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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（平成 28年度第１回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成２８年１０月６日（木） 18時 30分～19時 45分 

開催場所 庁議室（本庁舎 5階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 委員長選任 

３． 副委員長指名 

４． 会議録等の取扱い 

５． 議事 

(1) 平成２８年度の取組みについて 

(2) 施策評価の試行実施について 

(3) 前基本計画（2011-2015）成果指標の達成状況について 

(4) まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

(5) 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）・

大﨑 映二（行政アドバイザー）・猪岐幸一（公認会計士）・池田隆年(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）・ 

城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

欠席１名 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

企画課長： 本日はご多用の中、お集まりいただきましてありがとうございます。今年度第１回目の

政策評価委員会を始めさせていただきます。 

任期が改まっておりますので、委員長選任までは、事務局の方で進行させていただきま

す。 

２．委員長選任 

企画課長： 委員の皆様の名簿は、参考資料１‐１をお付けしてございますので、ご覧いただきたい

と思います。 

それでは、委員長の選任、副委員長の指名に移らせていただきます。参考資料１‐３の

運営要綱第４条に定めますとおり、委員長は互選で選任をいたしまして、副委員長につき

ましては、委員長が指名することとなっております。 

先ず委員長の選任について、委員の皆様のお考えを伺えればと存じます。 

Ｇ委員： 前年度に引き続き、原田委員にお願いするのがよろしいのではないかと考えます。 

企画課長： ただいま原田委員をとの推薦ございました。皆様いかがでしょうか。 

 （異議なしの声あり） 

企画課長： 異議なしと認めまして、原田委員に委員長をお願いいたします。 

原田委員長よりご挨拶をいただきまして、以降の進行については委員長にお願いした

いと存じます。 

原田委員長： 今年度も委員長をお引き受けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

振り返れば、昨年度は基本計画の策定に当たりまして、最終的な完成までお手伝いをし

たわけであります。その会議体の中でも申し上げたのですが、基本計画の進捗管理につい

ては、策定に携わった委員の方々と同時に、私も政策評価委員会の委員の１人としてしっ

かり見ていきますよということを申し上げました。 

その仕事が実質的には今年度からスタートするということでございます。今年度はま

だ試行という１年間でありますが、次年度に向けて本格的な施策評価が実行できるよう

努めてまいりたいと存じます。 

３．副委員長指名 

原田委員長： それでは次第に従いまして、副委員長の指名をさせていただきます。副委員長につきま

しては規定により、委員長が指名するということです。 

昨年度に引き続き外山委員にお願いをしたいと思います。 

外山委員： 委員長の指名でありますので、謹んでお受けさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

原田委員長： ありがとうございます。 

４．会議録等の取扱い 

原田委員長： それでは、議事に入る前に会議録の取扱いについて事務局から説明をお願いします。 

企画課長： 参考資料１－４にありますとおり、本区の審議会等は原則公開でございます。会議録に

つきましても、ホームページで公開することとしております。発言者の表記につきまして

は、委員長、区理事者は職名を明らかにし、他の委員の皆様につきましては、Ａ委員、Ｂ

委員といったようにアルファベット形式で表記をしております。会議録は公開前に皆様
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に確認をしていただきます。 

原田委員長： よろしゅうございますか。 

 （異議なしの声あり） 

５．議 事 

（１）平成２８年度の取組みについて 

原田委員長： それでは、議事に入ってまいります。 

議題は４件ございまして、先ずは１件目、平成 28年度の取組みについて事務局から説

明をいただきます。 

行政経営課長： それでは、資料１－１、１－２、１－３により説明させていただきます。 

まず資料１－１でございます。平成 28年度政策評価委員会の取組みについてです。 

一つ目が平成 27年度の審議経過ということで、昨年度は新基本計画の成果指標に関連

して３回に渡りご議論をいただきました。また、今後の行政評価の取組みについてという

ことで、第４回と第５回で、新たに導入する施策評価についてご議論をいただいたところ

です。 

次に、平成 28年度の審議予定事項でございます。具体的には、一つ目が施策評価の試

行実施ということで、先ほど委員長からご説明があった内容でございます。二つ目としま

しては、豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況の管理ということでございま

す。また今回、新たにつけ加えさせていただきましたのが三つ目の項目です。政策経営部

内の企画課、財政課、行政経営課の３課で行政経営システム研究プロジェクトチームを設

置しました。今後検討を重ねて、その内容をこの政策評価委員会にご報告しまして、それ

についてご意見をいただくということを考えてございますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

続いて、平成 28年度のスケジュールでございます。本日が第１回目ということで、第

２回目は 11月 4日で施策評価の試行実施の第１回目、第３回目が 11月 28日で施策評価

の試行実施の第２回目という予定でございます。その後、第４回については来年１月頃で

日程を調整させていただきまして、試行実施の課題整理及び本格実施への反映とあわせ、

プロジェクトチーム報告のご議論をいただくということを考えているところです。 

次に、資料１－２をお取り上げください。資料１－２と資料１－３は、昨年度の振り返

りでございますので、簡単にご説明させていただきます。 

まず、資料１－２ですが本区の基本計画として、地域づくりの方向が８つ、25の政策、

72 の施策があり、事務事業が 638 ございます。そして、施策評価を新たに導入するとい

うことと、平成 28年度は試行実施を行うという内容でございます。 

それから、外部評価につきましては、どんな施策を評価するのかということについて、

目標が大きく未達成であったり、大きく超過達成しているもの、あるいは政策ごとに設定

された重点施策、72施策のうちの 24施策ございますが、こういったところを中心に評価

していこうということでございます。 

続いて、資料１-３をご覧ください。施策評価につきましては、基本計画の進捗管理、

区政運営の透明性の向上を主な目的としてございます。事務事業評価につきましては、費

用対効果、効率性の確認、事務事業の改善を主な内容にしているところでございます。 

評価者の考え方のところでございますが、政策評価委員会は、区による内部評価で異常
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を検知した施策等について、外部の視点で客観的なチェックを担う役割を果たしていく

