそういう議論になりがちなのかなと。ですから、組織の体系と政

策の体系というのが同じだという前提で議論をして本当によいのかということはある

でしょう。 

それともう一つは、Ｅ委員がおっしゃったところと関連づけていくと、重要な事業と

いうか、貢献する事業みたいなものというのは、別にそれは最初からそうかどうかとい
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うのは、これは検証してみないとわからない話で、本当に検証した結果そうであれば、

本当にそうなのだろうと思うのですが、我々がそう思っているというだけなので、本当

はそれもまな板にのせて、本当にそうであれば一番望ましい形態だけども、そうでない

という可能性を否定するものでもないのかなという気もします。 

Ｄ委員： やはりピラミッドから出すと何となく抵抗があるので、例えば、直接関係する事業と

か、間接的に関係する事業という分けにしていただいて、それで、その直接、間接もこ

の委員会の中で話し合うのも手だと思いますし、一度体系の中に入れておいたほうがよ

いような気がどうしてもしています。 

Ａ委員： 全く同じで、最初見たときに違和感があって、説明を聞けば分かるのですが、やはり

これだけを外側に切り離して出してしまうと、何か少し違和感があるのと、やはり先ほ

ど委員長がおっしゃっていたように、学生にも分かる、区民の方にも分かるということ

になると、ちょっとこれまったく別ものかなという気がしました。 

原田委員長： 

 

 

 

 

 

 

 

我々行政学の授業とかでこういうピラミッドを描くのですけれど、実は事業と事業の

関係というのは全然描かないんですね。それはなぜかというと、目的と手段ということ

で事業と施策を区分して説明しているのですが、本当はその右横の事業というのは、左

横の事業に貢献している、下支えしているという意味で、私は寄与型の事業ではないか

と思っているんですね。ですから、お二方のご意見からすると、関係性が見えないのは

何か気になる、それはおっしゃるとおりだと思うので、矢印で事業を支える事業みたい

なもの、そういうものであってもいいのかなと。そういう意味では、事業というものは、

上に関わっているだけでなく、横に関わっているものもあるかなという気がします。 

Ｃ委員： 今の表現の仕方ですけど、例えば税、課税をして徴収しなければ事業は成り立たない

わけで、あるいは、広報というのは全体のことをやるわけで、つまり、事務事業のピラ

ミッドのさらにその下の土台のところに薄く表現されるのが適切なのかなと思いまし

た。結局そういうことですから、例えば、税担当の滞納担当者が大変な思いをしながら

徴収に当たるというところも、自分たちがこれをやるとまちづくりが成り立って行くの

だという関連性も見えてくる。脇に置いてしまうと、何のためにやっているのだろうか

と、うがった見方をしかねないということはあるかなと思います。 

Ｇ委員： この図は、政策評価委員の皆様に新しい基本計画の進捗管理をお願いしたいというこ

とで、その対象となる事務事業、施策を中心に整理したイメージ図でございます。です

ので、基本計画の体系図とは少し切り離していただきたいと思います。新たな行政経営

というのは大変重要な章立てになっております。財政、また企画、広報も全庁的にまさ

に下支えする政策でございますので、それぞれ成果指標も設けております。これについ

ても別途どういう形でこの進捗状況の把握をするのかというのもご相談したいと思い

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

原田委員長： Ｇ委員がおっしゃったところと私も同じ思いがするのですが、要は、これは我々が行

う業務の濃淡であって、政策評価委員会として今後どこに着目をして評価活動をしてい

くのかというと、やはり最終的にその地域がどう変わっていくのかということに対して

影響を与える施策や事業を中心にやるのだと。どう行革をしているのかということは、

基本計画の進捗管理ということに間接的には影響するけれど、直接的に影響するわけで

はない。大事ではないと言うわけではないと。我々のミッションが、仮に計画の進捗を
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チェックしていくということであれば、そういう濃淡もあるだろうということなのかな

