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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 28年度第 3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 11月 28日（月） 18時 00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． 議事 

(1) 平成 28年度施策評価の施行について（第 2回目） 

対象施策：がん・生活習慣病対策等の推進【施策№3-（3）-①】 

(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）・

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)・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

欠席 2名 

区側 

出席者 

池袋保健所長・健康担当部長（地域保健課長事務取扱）・国民健康保険課長・高

齢者医療年金課長 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

原田委員長：  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。 

はじめに、本日の議事につきまして事務局から説明をお願いします。 

２．議 事 

（１）平成２８年度施策評価の試行について 

行政経営課長： 前回につきましては、来年度の本格実施に向けまして、第１回目の試行実施というと

ころで多くのご意見いただいたところです。改善事項も盛り込みながら本日を迎えさせ

ていただいてございます。今回は、がん・生活習慣病対策等の推進という施策に対しま

して、施策評価を行うものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは早速議論してまいりましょう。進行と資料についてご説明をお願いいたしま

す。 

行政経営課長： まず、資料３－１本日の進行予定でございます。基本的に前回とほぼ同じでございま

す。18時15分まで概要説明を私のほうからさせていただきます。その後30分間、事務事

業についてご説明申し上げまして、その後10分で施策評価について説明いたします。そ

の後40分間、質疑応答及び意見交換というところでございます。その後15分間で施策評

価に関する講評、そして最後の10分間でこの行政評価に対するご意見をいただくという

流れで行いたいと存じます。 

次に、資料３－２をお取り上げください。こちらも前回と同じ資料でございまして、

施策評価の判断ポイントということで、具体的には施策評価表の項目14番、15番、16番、

17番の各視点ということで、こちらにつきましては特に提出等の必要はございませんの

で、議論の中でメモをしていただくという形でご利用いただければと思います。また、

施策評価結果の妥当性等に対する評価という資料をお付けしてございますが、最後に各

委員より、こちらを用いて評価等の講評をいただき、最終的に記載されたものを回収さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、具体的な施策でございます。資料３－３をお取り上げください。今回の施

策につきましては、後ほど詳しく担当部長のほうから説明をいたしますが、地域づくり

の方向としましては「すべての人が地域で共に生きていけるまち」で、政策としては３

つのうちの１つである「健康な生活の維持・増進」、そこに施策が４つございまして、今

回はそのうちの１つ「がん・生活習慣病対策等の推進」が評価の対象となります。 

次に、資料３－４は施策評価表で、本日のメインの資料となるものです。 

次に、資料３－５は今回の施策にぶら下がっている11件の事務事業の評価表でござい

ます。こちらも後ほど担当課長からご説明申し上げます。 

最後に資料３－６です。こちらが前回の議論の中で、いわゆる目標と指標、それから

指標に関係している事務事業の関係がよくわからないというご指摘を受けましたので、

その関係性について図示したものです。こちらにつきましても、後ほど担当部長からご

説明申し上げます。 

以上が資料と進め方でございます。 

なお、本日は評価対象の施策に関連する４名の管理職がまいっております。説明や質

疑等でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは早速、具体的な議論に入ってまいりたいと思います。施策のご説明をお願い

いたします。 

健康担当部長： 初めに資料３－４、平成28年度施策評価表をお取り上げください。「がん・生活習慣病

対策等の推進」という施策でございます。 
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まず、施策の目標でございますけれども、健康な生活の中のがんと生活習慣病という