ということでございます。外部評価の実施としましては、基本的に毎年度行い、政策評価

委員会を外部の評価委員といたしまして、ここで進捗管理を行っていくという内容でご

ざいます。以上、今年度の進め方と昨年度の振り返りでございます。 

原田委員長： ありがとうございました。改めて記憶を新たにしていただけたかと思います。 

何かございましたらお願いします。よろしいですか。 

（２）施策評価の試行実施について 

原田委員長： それでは、続けて２つ目の議事、施策評価の試行実施についてに移ります。 

施策評価の試行を実施するに当たっては、何をチョイスするかは非常に大事なところ

ですので、そのあたりも含めて事務局からご説明をいただくことにいたします。 

行政経営課長： 資料１－４、資料１－５を使って説明申し上げます。 

まず資料１－４をお取り上げください。施策評価の試行実施についてです。 

目的としましては、平成 29年度から施策評価の本格実施に入りますので、その課題等

を掘り起こしていただくというのが基本的なところでございます。 

試行実施のスケジュール及び対象施策でございますが、先ほど申し上げたとおり、第１

回目が 11月４日でございます。対象施策としては、「来街者の受入環境の整備」というこ

とで、基本計画書では 238ページの施策でございます。この選択理由ですが、施策を構成

する事務事業が比較的少なく、施策の下に３つの事務事業が付いているものでございま

す。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも、インバウンド推進については、一

つの施策として構築されてございまして、この二つを包含するような施策ということで

今回、選択させていただくということでございます。初めに大きな施策を実施するより

も、まずは施策に付いている事務事業が少ないものを実施してみて、ご議論いただくとい

うことで考えてございます。 

それから２回目が 11 月 28 日でございます。こちらは「がん・生活習慣病対策等の推

進」でございまして、基本計画書では 106ページに記載のあるものでございます。こちら

の選択理由としましては、今度は逆に事務事業の数が 11事業と大分多くなってございま

す。これを実施することによってどのくらい時間がかかるのか、どのくらい説明をすれば

委員の皆様がご判断できるのか、その辺を主に見てみたいということで、この施策を選ば

せていただいたところです。また、この施策は前の基本計画と同じような施策になってお

り、これまでの指標などが継続的に使えますので、これまでのものと比較して進捗状況が

理解できるという意味で、選ばせていただいたところです。 

昨年度の仕切りでは、アラームを鳴らして選ぶというところがありましたが、今回は試

行実施ということで、どう実施していったらよいかに重きを置きましたので、達成状況と

は別に選ばせていただいたところでございます。 

次に、施策評価における外部評価の目的でございます。何のために試行実施をやってい

ただくかというところでございますが、一つは内部評価の結果についてその妥当性等に

対する意見をいただくということでございます。進捗状況が本当に正しいのか、その要因

分析がきちっとできているのか、次年度以降に向けて改善していくための対策になって

いるのか、そういったところについてご議論いただくものでございます。 

二つ目としましては、29 年度の本格実施に向けた評価表様式等の改善、この後、評価
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表についてはご説明させていただきます。 

それから、外部評価の進め方の検証ということで、先程も申し上げましたが、どのくら

い時間が掛かるのか、どのような資料が必要なのかということを、実施していただく中

で、ご意見をいただきたいという目的でございます。 

次に、政策評価委員会での説明方法、全体の流れですが、施策評価表は部長が、事務事

業については課長から説明をさせていただきまして、その後、委員さんから内容について

ご議論いただくかたちとなります。そして最後には、委員会として結果をまとめていくと

いう流れで行いたいと考えております。 

次に、この選ばせていただきました二つの施策について、どのような事務事業が付いて

いるかというものでございますが、こちらは後程ご覧いただければと思います。なお、そ

れぞれの試行実施の１週間位前には詳しい様式をお送りさせていただきまして、それを

事前に見ていただくことによって、当日スムーズにご議論できるようにしたいと思って

ございます。 

続きまして、資料１－５をお取り上げください。こちらが今回、施策評価の様式として

作成したものでございます。 

まず、位置づけを明確にするという内容になってございます。施策の目的、現状・課題、

こちらは基本計画にも記載されてございますので、そういった位置づけを明確にしなが

ら記載してもらうかたちでございます。その下に投入コストの推移、そして施策達成度を

測る指標の推移という作りになってございます。 

事務局として少し悩んでいるところが、施策の達成度を測る指標の推移の中の達成状

況です。Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄという形で、目標値に対してどのくらいの実績数値になった