という気がいたしました。 

その他に何かコメントございますか。 

Ｂ委員： ほかの委員とほぼ同じですけれども、一般事業と書くと何の事業だろうというように

やはり外の人からは見えてしまうので、お話しになられたように管理運営費とか、何か

そのようにお書きになられて、それと同時に特色の違う、まさに行政経営課長からご説

明をいただきました、これから施策に関連づけていかなくてはならない事業とは切り分

けて、具体的にどんなスケジュールでそれを組み込んでいくのかについて、後日決まり

次第、委員のほうに教えていただければと思います。 

原田委員長： ありがとうございました。 

論点の１つ目は、大体以上でよろしいかなという気がいたしますし、論点２について

も、今の議論で大丈夫かなと思います。 

では、次に論点の３番目ですが、このピラミッドの図でいうと、誰が何を評価するか

ということですね。特に政策評価委員会が何をするのか、あるいは、各所管部長が何を

するのかということについてです。これについては、政策評価委員会が二次評価という

ことではないという意見を踏まえて、施策も事務事業評価も内部評価にすると。内部評

価を基本とすると。 

そして、これは論点の４つ目ですけれど、では政策評価委員会は何をするのかという

ことでいうと、施策の進捗に異常を検知したものや重点施策を対象にしたらどうだと。

評価の中心というのは、おそらくこれは重点的な施策なのだということですから、計画

の進捗管理というものを考える評価をしていく評価委員会としては、ここにまずは着目

をしないといけないだろうということ。そして、そこから外れるような施策、非常にう

まく行き過ぎていて何かおかしいと。余りにまた達成ができていなくて、これまたおか

しいというものに着目をしたらどうだと。進捗管理ということですからモニターをして

いくということで、大きな変化がなければ、それは計画どおり進んでいると考えること

もできると。うまくいっているものを全部が全部チェックをしていくということになる

とこれは大変だということになるのでしょう。そういう意味で、この内部評価と外部評

価の切り分けとして、今のような論点について一定の案が出されているのですが、いか

がでございましょうか。 

Ｄ委員： まず、大きくという言葉が２つ出てきますが、この大きくというのが、どのぐらいの

レベルを考えられているのかということと、そういうある程度大きく離れたものが、実

際重要な結論が必ずしもあるのかなという気がしないでもないのですけど、その辺はど

うでしょうか。 

行政経営課長： 事務局としても悩んでいるところで、大きくというのが成果指標に対して何パーセン

トなのかとか、何パーセント以上だと乖離しているという基準については、まだ設定し

切れていませんので、そこをどういうふうに把握して分析するかというのが悩ましいと

ころでございます。原田委員長からは、成果指標はＡＢＣでやるのであれば、Ａはどこ

からどこまで、Ｂはどこからどこまでというのを指標を決めた時点できちっと決めてい

かないと、何をもって良いのか、何をもって悪いのかという評価できないので、そこは

きちっとしなさいということで、一定のパーセンテージは決めているんですけれども、
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それのどこからを大きくという表現するかについては、今後検証が必要だというところ

でございます。 

Ｄ委員： そういったものが幾つぐらい出てくるものか、かなりばらつきがあるのではないかな

と、分母自体に。分母が少なければ当然乖離率が多くなるので、その辺のまず心配があ

るんですけれど、その辺は大丈夫なのでしょうか。それとその重要性の問題というのが、

特に乖離したけど大したことはない、重大な結果がないよねということまでを、委員会

で議論をするのかというのも多少あるのですが。どうお考えでしょうか。 

行政経営課長： 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員： 

 

原田委員長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員： 

 

 

 

施策によっては、確かに事務事業がどのぐらい付くとかによっても、その乖離ってす

ごく大きくなってくると思いますので、その辺を実際やってみて、正直なところ、ある

程度72施策を一覧表にして、全体のバランスを見ながら、実際はこの事業はやはりこれ

はおかしいよねというようなことで判断していくしか今はないかなと思っています。な

かなか事業で、例えば、ＣＯ２の関係などはとても大きな話になってしまうので、そう

いったところをどこまで成果として見ていくかというのもありますので、事業の内容で

あるとか、各施策に付いている事務事業の大きさとか、そういったもので判断せざるを

得ないのかなと考えてございます。 

わかりました。少し整理をしていただかないと、なかなか判断がつかない感じもする

のでお願いします。 

評価のエラーというのは、本当はちゃんと結果が出ているのにそうじゃないとか、あ

るいはその逆とか、そういうことがエラーになるわけですけれども、全てを評価すると

いうことを仮にしないとすると、我々評価委員会でピックアップするものと、しないも

のを区分けする必要が当然出てくると。その場合に、きちっとした施策の体系だとか、

目標に対して測定すべき指標みたいなものが一応でき上がっているということを前提

に、何か変だぞというところのアラームだけ鳴らしてもらって、鳴ったけども、実はそ

うでもなかったということもあるかもしれないと。 

例えば、施策レベルで何か大きく未達成だけれども、事務事業を見てみると、事務事

業そのものは一定の効果を上げているということがあり得ると。この場合、一体どうし

てだということになると、それはその目標の設定の方法なのか、指標の設定の方法なの

か、あるいは、施策と事業との関係づけの問題なのか、何かシステムのほうに問題があ

るという可能性についても疑ってみるというようなことはあり得るのかなという気は

します。どれぐらいというのは、確かにＤ委員がおっしゃるように、何をもって大きく

なのかというのはなかなか難しいところで、一度線引きをしたからといってきれいにい

くというふうには限らないのではないかと、私は国のほうの評価をお手伝いしていて思

うことがあります。やはり72の施策を並べてみて、それは結果的に総体的に全体的にこ

れが大きいとか小さいとかいうのが言えないとすると、そういうふうに見ていくという

こともあるかなという気がします。 

ほかの方々いかがでしょうか。 

目標値に対して達成度がどうかという話なので、実は目標値の設定が一番やはり難し

いんですね。少し悪い例をお話ししますと、目標値を立てろといったときに、年度目標

値も含めて、えいやでやってしまうケースがあるので、これを避けるには設定根拠をき

ちっと事務局で出させる。これを常に見られるように情報共有できるようにしておけ
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原田委員長： 

 

 

 

 

 

 

 

行政経営課長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員： 

 

 

 

 

原田委員長： 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員： 

 