ところに着目をいたしまして、それぞれ、がんによる死亡率の減少を目指すこと、そし

て生活習慣病の発症及び重症化予防を推進するといった２つのことを、この施策の目標

として掲げております。 

施策の現状と課題としましては、がん検診の受診率でございますが、区としても全体

で一応上昇しているところでございます。しかしながら、胃がん、肺がんといったよう

なところにつきましては、受診率が伸び悩んでおります。一方、乳がんですとか、そう

いった女性の方の受診率につきましては、伸びているという状況でございます。 

また、特定健診などの受診率につきましても、微増と申しますか横ばいに近い状態で

推移をしておりまして、この受診率の向上に向けた効果的な勧奨といったことが必要と

思っております。 

また、検診の結果ですとか、あるいは医療費の分析などをしてまいりますと、生活習

慣病が重症化した場合の医療コストといったようなものが、国レベルでも問題にされて

おります。特に当区におきましては糖尿病の１件当たりの診療費が23区中でも高いとい

ったこともございますので、生活習慣病の特に重症化予防対策を今後早急に実施する必

要があるという問題認識をしております。 

また、喫煙でございますけれども、最近、オリンピック・パラリンピックのこともあ

りまして、特に受動喫煙が問題となっておりますが、がんの発症リスクに、この喫煙と

いったものが顕著な影響があるといったようなことがありますので、ご本人だけでな

く、周囲のたばこを吸わない方も受動喫煙によって健康被害を引き起こすんだというこ

とを強く認識していただけるような受動喫煙防止対策を進める必要があると認識して

ございます。 

項目10番の施策の実現に影響を及ぼす環境の変化というところでは、既にご案内のこ

とかと思いますが、がんは日本人の死亡原因の第一位ということで長らく続いているわ

けでございます。本区においても同様でございます。一方で、がんは生活習慣の改善に

よりまして、たばこもその一つでございますけれども、発症リスクを減少させることが

できると言われております。また、何よりも早期発見・早期治療で完治を目指すことも

可能な病と考えております。豊島区では、23区初めてとなります「がん対策推進条例」

を制定しまして、がんでお亡くなりになる方が１人でも減るようにということで、目標

として位置づけているところでございます。 

今年度、平成28年度の取組方針ですが、①効果的な受診勧奨の実施、②医師会等関係

機関との連携、③追跡調査に基づく精密検査結果の把握による検診精度の評価といった

ことに取り組んでいるところでございます。②のところでいえば、医師会からさらに委

託を受けるような形、豊島区には健康診査センターという施設がございまして、そうし

たところとの連携も一層密にしていく必要があると思っております。 

項目12番の投入コストですけれども、事業費、人件費合わせて11億円に近い多額の経

費のかかっている事業を担わせていただいていると認識をしております。 

ここで一旦、資料の３－６を活用しまして、この評価対象施策と施策を構成する事務

事業の関係について、概略をご説明させていただきます。 

繰り返しとなりますが、政策レベルとしましては「健康な生活の維持・増進」があり

まして、その中に４つの施策があります。本日の「がん・生活習慣病対策等の推進」の

ほかに、としま鬼子母神プロジェクトなど女性の健康推進をはじめとする地域での健康

づくりである「こころと体の健康づくりの推進」、また、感染症対策や災害時の医療体制

の構築、日常的な食の安全対策などの「健康危機管理の強化」、あるいは在宅医療などの
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「地域医療体制の充実」といった施策が位置づけられてございます。これらがトータル