ら、Ｓなのか、Ａなのか、Ｂなのかというのをある程度設定しておかないと所管によって

判断がずれてくるということがありますので、こういった区分けで出していきたいとい

うのが一つの特徴でございます。同様に、施策の達成状況の評価ということで、施策によ

って指標の数が違っているのですが、総合合計として、どう評価するかというところがな

かなか難しいところでございまして、ただ、なるべく恣意的な判断がないように、ここは

機械的に出していきたいというのが事務局の考えでございます。この辺についても今日

ご意見をいただければと思います。 

それから非常に重要になってくるのが、課題というところでございます。施策を構成す

る事務事業評価結果を踏まえて、課題を出してくれということでございます。いわゆる未

達成というような判断になった場合は、なぜ未達成なのか、どういった事務事業に問題が

あるのか、そういったものを各所管課が分析してくるはずでございますので、それをこの

委員会の中で客観的にご判断いただくというようなことが非常に重要になってくるとい

うところでございます。 

来年度の方針のところでは、前述された課題をきちっとカバーできるような内容が記

載されているかどうか、客観的な数字や方向が出てくるかどうか、この辺を中心にご議論

いただいくというような構成になってございます。 

裏面につきましては、その施策を構成する事務事業が一覧表になってございます。ここ

でのポイントは、一つのボックスの中の項目のところでございますが、事業費、人件費、

評価結果というところがございまして、これは事務事業評価の結果がそのまま出ている
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ところでございますが、その下に施策貢献度というような形で設定してございます。これ

は施策評価を入れる理由としまして、施策の段階からその下の事務事業を見て、やはり優

劣関係があるはずだというところを出していきたいという理由から、貢献度というもの

を星印の１つから３つの個数で付けていただこうと考えてございます。 

星印３つは貢献度が高い、非常に重要だというのは全体の 20％、普通が全体の 60％、

低いが 20％程度というような形で、各所管にはある程度の優劣関係を意識して事業をつ

くっていただくということを導入したいというところでございます。この辺もご意見、ご

議論をいただければと存じます。 

次の資料が、実際の事務事業評価、本年度実施した内容でございます。Ａ表というとこ

ろでございますが、今回ポイントにしたのが事務事業の目的というところでして、これま

でこの事務事業の目的はただ漠然と記入していただくだけだったのですが、今回からそ

れを事業の対象、事業の手段、事業の意図ということで、どの施策にきちっとつながって

いるのかを明確にするという試みでございました。 

今回これを行ったことによりまして、今まで全く紐付けされていなかった事務事業が

236ぐらいあったのですが、これが 31事務事業に減ったというような効果がありました。

ほとんどの事務事業が施策に紐付いたというように改善したところでございます。 

以上が評価表と試行実施の概要でございますが、今後詰めまして、実施の１週間前ぐら

いには、実施の視点であったり、評価の仕方、ポイント等について資料をお送りしたいと

考えているところでございます。説明は以上でございます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

それでは事務局からの説明に基づいて議論をしたいと存じます。 

私は基本計画の作成にあたり、現状と課題のところについては、こんなふうに書きなさ

いというような指示を明確にした記憶があります。後に評価がしやすいように現状と課

題を書くよう言ったと思います。 

行政経営課長： そのとおりでございまして、基本計画書の各施策の頁を見ていただきますと、「施策の

目標」の項目の下には必ず「現状と課題」という項目がございまして、審議会の中では現

状と課題をきちっと整理して書くようにと明確にご指示をいただきました。それに基づ

いて、現状と課題は整理されてございますので、その中身が今回の施策評価の現状と課題

に入ってくると認識してございます。 

原田委員長： そういう意味では、施策を展開するスタート地点はどこなのかということを明確にし

て、どこに行こうとしているのかという方向性を課題で明確に書けと、評価をする際、そ

こを活用しようという意図が確実にあったということです。 

それでは委員の方々、評価表の作り方や試行に当たっての施策のチョイスの仕方など

いかがでしょうか。 

Ｄ委員： ２点ほどございまして、まず、資料１－５の施策の達成状況のＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄです

けれども、Ａが「達成」となっていて 90％以上となっているのですが、常識的に 100％で

ないと達成と言わないのではないかと思うのですが如何でしょうか。 

それと、事務事業における貢献度の相対評価ですが、これが低いと評価されたところで

低くてもやらなくてはいけないことは少なからずあるのではないかという気がします。

その辺のフォローアップをするのかしないのか、される場合はどいう形になってくるの



第 1 回会議録（281006）.docx 

- 7 - 

かが心配に感じました。 

行政経営課長： １点目の達成状況の基準ですが、今回入れさせていただいたのは、国で同じような仕組

みで実施してございまして、国の場合は５区分というのは決めていて、ＳやＡが何％とい

うのは各省庁で決めなさいというふうになっています。今回、その一部を代用させていた

だいたということで、ここのＡを必ず 100％からにすべきとか、その辺は深く掘り下げて

おりませんが、確かに「達成」というのは基本が 100％かなという気もいたしますので、

そこについては調整させていただきたいと思います。 

それから２点目の貢献度のところの相対評価ですが、おっしゃるとおり普通のところ

に義務的事業はここに含めると書いてあるとおり、やはりどうしても優先度とか関係な

しに扶助費などは必ず義務的経費として出さなくてはならない部分ですから、これは中

位に含めてくれと、上とか下には入れないでというようなアナウンスをすることによっ

て、余りこの優劣関係に関係のないところに入れてほしいということで、相対的な考え方

をしていきたいと考えてございます。 

Ｄ委員： 義務的経費で「高い」という評価をしてはだめなのでしょうか。 

行政経営課長： どの所管も高いというのは本当にやりたいものを持ってくるので、そういった義務的

経費を高いとするところは少ないように思います。それは必ず実施するものなので真ん

中ぐらいに入れておいてというようなやり方になってくると思います。 

原田委員長： 私もまだ意図は正確に理解しておりませんが、多分ここは高いとか低いということを、

配分割合を決めることによって事業量の増減ですとか、やったり、止めたりという判断材

料に使いたいということがおそらくあり、しかし、生活保護は絶対にやらないといけない

ので、止めたりとかいうような、あるいは付け加えたりというような裁量がなかなかない

ということかなと推察しますが、どうでしょう。 

Ｇ委員： 少し補足しますと、評価が最終的にどういう使われ方をするかということを、ある程度

構想をしながら作ったほうがよいと思っています。 

施策評価、基本的に予算執行権者、つまり課長が概ね自分のスパンでこれをハンドリン

グするということになります。そうなってきますと、先ほどの目標の設定の考え方もそう

ですけれども、やはり課長が自分の課の事業をどこまで責任を持っているかという志み

たいなものを測る指標になってくるわけです。 

そうなってきますと、その課によっていろいろばらつきがございますので、評価の仕方

も自分が注力したいものと、そうでないものという分け方の考え方、そういったものでど

のような事業を進捗させようとしているのかという管理者の姿勢をある意味評価するこ

とが、この施策評価を通して見ることができるのではないかという仮説に基づいている

ものでございます。 

Ｅ委員： 今の話ですと、施策貢献度というのは責任者の課長の方の比較的恣意的な判断で星印

が決まってくると考えられます。もう少し精査するやり方、例えばその事業の貢献度は星

印が二つだけれども、施策を構成している事業の重要度というのはまた別に有るのでは

ないかなと思います。つまり、どのくらいその施策にインパクトを与える事業なのか、や

らなければならないけれどもインパクトがある、これは課長さんの恣意的な判断でやめ

るわけにはもちろんいかない。その時に、どれを今年は特徴的に力を入れるかみたいなと

ころは若干あるのかもしれないですけど、構成する事業の相互の関連とか、それぞれのイ
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ンパクトというのがもう少し分かるようでないと、何かせっかくの総体的なやり方とい

うのが少しぼやけてしまうのではないかと思いました。 

行政経営課長： いろいろな自治体を見てみますと、確かに貢献度だけでなく重要度も反映しているよ

うな、そういった相対評価をしているところがあります。ただ、今回は両方を加味してや

ると複雑になり、かえって書く方も不明瞭になるのかなということがあって、今回はスト

レートに貢献度というやり方にさせていただいたというところです。 

それから先ほどの管理職の恣意的な部分というところでは、やはり組織目標とかその

辺の区としての方向性というのがあって、ある程度政策的な部分を「高い」というような

ところに持ってくるところもありますので、そういったところはある程度、管理職、所管

の方の意図を反映させていかないと、あまり相対評価になってこないのかなと考えたと

ころでございます。 

原田委員長： 星印の配分割合の考え方がもう一つ理解ができてないのですが、最初、年度当初に事業

がこれだけのラインナップがあります、予算がつきました。その中でこれは多分、施策に

貢献するだろうという見込みに対して星印を付けるのか。それともトータルで１年間を

振り返ってみたら、これが頑張っているというような事業なのか、そのあたりどちらなの

でしょうか。 

行政経営課長： 行政評価は、前年度の効果について検証するものでありますので、前のところの事業を

見て、どのくらい結果として貢献したかというものを反映しているものでございます。 

原田委員長： そういう意味では頑張った事業というのですか、それがどれなのかということを三段

階で付けるということですね。 

私がずる賢い主管課長であれば全て普通にすると。そうすると一番安心できて、財務か

らも削られずに済むというように考えがちですが、こういう課長にはどうしましょうか。 

行政経営課長： そういう課長がいると困るので、このように低い部分、20％もきちんと付けるというこ

とで、やはり相対的にしなさいということです。 

おっしゃるとおりでどの自治体を見ても、やはりここの割合を付けていないところは、

９割から 100％近く「ふつう」というような評価になっているところが多いので、そうで

はなくて、やはり優劣があるだろうというところを認識するところから先ず始めたいと

いうことで、少なくとも「低い」というものを 10％が正しいのか 20％が正しいのかとい

うのは事業の数にもよるとは思いますが、事務局としては一定程度「低い」は付けさせた

いと考えているところです。 

原田委員長： これ「低い」を付けると、来年度の予算査定の時に何らかのインパクトがあるというこ

とを甘受せざるを得ないというのは、主管課からすると見込みとして出てくるのでしょ

うけれども、その段階で優劣を付けさせる、そういう気持ちにさせるということですね。 

他の委員の方どうぞ。 

Ａ委員： 他の自治体の話が出てきたのですが、貢献度とともに重要度みたいなものを出してい

るところがあるというご説明でした。他の自治体の例でもよいのですが、重要度と貢献度

はどう峻別されているのでしょうか。 

行政経営課長： そのあたりはどの自治体も難しくて、区分けはきちっとできないとろこがあります。重

要だったりすると貢献度が高くなったりという相関関係もあれば、特にそうではない事

業も確かにあるので、そこの定義というか区分けができないので、今回は貢献度一本にし
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たという経緯です。なかなか他の自治体を見ても明確に分かれているところはほとんど