ば、評価するときに、もしかしたら目標値の立て方が不適切というか、予測ができない

ことも含めて何か適切ではなかったということだってあり得るので、そういうことも含

めてここで議論して再評価していくということしかないのかなと思います。 

これは基本構想審議会の中でも、私、口を酸っぱく、なぜ、どういうエビデンスを持

ってそれが目標なのかということを言っているわけですけども、なかなか言えないとい

うのは、結局腰だめの数字ですというような話になってしまっているところもやはりあ

って、そこでその目標の達成度云々というのをパーセンテージで出していっていか程の

意味があるのかというのは、ご指摘のとおりだろうなという気がします。ただ、一応設

定側が言っている以上は、逆ギレはなしよというか、目標を適当に決めていますからと

は言えないですよねということで、我々はやるしかないんだろうなという気はしている

のですが、どうですか。 

今回、成果指標を施策評価に使うということで、いかに精度の高い目標を立てるかと

いうことで、この場でも各所管部局を呼んでこの成果指標はどうなのだということを行

っていただいた経緯がございます。以前に比べると多少は精度が上がっていると思いま

すけれど、実際、我々の目から成果指標を全部見てみると、やはり区民意識調査に頼ら

ざるを得なかったり、本当にこれで施策評価ができるのかなという、個人的に不安な部

分はあります。ただ、こういう機会を通して精度を上げていくというのも非常に重要な

のかなというところで、施策評価、久しぶりのチャレンジでございますので、職員にも

意識を持ってもらって、何のために実施しているのだというようなことを今回、評価表

にも事業の目的のところに対象、意図、結果というのを入れ、何のためにやっているの

か、どこに向かっているか、何を最終的に結果とするのかと、これ初めて来年度から入

れようと思っているところで、こういうことをやっていかないと指標の適切さというの

も精度が上がっていかないのかなと認識してございます。やはり、やりながら精度を上

げるということが、今、豊島区の現状なのかなというところがございます。 

そういうことも含めて、何かこういう構造になっているということを事務局が意識し

てもらえればいいかなと思うのですが、ある施策に事務事業がＡ表の事業が例えば３つ

ぶら下がっていたとすると、事務事業のそれぞれの３つの対象が意図どおりになってい

くと、施策の対象が意図どおりになっていきますよと、ここが説明されるような意識づ

けをさせていってもらえれば、適切な自己評価ができていくかなと思います。 

Ｃ委員がおっしったとおりで、私も区の課長さんたちの研修でロジカルなフレームを

示した上で、こうなればこうなってああなってこうなってそうなるので、こうなるのだ

という説明を常に意識した上で事業を考えて施策も考えて欲しいと言ったのですけれ

ども、なかなかそのあたりが不徹底かなと。しかし、ほかの自治体でもそれがきれいに

できた団体というのも寡聞にして知らないので何とも言えませんけども、やはりこの政

策評価、行政評価というのは、体質改善の漢方薬ぐらいにしかならないと、そういう面

もあるかなという気がいたします。そのために、余り過度な負担というのをほかの部局

にかけないようにして、これをやっていく必要というのは、行政経営課としてはあるの

かなという気がいたします。ほかの方はどうでしょうか。 

別の視点からですが、いわゆる内部評価と外部評価にあたる政策評価委員会の評価と

分けていただいたのですが、ある程度やっぱり連関を持っていてもよいと思います。内
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部の評価の結果、これおかしいなと思うものはどんどん政策評価委員会へ振ってもらう

というようなこととか、社会変動などで区長から直接ここを少し見てほしいとか、そう

いう何かツールとか道筋というのは内部評価と外部評価の関係性、あるいは、区長やほ

かのものとの関係性というのは担保しておいたほうがよいのかなと思いました。 

今のご意見も非常に貴重で、内部評価の結果として、やっぱりこれしっかり見てほし

いなというような話もおそらくあるでしょう。ですから、そういう意味では、内部評価

を基本とするにしても、何らかのその提言みたいなものもあっていいし、逆にこの政策

評価委員会で大きく達成、あるいは、大きく未達成というものも非常にノミナルなとい

うか、中身のない、そういう指標の上がり下がりだとすると、それをわざわざ必ずやら

ないといけないのかというと、そうではないかもしれない。先ほどＤ委員がおっしゃっ

たところとかかわると思うんですけども、我々はその施策の中身とか現場を詳しくは知

らないので、そのあたりの勘というのは、やはり政策経営部の皆様方のお力をかりなが

ら、どれをピックアップしてどれはやらないようにするのかということを選んでいくと

いうこともあってもいいのかなという気が個人的にはいたしました。 

民間企業の例が通じるのかどうかわかりませんし、ジャストアイデアになってしまう

かもしれませんが、外部の委員を入れるときというのは、内部で気がつきにくいことを

気がついてほしいというお気持ちだと思うのです。そういう意味でいうと、新しい基本

計画がつくられ、大きな目標をつくって動いていく時というのは、毎年新しいことが起

きたり、それから今までとは違うものがこの新しい方針に合致していたとか、何かいろ

いろな思わぬことが起きるタイミングかもしれないというふうに思うと、例えば、何か

自分たちの目標でやっていたもの以外でこういう大きな政策や大きな基本方針にプラ

ス評価になるようなものがあったとしたら、次年度以降大きく取り上げてもよいのでは

ないかみたいなことが、計画事業の中でも出入りというか軽重というか、そういうもの

があったとしたら、それは外部のほうから提案してもよいのではないかなというふうに

思いました。 

Ｂ委員： Ａ委員がお話しなさったように、内部評価と外部評価のつながりというのは大事な視

点かなと思います。特にお話の中にありましたけれども、アラームを内部で酌み取る仕

掛けというものが、この内部評価の中のところで一次評価、二次評価とか、評価者とい

うふうに入っていますけれども、果たしてこれだけですくい上げられるのかというとこ

ろを注意される必要があるのかなと思います。おそらく内部評価を充実させるために

は、少し一歩引いたある一定の距離感を持った部署が話し合いのテーブルか何かに混ざ

って、これ、何かおかしいなというところを把握すると、それを指摘して向こうに伝え

ることよりも、むしろ、把握してメモしておくというような形をとられるのがよいかな

というふうに思います。 

なぜならば、事業を行っている方は熱心にそのことに従事されていますので、自らの

いろいろな疑問を自らが公にするということは、なかなか躊躇われるものだと思います

ので、そこから一歩引いたある一定の距離感を持った行政経営課などですね、そこがど

のようにこの中で内部評価のところで役割を果たすのかというところも明らかにして、

アラームをどのように察知し、それを外部評価のほうにつなげていくのかということを

明確にしてほしいなというふうに思います。そこはやはり私たち外部、もちろん私より
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かなり内部に詳しい方、委員が何人もいらっしゃいますけれども、常に感覚をお持ちの