で密接に関連しあいながら、健康な生活の維持・増進全体に寄与するというように考え

ております。 

「がん・生活習慣病対策等の推進」に向けた目標としましては、がんによる死亡率の

減少を目指すこと、もう一つ、生活習慣病の発症及び重症化予防を推進するということ

です。 

それぞれの目標にかかる指標として掲げているのが、がんによる死亡率の減少につき

ましては「区民のがん検診受診率」といった指標を採用しております。この指標を支え

る事務事業としまして、がん検診事業、緊急肝炎ウイルス検診事業などがございます。

そして、全般的な区民の皆様への意識啓発といったところのがん対策推進事業のほか、

その意識啓発事業の財源を安定的にしていくということで、がん対策基金関連事業、あ

るいは疾病が先進的な医療を必要とすることもあるなかで、医療費を自身で捻出するこ

とが難しいような方にとっては金融機関の融資を受ける必要もあるかと思いますので、

その利子補給といった周辺的な事業にも取り組んでいるところでございます。 

また、施策のもう一つの目標である生活習慣病の発症及び重症化予防では、指標とし

ましては「特定健診の受診率」を設定しており、もう一つ補助的な指標として、糖尿病

予防の保健指導を行っておりますが、その初回の実施人数といったものも参考になるの

ではないかということで、指標の一つに加えております。 

まず、特定健診の受診率を支える事務事業ですが、何と申しましても特定健康診査、

あるいは特定保健指導事業、そして、あわせまして後期高齢者医療事業の中での健康診

査関係事業と、生活保護を受けてらっしゃる方についての福祉健康診査事業でございま

す。こちらはどれが優先ということではなく、ほぼ同列ということで、対象者のカテゴ

リーが少し異なりますけれども、特定健診という形で生活習慣病に目を向けていただく

ような機会にしていきたいと考えております。 

また、介護老人施設入所者の方々につきましても健康診査を行っておりますほか、直

接的に生活習慣病ということではありませんが、その周辺的なところということで骨粗

しょう症の検診事業なども行っております。 

もう一つの指標である、糖尿病予防保健指導の初回実施人数を支える事業としまして

は、糖尿病重症化予防等医療費適正化事業の中で、予防保健指導というものを国民健康

保険事業会計のほうから委任を受けまして事業を実施しております。 

こういったものがまとまりまして目標ごとに構成され、施策である「がん・生活習慣

病対策等の推進」、政策としての「健康な生活の維持・増進」につながっていくと考えて

おります。 

それでは次に、資料３－５事務事業評価表でございます。 

まず１枚目、がん検診事業でございます。胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮

頸がん、前立腺がんそれぞれの検診事業と、がん検診受診勧奨経費といったものがこの

事業の中に含まれております。事業の手段でございますけれども、がんの部位ごとに対

象年齢等を設定しまして、例えば胃がん、肺がん、大腸がんにつきましては通年で実施

をしておりますほか、子宮頸がんや乳がん、前立腺がんにつきましては５月から１月と

いった時期に事業を実施しております。また、胃がんリスク検診ということで、ピロリ

菌の抗体検査やリスク検診といったものを20歳の方と40歳の方、これは特定の年代にな

っております。また、女性につきましては30歳、36歳、40歳の方に、子宮頸がん併用の

ＨＰＶ検査を導入しまして、リスク全体を低減させていきたい。あるいは胃がんリスク

検診につきましても30歳、50歳の区民を追加するなどして、対象者数を増やすことでよ
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り広いネットをかける形にしております。 