ないというように思います。 

Ａ委員： そうすると重要度という表記にしてもあまり変わらないと。 

行政経営課長： 今のところはきちっと区分けができていないので、どちらで書いても所管の理解は同

じような感じかもしれません。成果指標を大事にしてくれと言っておりますから、成果指

標に一番重要だった、貢献したものに星印３つを付けてという表現になると、やはりどち

らの表現でいっても結果的には同じなのかなというようには思います。 

Ｃ委員： 今の話に関連するのですけれど、要するに過去の評価、施策の結果に対してどの事務事

業が貢献したかというところで 20％、60％、20％で区分けをして始めるのであれば、こ

の辺が誤解のないように徹底していくことが、庁内的には一番重要になるかなというこ

とが一つ。それと、将来に対して、例えば次に作っていく予算に対してどうしていくのか

というところでは、次年度に向けての優先度という形で取り組んでいる自治体もあると

思いますので、実施しながらその辺は整理していったらよいのかなと思います。 

最も重要なのは、振り返ってシートに起こしただけでは意味がないので、次の経営に生

かしていく。具体的にいうと、予算要求に対してこれらの評価シートがその説明資料にな

っていくという仕組み上の関連づけをしていくと、評価自体にも身が入ってくるのかな

と思います。評価だけ別に置いてしまうと、全然つじつまの合わない予算要求が出てくる

という形になってしまいがちなので、その辺混乱しないように、最初に仕組みを作ってい

くことは重要なのかなと思います。 

Ａ委員： 義務的事業に星印を付ける必要がありますか。それは除いてもよい気もするのですが

どうでしょうか。 

行政経営課長： 実質的に「ふつう」に入れるようにしておりますので、初めから除外して一定割合「低

い」を付けてくれというのと同じことだと思います。その辺はやり方としてどうするか、

検討させていただきたいと思います。 

Ｃ委員： 義務的事業と単純に言うと、おそらく職員によってはこれも義務的でやらなければな

らない、あれもやれなければというようになりがちだと思います。そこをどういう区分け

をするかという定義づけは、しっかりしておいたほうがよいと思います。 

例えば、先ほどお話に出た生活保護事業でいうと、これは法定受託事務で決まっている

わけで、そういったやるかやらないかという裁量を区が持っているか持ってないか、この

辺で判断して裁量のないものは義務的事業、裁量のあるものについては幾ら伝統的にや

っているものでも優先度が高いのか低いのか、こういう話に持っていかないと事業の整

理はできないと思います。 

自分が行う研修の中でよく話しをするのですが、例えば、青森では「ねぶた祭」があり

ます。ねぶた祭に青森県や青森市がお金も出しません、人も出しませんという選択は多分

ないわけです。でも、あの事業そのものは法的に何も義務づけられているわけではないの

で、裁量は持っているけれども優先順位は高い。そこの区分をきちんとさせておくこと

が、混乱を招かない一つの手段かなと思います。 

原田委員長： 今のお二方のご意見はそれぞれ非常に大事なご指摘だと思うのですけれども、例え

ば、義務的事業が何なのかというカテゴリーが仮にできたとして、それをここに載せる

か載せないかという点でいうと、ある施策の目標を達成するためにどれだけ貢献した
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かという観点と、法定受託事務なのかプラスアルファかどうかというのは、また違う軸

というふうにも考えることができるわけです。 

この評価表でどこを目指していくのかということをクリアにしていくと、どちらの

スタンスでいくのかがはっきりするかなと思います。多分今は、目的と手段の関係を、

施策、事業の対照にしてきれいに整理をしたいということが先かなと思っているわけ

ですね。しかし主管課や、あるいは財政課からすると、これをいずれ予算査定の時に使

おうとなってくると、どうしても査定の観点、削れるか削れないかというメルクマール

に使いたいと思うようになる。ですから完全に進捗管理という観点である程度徹底を

していくのか、それとも予算査定のために行政評価を行うのか。そういうようなところ

かなという気がします。極端な例で言いましたが、その按配が非常に大事だろうと思い

ます。 

Ｇ委員： 評価の使い方ということを視野に入れるということかと思います。査定に使うかどう

か、査定という判断もまた別途独立してあって、これは然るべき評価となるべくリンクし

て整合性がとれていることが理想ではあります。 

しかし、私どもが考えるのは、施策レベルは課長レベル、政策レベルは部長レベル、さ

らに上に行けば、区長、副区長が全般的に統括しているわけですけれども、課長が前任の

課長と同じようなことを、言葉は悪いですが唯々諾々にやるというか、ただ単に前例踏襲

でやるということであれば何の変哲も起こらない。管理者の承継が続くだけということ

になります。ある管理者が時局の変化、事情の変化を捉えて評価を変える、主観的な評価

をどんどん変えていく。前任の課長と今の課長では違う評価が出ることに意味があると

いうようにも考えております。 

それはどこで使われるか、上司に使われる、区長、副区長にこの違いは何かと問われる。 

もっと言えば、議会に出して議会にその違いを問われると。その問われることの中にこの

評価の真の価値があるかなと思っておりますので、相対評価の部分を相当入れておりま

すけれども、違いが出てくるようにするにはこういった仕掛けが必要なのかなと。そうい

ったものも踏まえて、査定というまた別途独立の判断も存在するということで、行政経営

システムというのは作っていければよいかなと考えております。 

Ｅ委員： 本当におっしゃるとおりだと思うのですけれども、私が関連性とか重要性とかと申し

上げたのは、その事業の独立した重要性とかということではなくて、課長の方々が施策を

進める上でのストーリーというか、ロジックモデルというか、そういうものがこの星印の

下に、きちっとあるのかどうかというのを見ていただけないかなと思ったのです。 

この事業とこの事業は関連していて、この事業に力を入れるとこの事業に良い影響が

あるから、こちらの事業には悪い影響があるけれども、全体としてはこの政策を推し進め

るのだと。それは政策を説明するときに必ず言わなければならないことだと思うし、それ

を事業に星印を付ける時に説明できるようであれば、星印も活きるということではない

かと思いました。 

原田委員長： Ｅ委員がおっしゃるとおりで、理想的にはロジカルな事業の関係というのをこの施策

の中で、太いとか細いとか、そういうのを図示していくということはあり得るのだろうと

いう気はしますけれども、何といいますか、そういうふうに考えてこの施策の中にどうい

う事業を構成していくのかを考えてくれているわけでは余り無さそうな気がしていま
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す。多分、分類していると、どこにもぶら下がらない事業があるというのはそれよくない、