方である一定の距離感を持ってらっしゃる方しか酌み取れないのではないのかなとい

うふうに思っております。 

あともう１点が、この大きく未達成、大きく超過達成というところの視点はよろしい

かと思うのですけれども、これ例えば、過年度の評価結果の中でどんな案件が拾われて

くるのかなとか、何か全然拾われないのではないかとか、もしくは、拾ったことでどれ

ぐらい検討すると意味があるのかなとか、少し過年度のもので見てみるとよいのかもし

れないと思いました。 

原田委員長： 今のＢ委員のご意見の２つ目のほうから言うと、アラームを鳴らすシステムはつくっ

ているんだけれども、100キロ以上のスピードを出しているものを取り締まるようにア

ラームが設定されていると全く意味がないということにもなりますし、がんがんアラー

ムが鳴るということもこれは全く意味がないので、本当にアラームが鳴る、これぐらい

だとアラームが鳴って、要はどういう施策をピックアップして、それをその施策の進捗

を進める形で使っていくのかというほどほど感みたいなところは、一旦、外部評価委員

会のまな板にのせるべきものを去年のデータを使って並べてみると。これを本当にまな

板の上にのせて叩いてみたら、本当にいいことになるのかどうかみたいなところはやっ

てもよいかなと、価値はあるかなという気がします。 

それと、行政経営課の関わりみたいなところでいうと、やはり施策の過剰達成、ある

いは過剰未達成みたいなものに出てこないような地殻変動で、さっきＥ委員がおっしゃ

った大きな何か変化みたいなダイナミックな変化みたいなものが生まれつつあるよう

なものについては、施策をより進捗させるということもあり得るということを考える

と、その見立てみたいなものは、我々としては、過剰達成か過剰未達成以外のものはわ

からないわけですから、そういったものは内部のほうからボールを外部評価のほうに渡

してもらって、より背中を押すようなものだってあるかもしれないということなのかな

という気がいたします。そういう意味では、内部評価と外部評価の役割分担というのは、

委員がおっしゃったように、一定の役割分担はするんだけれども、だからといって隔絶

してしまうのではなくて、緩やかに連関するようなボールを投げ合えるような、そうい

う関係であるべきだということなのかなという気がいたしました。 

やはり、どこまでこの評価を実際に我々がしていく前に評価システムというものが

100％組み上がっているかということが非常に大事になってきますし、何しろこれでや

ったことが一度もないので、どうなるのだろうかとＢ委員からすると心配になるという

ことだと思います。 

 では、論点の３番目と４番目についても、今出たような議論を踏まえて、もう一度こ

ういうふうに来年度やっていきましょうと。やり始めて我々も、やっぱりこれは違った

と思ったら撤退する勇気を常に持つということなのかなという気がしております。 

以上がきょうのアジェンダの１つ目でございました。 

（２）平成28年度の政策評価委員会の取り組み 

原田委員長： では、２つ目。今の論点と少しかかわるところですけれども、平成 28年度、我々政策

評価委員会としてはどのような取り組みを行うのが適切かということについて、資料の

説明よろしくお願いします。 
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企画課長： それでは、別紙６につきまして、私のほうで全体的な説明をさせていただきまして、

中に基本計画と、それからまち・ひと・しごと創生総合戦略というものが出てまいりま

す。そちらにつきましては、長期計画担当課長のほうからご説明をさせていただきます。 

別紙６の冒頭をご覧いただきますと、今年度の振り返りということでございます。 

今年度、新基本計画につきましては、成果指標に関して計画の進行管理を視野に入れ

ながらアドバイスをいただいたというところでございます。先ほど行政経営課長が申し

上げたとおり、それによって些少なりとも進展があったというふうに思っております。 

それから、（２）でございますけれども、まさに今もご議論いただいたところでござい

ますが、今後の行政評価をどういうふうに取り組んでいくのかというのをご審議いただ

いたというのが今年度でございます。 

来年度につきましては、これがご提案ということでございますけれども、一つには、

新しい基本計画の進捗管理、それからもう一つは、国の地方創生の動きの中で策定する

ことになりました総合戦略の進捗管理とこの２つというのが、28年度は大きな眼目にな

ってくるのかなと思っております。 

基本計画につきましては、28年度からが計画期間のスタートの年でございます。した

がいまして、事務事業評価を行って、それは内部評価の最初でございますけれども、事

務事業評価をやってということで考えていきますと、その評価がしっかりと出てくるの

は29年度です。28年度の実績がまとまった上で29年度に各事業の評価を行っていくとい

ったことになるわけでございます。ではこの委員会を１年間空けるのかというと、それ

は何とももったいないので、先ほどＢ委員のほうからご提案があったことに近いかもし

れませんけれども、当座、27年度の実績というのは、新年度に入れば大体まとまってく

るわけでございますので、それを見ながら試行的にと申しますか、アラームを鳴らすの

であればどれなのかなというふうなことを皆様にチェックしていただくなど、試行的な

取り組みを行ったらいかがかというのが一つのご提案です。 

それから、まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、国の動きに合わせて策

定してくださいという状況でございましたので、こちらの開始年度は27年度になってお

ります。27年度から31年度の５年間の計画になっておりまして、内容的には、基本計画

の中の一部分といってもいいようなものになっております。人口問題に特化したよう

な、特に重点的に人口という視点から取り組むべきものを取りまとめたというものです

けれども、こちらにつきましては、27年度から開始でございますので、来年度からは進

行管理を始めることは可能であるということでございます。 

いずれにつきましても、進捗状況に問題があるものを特にピックアップをして、専門

的な見地から客観的な評価、あるいはアドバイスをいただくといったような形でその進

行管理の全体の質を高めていくということができればと考えているところです。 

28年度のスケジュールでございますけれども、27年度の結果を踏まえてということに

するとしても、決算等がまとまって数字等も固まってくるのは、年度の比較的半ば以降

ということでございますので、いずれにいたしましても、第２四半期の終わりぐらいか

ら動き始めるというようなことになるのかなと思っております。基本計画の試行にせ

よ、総合戦略にせよ、９月頃に１度目をお集まりをいただきまして、その後、総合戦略

については、第３四半期、第４四半期に幾つかピックアップをして、部局も呼んでヒア
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リングをしながら、進行管理ということで議論いただくことができるかなと思っており