ではどこかに入れていこうと、要するにその施策を分類、施策を構成する事務事業という

のは分類されただけであって、相互の関係というものがあるかどうかというのはさてお

き、という感じだったのかなという気がするのです。 

そういう意味で言うと、総合計画をお手伝いしてきた側から感じるのは、やはりなかな

か政策という発想は徹底してない。そのためには、どちらかというと構成事業、計画事業

か一般事業かということも含めてですけれども、まずは施策をきちんと皆が見ていくと、

お金の話はまた差し当たり別途というわけではないけれども、直結しないというような

感じにしていかないと、ずっと同じ事業をやり続けるということばかりで、区が全体とし

てどこに進もうとしているのかということに対して関心がやはりなくなってしまうとい

う気がいたします。 

ですから星印の付け方、意味みたいなところ、先ほどＣ委員がおっしゃったねぶた祭み

たいな場合はどうするかというところも含めて大事な論点ですけど、どちらかというと

施策評価表では表面のほうが非常に大事ですよね。どうしても現場は裏面の事務事業ば

っかりを見ると思うのですけれど、裏面でなく表面で勝負しなさいよと、多分その辺が区

長であるとか副区長が欲しい情報というのですか、あるいは議会で議論するときに議会

も欲しい情報なのではないかという気がします。何かそういう感じの議論をしていかな

いと、本当の意味での進捗管理というのはできないのではないかという思いがいたしま

す。 

予算に対しては本当に敏感になって行動するわけですけれども、施策に対する意識と

いうのは、やはりどうしても無くなりがちであると。そういうことからすると、Ｅ委員が

おっしゃったようなロジックモデルみたいなものを作っていくというような発想が根本

的に欠けていると、ただ寄せ集めたものみたいな形になる。そうではない形にしていくこ

とが必要なのかなというふうに思います。 

総括的に事務局からコメントございますか。 

行政経営課長： 少し欲張った感じもあって、予算のほうにもいきたい、進捗管理も全部やっていきたい

というところもあるので、段階的に何に集中していくかというのは今日の皆様のご意見

の中で言われているとこかなと思います。 

こういった貢献度を出す場合は、やはり所管のことも考えながら、どういうふうに書く

のか、何を目的にして書くのか、そういったところもきちっと整理して出していきたいと

思いますが、本日は試みとしてこの貢献度というような相対評価を入れたいというとこ

ろはご了承いただければと考えております。 

原田委員長： 先ほどＡ委員がおっしゃったようなことも、実際に現場の方からするとリアルに感じ

るところなのだろうなと思いますので、書いてもらって、やはりこれはみたいなことが出

てくれば、トライアンドエラーでまた考え直すということでも良いのかなと思います。 

ずる賢い課長の２つ目のタイプですが、私だったら予算の多寡でこの貢献度というの

を書く。単純にパーセンテージで入れていく。そうするとこれ以外の表わし方はないだろ

うという議論もある。ただ、それはやめて欲しいと、要するに金額が大きいかどうかでこ

の星印を付けるのではないという感じもすごく大事な点かという気がいたしますので、

ご注意ください。ありがとうございました。 
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（３）前基本計画（2011-2015）成果指標の達成状況について 