ます。基本計画につきましては、27年度の実績での状況等を見ながら、どういうふうに

していくのかというのを皆様とご相談していくことになるのかなと思っておりまして、

今日の時点では明確に書き込んでおりませんけれども、これがコンプリートしたものと

いうふうに事務局としても思っておりませんので、状況に応じて基本計画、総合戦略の

進行管理を進めていければと思っております。 

個人的な感想みたいな願いも込めて申し上げますと、この進行管理そのものは、内部

管理のためにやっているものではないというふうに私は理解をしておりまして、基本計

画にせよ、総合戦略にせよ、区民の皆様にどういう幸せな未来をもたらすのかというこ

とを定めたものが基本計画、あるいは総合戦略であると思っております。そのことを区

民の皆様にこういう物差しを使って私たちはご報告申し上げます、私たちが着実に幸せ

な未来に向かってということを報告するためにこういう物差しではかっていくのです

と。区民の皆様に対する説明をするためにこういう制度は行っていくのであろうと思っ

ておりますので、区民のためにというところで職員の意識が変わっていく、そういうツ

ールになっていけばいいなと思っておりまして、来年度もそういうことでいうと、試行

錯誤しながらと、そういうことになるのかなと思っております。私からの説明は以上で

ございまして、基本計画、総合戦略につきましては長期計画担当のほうから説明を申し

上げます。 

長期計画担当課長： 基本計画につきましては、今お配りしているのは素案でございますが、パブリックコ

メントをこの間１カ月間しまして、パブリックコメントの結果を受けて、２月１日に基

本構想審議会があります。そこで案を固めて答申という状況でございます。 

総合戦略につきましては、基本計画の中に持続発展都市に向けた４つの柱というもの

を掲げてございまして、それに沿った形で総合戦略をまとめていると、人口問題に特化

した内容のものを深掘りしたものをまとめてございます。 

４つの柱は、「子どもと女性にやさしいまちづくり」、それから高齢化への対応という

ことで「高齢になっても元気で住み続けられるまち」、それから地方との共生ということ

で「さまざまな地域と共生・交流を図り、豊かな生活を実現できるまち」、それから４番

目としては、日本の推進力ということで「日本の推進力の一翼を担う国際アート・カル

チャー都市」という４つの基本目標を掲げ、それぞれ数値目標を設定してございます。

その基本目標を実現していくための具体的な施策、総合戦略の８ページ、９ページをご

覧いただければと思いますが、８ページに先ほどお話ししました基本目標を掲げまし

て、９ページに具体的な施策ということで、それぞれ基本目標にぶら下がる具体的な施

策として28項目、その28項目についてそれぞれＫＰＩという重要業績評価指標を掲げて

ございます。この数値について、26年度の現状値を掲載し、平成31年度の目標値を掲げ

ているところでございます。 

こういった中で、全ての施策のＫＰＩを見ていただくというのはかなりの量もあるの

で、その中で幾つかピックアップをして、一つの部局が各一つの指標をチェックできる

ような形でできたらいいのかなというふうに考えているところでございます。 

原田委員長： 来年度、政策評価委員会として、どういう事項を審議していくのかということについ

ての原案のご説明でございました。 
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１つ目のところ、すなわち基本計画の進捗管理というのは、来年度は少し特殊で、ま

だ計画ができた初年度であることから成果指標の実績が出てくるのがもう１年後にな

るということであります。ですから、来年度はやや特殊な扱いにはなりますけれども、

１回、先ほどのＢ委員のご意見もありましたけども、試行をしてもよいのかなというの

が今回のご提案ということでございます。 

こちらは、私は何の異論もないのですが、やはり、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗管理が多分、委員の方々もどうしてというふうに思われるのかもしれません。私

からすると、豊島区というのは、非常にこうした総合戦略の進捗管理を推進せざるを得

ない特殊な状況にあると。一つは、ほかの自治体と同じように、国からの指導によりＫ

ＰＩを設定してやることになった。そういうことからすると、区民の方々からも、現在

作成している基本計画と総合戦略はどんな関係にあるのかという話になってくると。私

からしても、この両方をどういうふうにきれいに説明したらいいのかというのは、毎回、

基本構想審議会の中で悩むところであります。 

私の整理としてはこんな整理をしていまして、基本計画のほうは、そういう意味では

総合性がある。全部局、全施策をカバーしているという総合性という点で長けた計画で

あるということ。それで、自治体の側からこれは大事だという観点で計画を構成してい

るということ。主体性があるということです。 

他方で、特定の自治体だけが特定の施策を展開すれば日本全体がハッピーになるかと

いうと、必ずしもそうではないと。国として、全体として、人口減少という社会に対し

てどう向き合うのかというような観点から、やや他律的に計画はつくりなさいと、しか

し、どういう計画にするかは自治体次第ですよと。そういうものがこの総合戦略である

とするとして、やはり全体として人口を増加させていくということ自体、日本にとって

は非常に大切なのだということになるのでしょう。 

２つ目の特徴としては、この総合戦略のほうは戦略という言葉からして、非常にここ

に向かっていこうという、その戦略がはっきりしているということ。女性であるとか子

どもであるとか、そうしたところにフォーカスしたり、都市の価値を高めていくという

こと等にも重点が置かれた計画になっている。そういう意味では戦略性はある。特定の

目標に向かって戦略的にこういったものにフォーカスしていきましょうというふうに

切って見せているというのがこの総合戦略ということになるのでしょう。そして総合戦

略のほうは、ＫＰＩを設定しなさいということも求められていて、おそらくこれから国

全体の補助のようなものとも紐づいてくるという意味で、比較的クリアな議論がしやす

い分野でもあると。区の要望としては、こういったものも総合戦略のほうの進捗管理に

ついても基本計画と併せてやったらどうかということなのでしょう。この２つの計画

は、そのような位置関係にある。 

豊島区としては、消滅可能性都市と言われた以上は、総合的な計画をつくっているさ

なかに、やや他律的でしかし戦略性に長けた計画というものを同時に進捗管理していか

ないといけないという立ち位置にあると。それ踏まえて政策評価委員会としては、その

２つ目のミッションについてもバックアップをしていくということになるのかという

ようなご提案だったのかなという気がします。 

特に総合戦略のほうは、どうやってＫＰＩが設定されたのかという説明を直接受けて
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ないということもあって、そのあたり基本計画は比較的最初からかかわってきたわけで

すけど、大きな違いがあるわけですが、いかがでしょうか。 

Ｃ委員： このＫＰＩの設定というのは、それぞれの所管部署が設定して、庁内的には、例えば、

担当の方がチェックするとか、そこで議論があるとかという形で成立したわけではない

のでしょうか。 

長期計画担当課長： 一義的には、所管のほうから上げていただいた数字でございます。ただ、その中で政

策経営部のほうでチェックをしております。 

企画課長： 少し補足をさせていただきますと、消滅可能性都市に指摘をされて以降、豊島区は、

全庁体制の持続発展都市推進本部という本部体制を組んでおります。それは、全部局の

部長が参加をしている会議体ですけれども、総合戦略はその会議体で検討し意思決定を

するというプロセスを経ておりますので、所管がただ言ってきただけではなくて、一応

全庁的にもオーソライズしながら策定してきたというような経過でございます。 

Ｇ委員： 先ほどの説明の中にもありましたように、この総合戦略は、これ基本計画の一部であ

るというふうに、中には民間主体で展開するような、そういう事業、施策もありますけ

れども、基本は基本計画の一部、それを見せ方として少子化、人口減少社会に対して貢

献できる施策というような観点で、区民に対して、外に対して見せる。見せ方の切り口

が違うというようなことではあります。例えば、女性にやさしいまちのワーク・ライフ・

バランスなどは、指標も含めてＫＰＩ、基本計画のほうは成果指標、同じものを掲載し

ております。ですので、もしこの総合戦略、これ外に対して発信する上ではコンパクト

だし、比較的わかりやすいかなと思っておりますので、総合戦略のほうの施策を評価し

ていただくようにご了承いただければ、これに関連するところの基本計画もあわせて評

価の対象になるような形に、そういう組み方もできるかなと思います。これはこれで独

立して、基本計画は基本計画で独立してではなく、これ必ず関連する基本計画の施策が

あります。それを一緒に関連づけて評価していただくようなこともできるかなと思いま

すので、ご検討いただければと思います。 

原田委員長 Ｇ委員がおっしゃるところについて、もう少しお尋ねをすると、ここで掲げられてい

るＫＰＩは、先ほどの72の施策の目標として指標に掲げられているものが一部含まれて

いるということですね。他方で、そうでないものも存在する。例えば、子育て世代の区

内への定着率、最初の69％から75％というのは、これは基本計画のほうの施策としてこ

ういうふうに観念されているわけでもなければ、指標として設定されているわけでもな

いということで、同じ人たちが仕事をしている中で、リンゴを縦に切るのか斜めに切る

のかで、こんなふうに見えるということにはなるんでしょうけど、区民からすれば、ど

っちを見ながら、区が頑張っているねと言ったらよいのかというのは常にあるのだろう

と思います。このあたりをどういうふうに説明していくのかなということが気になると

ころです。 

といいながら、ずっと基本計画の側の仕事をしてきた私からすると、こちらのＫＰＩ

のほうがよりＫＰＩらしくて、分かりやすいという感じが多分区民の側からすると、印

象としてはあり得るかもしれないと。それはどうしてこうなっているかというと、これ

は私の推測ですが、具体的な事業あたりをきちっとぶら下げる必要がないからだと私は

見ています、そういう意味では、きれいに自分たちの組織でやっている、抱えている事
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業みたいなものと、ある種、切り離した形で議論ができる。そういう意味では、ふわふ