原田委員長： それでは、議事の３つ目、前基本計画の成果指標の達成状況について、ということで事

務局から説明よろしくお願いいたします。 

企画課長： 先ず、資料１－６①と②をお取り出しください。こちらが前の基本計画の後期計画

2011-2015の成果指標の達成状況の一覧でございます。もう一つの１－６②はそれを数値

的にまとめたものですので、一体的にご覧いただければと存じます。 

主なものをご説明させていただきますが、例えば２番は地域区民ひろばの利用者数、こ

ちらは平成 27 年度の実績が後期計画の目標である 27 年度に対してどれぐらいの割合だ

ったかということで、利用者数は 75 万 4 千人に対して実績としては 72 万 1 千人余りと

いうことで、達成率が 95.6％という状況でした。 

次に、５番の町会・自治会加入率は、前の基本計画の目標が上向き矢印ということで、

数値で表示ができなかったものでございまして、こういったものは、達成率が表示できて

ないという状況でございます。 

それから８番目、障害者の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で

きた人数でございますが、こちらについては目標 50 人に対して実績が 55 人ということ

で、達成率は 110％でした。 

それから 10番目、特別養護老人ホームの定員数につきましては、目標が 830人に対し

て 836人ということで 100.7％。 

14 番目のがん検診の受診率は、目標の 22.5％に対しまして実績が 19.6％ということ

で、達成率が 87.1％という状況です。 

それから２頁目をご覧いただきまして、子どもスキップの開設数でございますけれど

も、目標が 22カ所に対して 27年度は 21カ所、現在では全ての小学校区で整備ができて

いるところでございますが、この時点では 95.5％ということです。 

次に 23番目、区の学力調査で目標値を達成する児童・生徒の割合ということで、達成

率平均で言いますと 92.8％達成しているというような状況です。 

それから 33番目、１人当たりの公園緑地面積ですが、23区で一番公園面積が狭い豊島

区でございますけれども、後期計画の目標としては１人当たり 0.78㎡のところが、実績

では 0.77㎡、これでもまだ最下位ということでございますが、目標に対する実績として

は 98.7％でございます。 

リサイクルの面では 40 番目、ごみの量ですけれども、27 年度の目標 59,292ｔに対し

て実績は 57,409ｔということで、目標より減量ができている達成率 103.3％です。 

それから 45 番、住宅ストックバランスの割合ということでは、目標としては 30 ㎡未

満がワンルームですがそれを 30％以下、50 ㎡以上を 50％以上にしたいということです

が、こちらについては実績が出ていないというパターンでして、達成率が表示できなかっ

たということでございます。 

それから 49番、放置自転車等の台数につきましては目標が 1千台、それが実績として

は 925台ということで、目標より減らせておりますので達成率は 108％です。 

51番の住宅耐震化率については、目標が 90％のところが 88％に留まっておりますので

達成率は 97.8％。 

54 番目の犯罪発生件数につきましては、目標の 6,300 件に対して実績は 5,400 件余り
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ということで、115％で目標を達成しております。 

それから 60 番、起業相談件数につきましては、目標が 580 件のところ、1,300 件余り

と大幅に相談件数がございまして 236.4％となっております。 

そして 65 番目、図書館登録者１人当たりの貸出冊数は、目標が 19 冊のところ１人当

たり 17.7冊に留まりまして 93.2％というような状況でございました。 

資料１－６②につきましては、全体でみますと 100％以上達成したものが 19 件、28％

となっており、80％以上 100％未満が 13件で 19％でございます。それから達成率の数値

化不可というものが 43％ということでこの割合が高くなっておりまして、前基本計画の

目標が上向き矢印というように数値化をしていなかったことなどが要因でございますの

で、新しい基本計画におきましては全て数値で目標値を示しているところでございます。

説明は以上でございます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

昨年度策定をした新しい基本計画を議論する際には、この最終的なデータはなかった

わけです。それを今回、2015 年度のデータについて完結的に示したということだと思い

ます。全般的に何かご質問、ご意見ございますか。 

よろしいですか。 

区としてこの分野は非常にうまくいっている、しかしこの分野はいっていないという

ことがあれば、やはりそこにフォーカスをして施策の点検をしていくことになります。ど

ういう施策をチョイスするかという時に、これも一つの参考資料になるかなと思います。 

（４）まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

原田委員長： それでは最後の議事でございます。まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況につい

て、ということで事務局から説明をお願いします。 

企画課長： 資料１‐７①と②をご覧ください。まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては昨

年度に策定したわけですが、これにおける重要業績評価指標・ＫＰＩの実績一覧でござい

ます。こちらは、各課から平成 27年度の進捗状況について報告をもらい、その進捗状況

について主管課長が評価したものでございます。 

主なものをご説明いたしますと、まず、１（１）仕事と家庭の両立ができる生活環境の

整備ということで、②の女性起業家の支援、サクラーヌ Biz応援プロジェクトということ

ですが、平成 31 年度の目標としては 600 人のところ、現在 89 人ということで所管課の

評価としては「Ａ（順調）」でございます。順調にいっておりますので、今後も引き続き

増やしていきたいということでございます。 

それから同じく（２）のところで④のリノベーションによるまちづくり、こちらはマス

コミでも取り上げられておりますけれども、遊休不動産の活用事業をするということで

すが、27 年度の実績値は２件、これを 31 年度までに 100 件という目標を掲げておりま

す。今年度につきましてはリノベーションスクールの開催ということに留まっていると

ころですが、目標に向けた主管課の評価としてはＡの順調というところでございます。こ

の辺も今後の課題かなと考えています。 

同じく（３）のところで通し番号の 11番、安全・安心な学校づくり、インターナショ

ナルセーフスクールでございます。26年度までは１校、27年度に２校加えまして、27年

度末で３校、引き続き今年度も取り組んでおりまして、全小学校での取得をしたいという
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ことで進んでいるというところです。 