わとしたＫＰＩになっている。しかし、そのふわふわ感というのは、区民にとっては非

常にわかりやすいということからすると、非常にこれは忸怩たるものがあるなというの

は、私の個人的な感想です。 

ほかの方々、いかがでしょうか。これ両方やるのかと、どんな関係なのかと。こっち

は上がっている、こっちは下がっているという場合はどう考えるのかというような問題

もあるでしょうし、どうでしょうか。 

Ａ委員： ご説明を聞いて内容は理解しました。 

まち・ひと・しごとは作成途中となっていますが、現在どのような段階でしょうか。 

長期計画担当課長： こちらも素案の段階でパブリックコメントをかけまして、パブリックコメントの意見

をまとめた状況です。最終段階としての全庁的なオーソライズはこれからですが、大き

く変わる部分はないものと思っております。 

Ａ委員： そうすると、先ほど示していただいた区の基本計画のほうとのタイムラグでいう

と、区民へ向けての公表とかはどういうふうになってくるのでしょうか。 

長期計画担当課長： ほぼ同時というふうに考えています。 

Ａ委員： 同時であって、まち・ひと・しごと創生総合戦略のほうが先に進むということですね。 

Ｅ委員： 質問ですが、これも所管課から上がってきたというご説明があったんですけれど、全

部所管課が決まって、予算もある程度これから決まっていくと考えてよいのですか。 

Ｇ委員： 総合戦略の中に具体的な事業を掲載しておりますが、予算案については、新規・拡充

事業も含めて計上をさせていただいております。 

Ｅ委員： 例えば、子育て世代の区内の定着率を促進することについて、これを担う部署はどち

らになるのでしょうか。この事業をそれぞれやってらっしゃる、一つひとつの事業をや

ってらっしゃるそれぞれの課になるから、それぞれの課の皆さんの力でこれが達成され

るということでしょうか。 

原田委員長： おそらくですけれども、先ほどの政策の施策事業の関係みたいなものを政策体系と呼

ぶとして、また、部があって、課があって、係があるというのも組織の体系と呼ぶとす

ると、その政策の体系と組織の体系が比較的近接しているというのは、基本計画のほう

である。網羅性がある。作成していったプロセスについても、そういうところがある。

総合戦略はそこが緩いというところがあるかなと。ですから、Ｅ委員が質問なさった点

でいうと、やや組織のつくり、所管みたいなものと少しずれる形でつくられている。少

なくともその施策の束としては作られているところがあるのかなと。例えば、子どもと

女性にやさしいまちのところだと、福祉系だとか、労働系だとか、教育系だとか、ぼん

やり組織が透けては見えるわけですけれども、全ての事業みたいなものをカバーしてい

るわけでもなければ、施策もカバーしてないという可能性があるわけですね。 

Ｄ委員： 具体的になりますが、これ 31 年度の目標値が書かれているのですが、27 年度の実績

がそのうち出るということで、31 年度の数値から 26 年度の数値を引いて、５で割った

値を 26年度の現状値に足して、それを 27年度の進捗度として見ると、判断するという

話なのか、そうではないという話なのか、そこが読めないのですが。 

長期計画担当課長： 総合戦略は 27年度から 31年度の５カ年の計画ですので、27年度の数字というのを反

映して評価をしていくことができるのかなというところです。 
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Ｄ委員： 27年度の具体的な目標値っていうのは設定があるのでしょうか。 

企画課長： 平成 31 年度に最終的にどこまで目指すのかというのは、これは明確に示せというル

ールになっていますので、目標値として示しております。それが段階的に 45度の角度で

例えば真っすぐ上がっていくのか、ある線まで行くと急に伸びていく事業もあるだろう

と、多分リノベーションとかはそういうパターンです。そういうことだと思いますので、

それがその間の年度でどういうふうに変遷をたどっていく予定かというような目標づ

けについては、できているものとできてないものがあると、今そういう状態です。 

Ｂ委員： 質問ですが、ＫＰＩの提出後、まち・ひと・しごと創生総合戦略のほうで、各自治体

間比較みたいなことをするというようなことはあるのでしょうか。 

長期計画担当課長： それは特段聞いておりません。 

原田委員長： そういうものはないですが、進捗管理はちゃんと指標を立ててやっていかないといけ

ないということにはなっている。ただ、各自治体の人口を全部足し合わせると２億人と

かになってしまって、この国、本当に大丈夫かというようなことにはなると。ですから、

足し合わせることがハッピーなわけでは決してないと思いますけども。 

Ｂ委員： では、このＫＰＩを提出した後の出口ってどんなものが想定されているのか。何が期

待されているのか。その出口のところをお話しいただけますか。 

長期計画担当課長： それぞれ自治体によってその状況は違うということで、その取組内容とか、施策とか、

基本的な目標というのは、それぞれ違うものであろうということで、これは豊島区なり

の基本目標を掲げて、具体的な政策内容も設けているところでございます。 

Ｇ委員： 国のほうは、人口の減少傾向にある程度に歯止めをかけたいというのが一つの目標と

してあります。 

長期計画担当課長： 総合戦略を作成する前段として、「人口ビジョン」というのも作っておりまして、その

人口ビジョンで平成72年、2060年までの人口推計、人口の見通しというか、そういうも

のを出しております。それに向けての施策というところでございます。今、豊島区は28

万人を超えたところですけども、2060年の時点で約30万人を少し超えるぐらいの人口レ

ベルに持っていこうということで、それに向けての対策をまとめたものでございます。 

Ｇ委員： 国が合計特殊出生率1.80を目指すというような目標になっております。その目標に本

区も貢献できるように少しでも出生率を上げていくというような目標もあるのでしょ

うが、それを本区の場合は定着率ということで目標値を定めております。区の人口推計

の上では出生率は1.20ということで一応想定しているところでございます。そういう形

で、それぞれの自治体が少しでも底上げすることによって、国が定めている出生率を達

成することになれば、それが一つの出口目標にはなるのかなというふうには思います。 

原田委員長： 細かな各省の予算は見ていないですけど、おそらくこれに紐づけていくと、財務から

予算がついているということはあるはずで、多分これに紐づいているほど許容されやす

いということはあるのでしょう。 

企画課長： 国の補助金との関係でいうと、地方創生に関して、新型交付金という言い方を国はし

ていますけれども、実は全てが新規のメニューというよりは、今までのものを組み替え

てまとめた形で示すというタイプのものです。国のほうでは、事業費を2,000億円分だと

言っていますが、国の交付金は1,000億なので、半分は自治体が負担しなさいといったよ

うなものが来年度出てくるわけですけれども、そういったものは総合戦略に位置づけて
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いるということが当然の前提になっているということですので、委員長ご指摘のとお

り、国費の取りやすさということを意識している自治体もあると思われます。 

ただ、豊島区の場合には、若干特殊事情がありまして、やはり消滅可能性都市という

ことがありますので、若い女性中心に豊島区はしっかり対策を打っていきますというこ

とを明らかにしたいという意図もあって、国の指導という面もありますけれども、一方

で、豊島区としてそういう警鐘を鳴らされたことに対する姿勢を示したいということも

あって、この総合戦略を作ったというところです。 

Ｂ委員： 杞憂だったかもしれないですけれども、つまり出口が違うと。究極の利用目的が違う

ということになると、評価書の見せ方とかも変わってくると思うのです。例えば、今ま

で豊島区が努力をされているこの基本計画とそれから行政評価というのは、ある種、常

に良い体質を、豊島区は行政体制を維持しているということを非常にアピールしている

わけです。そして、そのために努力をなさっていると。 

一方で、総合戦略のＫＰＩなどを拝見しますと、もっと広報性とか、競争に勝つぞみ

たいな、すごくすばらしい自治体なんですということを打ち出すと。そこにどんなロジ

ックが皆さんの行政体質の改善の今までの長年の努力があるのかはともかくとして、そ

の後に出てきた、例えばケーキでいうと一番上の生クリームのおいしいところだけを、

こんなにおいしそうでしょうと見せているわけなので、そうしますと、この委員会にか

けたときに、力点の置き方、コメントのアドバイスの置き方が変わってきてしまうので

す。非常に体質改善的なところと、もちろん関係してくるところもあるのですが、その

上のほうのよりアピール、競争力があるのだと見せるところ、なので一緒くたに出され

てしまうと、コメントをした時にその受け取り目的が違うものと、すごく似通っている

ところ、ここが非常にグレーなので、どこまでこちらのほうでうまく発言してそれを然

るべきところに行くのかと、むしろ混乱してしまうのではないかというような、そうい

った杞憂が少しございまして出口の話を伺いました。 

原田委員長： 委員の方々のご意見を伺っていて、これだったらできるかなというところが仮にある

とすると、先ほどＧ委員がおっしゃったところと関わるのですが、基本計画の指標と総

合戦略の指標が同一であったり類似であったりするという場合に、我々としては、基本

計画の進捗管理という観点から評価をすることは可能だし、その意義もあると。それを

受け取る側のこちらのほうのＫＰＩを設定した側から、同じ人か同じ部局かもしれませ

んけども、それなりに一定の情報が得られるということはあるかなという気がします。

そういう意味で、余り関連性がなさそうなものを取り上げると、どんなふうに議論した

らよいのかということがやや難しくなるかなと。そういう意味では、ここに掲げている

ＫＰＩの中で基本計画にそのまま載っているものや、それに比較的近いものみたいなも

のを取り上げていただくということがよいのかなという気が私はしています。そういう

形であれば、両方を結果的にやったということもできるのかなと感じました。 

これを頭から１個１個やっていってどうだという議論をすると、我々としては、非常

に絡みにくいというんですか、絡みにくいというのは、何をしているの、どうしたらい

いの、こうしたらいいじゃないの、ということをなかなか組織の体系が見えない中で総

合的に進捗を管理していきたいと思う側からすると、なかなか難しいかなという気がし

ています。 
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ご提案の内容というのは、不可能ではないと思いますけれども、基本計画の進捗管理

とできる限り近接した内容をこの総合戦略のところからピックアップしてもらうとい

うことであればできるかなという気がしています。実際の作業のプロセスなども考える

と、それが一番穏当なところかなと思いますがどうでしょうか。 

Ｇ委員： 基本計画の進捗管理、これを基本にしながら、関連するところで総合戦略のほうの施

策の評価をしていただくということで十分でございます。基本的には、ほぼ関連づけさ

れますので、主たる評価対象が基本計画、それに付随するということで見ていただけれ

ばと思います。 

Ｅ委員： 民間の例でいうと、本社から突然、来年度こういうことをやれみたいな話になったと

き、支社のほうでどう考えるかというと、本社が多少、金を出すのであれば、普段考え

ているものに後づけでもよいから利用しましょうということになろうかと思います。そ

れは本社に上げたり、説明の仕方とは別にうまくこちらにお金をつなげて、あるいは、

もし今までとは違う視点のものがあればそれも利用してうまく生かしていこうというこ

としか支社長は多分考えないと思いますので、逆に言うと、外部の人間が何を見られる

かっといったら、それをうまく使ったかみたいなところは見られるかもしれないと思い

ました。 

原田委員長： まとめますと、できる限り基本計画に紐づけた、あるいは、近接するようなＫＰＩみ

たいなものを取り上げていくということで、我々としては、基本計画の進捗管理という

ものを主たるアジェンダということで議論をしていく。その関連で総合戦略についても

議論が及ぶというような形で整理をしていただければと思います。 

では、きょうのアジェンダといたしましては２つでございまして、議論をさせていた

だきましたが、何かほかにございますか。よろしゅうございますか。 

それでは、おそらく今年度この委員会としては、今日が最後ということでございまし

て、来年度については、９月ぐらいを目途にということでございますが、最後に事務局

からお願いします。 

行政経営課長： 本日は熱いご議論をありがとうございました。本当に行政評価のみならず、人材育成、

それから意識改革、そういったところまでいろいろご議論をいただきました。ありがと

うございました。委員の皆さんに背中を押していただきましたので、しっかりアラーム

を鳴らし続けたいというふうに思ってございます。 

今日いただいたご意見を反映させていただきまして、来年度具体的な行政評価につき

ましては、制度を構築していくということでご了承をいただいたというふうに理解して

ございます。 

なお今、委員長からお話がありましたとおり、来年度につきましては、また改めて、

９月近くになると思いますけれども、こちらのほうで日程調整させていただいてお集ま

りいただくということになりますので、またどうぞよろしくお願いしたいと思います。

事務局からは以上でございます。 

原田委員長： これにて第５回の政策評価委員会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 



第５回会議録（280125）.docx 

- 23 - 

 

 

会議の結果 

（１）平成 28年度以降の行政評価について 

平成 28 年度以降の行政評価に係る論点を議論し、実施にあたっての考え方

をまとめた。 

（２）平成 28年度の政策評価委員会の取り組みについて 

政策評価委員会における、基本計画の進行管理及びまち・ひと・しごと創生

総合戦略の進行管理についての考え方をまとめた。 

提出された資料等 

【資料】 

別紙１  28年度以降の行政評価のイメージ 

別紙２  28年度以降の行政評価の仕組み（案） 

別紙３  施策評価表（案） 

別紙４  事務事業評価 A（案） 

別紙５  事務事業評価 B（案） 

別紙６  28年度の政策評価委員会の取り組み（案） 

別紙７  豊島区基本計画（素案） 

別紙８  計画事業一覧 

別紙９  豊島区 まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）  