続きまして 12 番の項目ですが、（４）①にトイレから広がる女性にやさしいまちづく

り、ということで新区民センターの中に計 35ブースの女子トイレを作るということでご

ざいます。こちらは、31 年度に整備を完了する予定でございまして現在は設計、それか

らその具体的な取り組みについても順調に進んでいるということで、Ａという評価でご

ざいます。 

それから 18番でございますが、認知症サポーター養成人数ということで、こちらは地

域の支え合いのために実施している事業ですが、区独自の研修、連絡会を通じて定着を図

りまして、順調に講座の開設ができており 27 年度実績では 5,849 人、これを 31 年度に

は１万人に増やしまして支え合いを進めたいということで、評価はＡとなっております。 

それから 21番目、豊島区版ＣＣＲＣ構想の推進ということで、秩父市との連携により

まして日本版ＣＣＲＣ構想を進めて地方との共生、それから都市部の住民についても移

住という暮らし方の選択肢を増やすというものでございます。指標としては、移住に関す

る説明・相談への参加者数ということで、現在実績はございません。今後はこれを増やし

ていきたいということでございまして、進捗状況としては、秩父市と豊島区民によるワー

クショップを８月に実施いたしまして、どのようにすれば秩父市が住み続けたい、移住し

たいまちになるかということを議論しておりまして、その後に移住相談会等を実施する

予定でございますので、こちらについては進捗状況の評価は現在のところなし、というと

ころでございます。 

それから、最後に 27番、他自治体との教育連携ということで、豊島区は能代市との教

育連携を進めておりまして、こちらは能代市への派遣団の派遣人数が指標になっており

まして、27年度実績では 10名、31年度までには 20名ということで、こちらについては

今年も能代市の教職員を招きましてシンポジウムを行いました。豊島区の児童・生徒の学

力も順調に伸びているということで、所管課の評価としてはＡということでございます。

説明に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。 

これは総合計画を策定する際に、まち・ひと・しごと創生の閣議決定により自治体ごと

にそれに沿った計画をつくるよう話があって、総合計画との関係でいうと委員の方々に

ご理解いただくのがやや難しかった記憶がございます。 

この総合戦略が策定されて、これに紐づいた事業がたくさんあるわけでして、計画を作

ってＫＰＩを設定することを前提条件に、国から交付金が来るとか、そういう設計になっ

ているということでしょうか。 

企画課長： 交付金の対象としては、総合戦略に位置付けられた事業ということでございます。 

原田委員長： わかりました。皆様方、何かご意見、ご質問がありましたらどうぞ。 

Ｅ委員： 移住を進めるということは、豊島区の人口が減少することになりませんか。 

企画課長： その点については、区民の皆様から度々お電話もいただき、ご意見をいただいていると

ころです。区として申し上げているのは、都市部の自治体というのは地方からの流入人口

によって成り立っているものでございますので、やはり都市部が自分のことだけを考え

るのではなく、地方をどのようにして元気にしていくか、ひいてはその地方からの流入人

口を維持していくかという観点で、地方との共生が大事であるということです。 
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また、日本版ＣＣＲＣというのは必ずしも高齢者だけではなく、多世代が交流できる仕

組みにしようというのが欧米でのＣＣＲＣと違うところだと、日本版ＣＣＲＣの検討会

議では言われております。この点については認識がまだまだ不十分なところがあり、姥捨

て山構想であるとか、いろんな批判がなされていることも承知しておりますので、その辺

を秩父市と一緒に構想を進めて、一つのモデルケースにしていきたいと思っております。 

原田委員長： 今ご説明を伺ってＫＰＩ等のデータを見ますと、やはり区の戦略みたいなものが非常

に明確で、そういう意味では、こちらのほうが総合計画に比べると比較的きらきらしてい

るイメージありますね。区民の方からすれば、この人口減少社会、特に消滅するのではな

いかと言われた本区が、どういうように対応していくのかということでは、ストーリーが

非常に分かりやすいような気がしています。 

これと総合計画ということになると、総合計画は包括性というか網羅性が特徴でもあ

るので、逆に戦略のライン、戦略のストーリーみたいなところが非常に分かりにくくなる

という印象があるのかなと思いますが、総合計画は本区の基本となる計画なわけですか

ら、ぜひ施策評価を進めていくに当たっては、こういう総合戦略での評価の経験を生かし

ていただくようなことが、大事かなという気がしております。 

評価にしても何でもそうですが、どういうふうに説明をしていくのかということにつ

いても、やはり明確な目標があって、そこに指標が付いていて、何をやろうかということ

が比較的きれいに説明しやすいのではないかなと思います。これを総合計画の全政策、施

策にカバーできるような形で広げてもらうということがよいのかなと。これは国から言

われてやるところもありますし、豊島区はそういう意味では消滅可能性と言われたとい

うことで、特殊な自治体の一つではありますけれども、やはりこれを契機にお考えいただ

きたいなというのが私の感想でございます。 

以上が今日の議題でございました。ありがとうございました。 

（５）その他 

原田委員長： では、次回以降の予定について、改めて事務局からご説明をお願いいたします。 

企画課長： 次回の委員会は 11月４日（金）午後６時から、こちら区役所５階の庁議室で行います。

内容は本日お示しいたしました施策評価の試行実施ということで、具体的にヒアリング

などをお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは政策評価委員会を終了いたします。 

皆様ありがとうございました。 
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会議の結果 

（１）原田 久委員を委員長に選任する。 

（２）副委員長は外山公美委員を指名する。 

（３）会議は公開とし、会議録での発言者名は匿名表記とする。 

（４）平成 28 年度の取組みは、施策評価の試行実施、まち・ひと・しごと創生総合戦略

の進捗管理等を行う。 

（５）施策評価の試行実施にあたり、施策評価表や実施方法等について意見交換等を

行った。 

（６）前の基本計画の成果指標の達成状況について意見交換等を行った。 

（７）まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について意見交換等を行った。 

提出された資料等 

【資料】 

１－１ 平成２８年度政策評価委員会の取り組みについて（案） 

１－２ 平成２８年度以降の行政評価のイメージ 

１－３ 平成２８年度以降の行政評価の仕組み（案） 

１－４ 施策評価の試行実施について 

１－５ 平成２８年度施策評価表（案）、平成２８年度事務事業評価表 

１－６① 前基本計画（後期計画：2011-2015）成果指標の達成状況一覧 

１－６② 前基本計画（後期計画：2011-2015）成果指標の達成状況（集計） 

１－７① 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』における重要業績評価指標（ＫＰＩ）実績一

覧表 

１－７② ＫＰＩの進捗状況集計結果（基本目標単位） 

【参考資料】 

１－１ 豊島区政策評価委員会委員名簿（平成 28年度） 

１－２ 政策評価委員会に関係する条例の抜粋 

１－３ 豊島区政策評価委員会運営要綱 

１－４ 豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱 