活動指標は、がん検診につきましては５つのがん全体での実施率ということで、平成

27年度の目標が20％のところ、25年度、26年度、27年度と少しずつ上がっておりまして、

対目標値の進捗率が98％になったというところです。 

そのほか、がん対策の推進事業のほうにも含まれますが、受診勧奨イベントといった

形で、広く関心を持っていただくといった取り組みをしております。 

裏面でございますが、それぞれ事業の現状の評価ということで、必要性については高

いものと考えておりますし、有効性、効率性については、ある程度達成しているのかな

といった形で評価をさせていただいておりまして、引き続き維持をしたいということで

ございます。 

２枚目でございますが、緊急肝炎ウイルス検査事業ということで、20歳以上の方の中

で、豊島区で肝炎ウイルス検査を受けたことのない方などにつきましては、ウイルス検

査を実施いたしまして、ウイルスが発見されたら適切な治療につなげていくといった取

り組みをしております。この辺につきましても意義深いものと考えておりまして、現状

維持といった形で考えております。 

３枚目が、がん対策推進事業ということでございます。こちらにつきましては、計画

の進捗管理をいたしますとともに、がんは早期発見・早期治療といったものが大切です

けれども、そうは言ってもがんが発見されますと、いろいろと治療費以外にも掛かる部

分がございまして、生活の中でお悩みも多いのではないかということで、今、患者・家

族支援のための懇話会というものを今年度、第１回を開催いたしまして、治療以外の周

辺的な部分で、区としてお役に立てるところはないのかというところで、模索をしてい

るところです。今まで治療を中心とした形で進めておりましたけれども、それ以外の生

活面でも福祉のほうとも連携して支援ができればということで、新たな取り組みも始め

たということでございます。 

４枚目につきましても、推進事業ということで講演会の実施など普及啓発に取り組ん

でいるというところです。あわせましてその財源の安定化ということで、寄付といった

形でがん対策基金の拡充に努めているといった事業でございます。こちらにつきまして

も、イベントのあり方等については、若干改善の余地もあるのかなと考えているところ

です。 

５枚目のシート、がん先進医療費利子補給事業です。がんの先進医療を受けることに

なりますと、保険の経費以外にも自費の経費が相当掛かるところもございまして、それ

が貯蓄、預貯金の中で捻出できない方のためには、金融機関からの融資というのがあり

得るのかなと思っております。一方で、利子につきましても相当程度掛かると思ってお

りまして、ローンの場合の利子相当額を助成させていただくといった取り組みをしてお

ります。しかしながら、こちらなかなか今まで利用いただいた実績がないといった状況

でして、今後その必要性等も含めて考えていく必要があるということでございます。た

だ、なくしてしまいますと、いざ制度を利用したいといったときに対応ができませんの

で、所管部局としては現状維持を図りたいと考えております。 

次に、特定健康診査・特定保健指導事業でございます。生活習慣病の発症及び重症化

を予防するということで、健康診断の結果、数値が一定程度以上、少し気になるという

方につきまして、特定健診ということで生活習慣の改善等の働きかけをするということ

でお誘いをし、それに応じていただいた方と綿密に食生活、あるいは運動生活といった

ところについて、ご相談をさせていただく事業です。こちらにつきましても、意義のあ

るものと考えており、現状維持という形にしてございます。 
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次に、介護老人施設入所者の健診事業ですが、入所者の方には健診に足を運んでいた

だけない方が多いものですから、医師会にお願いをしまして、特養ホーム、あるいは老

健施設に赴いていただき、健康診査を実施していただいているところです。基本的な検

査項目につきましては、区の健診に準じた形ですが、対象者の特性によって実施できな

い医療的項目もあるということでございます。 

次が骨粗しょう症健診事業です。こちらにつきましても、在住の40歳、45歳、50歳、

55歳、60歳、65歳、70歳の女性の方々を対象に骨密度の検査を行っています。受診され

た方は、骨密度の測定結果の数値が出てしまうと何となく満足されてしまって、その後、

医療機関に行っての問診につながらないというところが大きな課題かなと感じていて

おります。何とかそういった問診までつなげられるような仕組みにしていかなければい

けないと思っております。 

次に、糖尿病の重症化予防でございます。こちらにつきましても、糖尿病の数値など、

健康診断の結果を把握いたしまして、そのリスクが高いとされる方々に生活習慣の改善

等のための集団予防ということで、注意事項の周知のほか、個別指導などについても電

話等で勧奨させていただき、参加いただけるよう働きかけをしているというものです。 

特定健診・特定保健事業につきましても、国民健康保険の加入者を対象に、メタボリ

ックシンドロームの対象と思われるような方々に向けて、同様の取り組みをさせていた

だいているという事業です。こちらにつきましても、今後も継続していきたいと思って

おります。 

最後に後期高齢者医療事業健康診査ということで、こちらも75歳以上の方を対象とし

まして、受診時の生活習慣病の予防に着目した長寿検診といった形で健康診査事業を実

施しております。対象者の属性ごとに施設に入っている方、あるいは国民健康保険の方、

あるいは後期高齢者医療の対象になる方といった形で、事業としては区分されておりま

すが、健康診断という項目の基本的な考え方については、共通するのかなと思っている

ところでございます。 

こういった事業が、先ほどの資料３－６の事業という形で、それぞれの目標に向けて、

総合的に取り組んでいると理解をしております。 

その上で、資料３－４にお戻りください。それぞれの目標に対しまして、指標という

ことで掲げておりますのが、区民のがん検診の受診率ということで、平成27年度の目標

値19.5％に対しまして、実績が19.6％となっておりますので、達成しているのかなと思

っております。特定健診受診率につきましては目標値49.0％に対しまして、実績値が

39.6％ということですので、達成率は80.8％ということで、相当程度は達成しておりま

すけれども、達成とまでは言えないのかなと思っております。 

また、補助指標は、糖尿病予防保健指導の初回実施人数ということで、平成27年度の

目標値としては200人できれば初年度としてはよいのかなと思っておりましたが、実績

としては310人ということで、目標の設定がやや遠慮がちだったというようなところが

あり、結果的には目標超過達成という形にはなっておりますが、今後、目標値の見直し

として28年度は350人にジャンプアップしているわけでございまして、現状値に近い形

で修正をしていこうと思っております。 

これらをあわせました項目14番の施策達成状況としては、トータルで見たところでご

ざいますけれども、98.1％の相当程度達成となっております。これは二つの目標である

がんと生活習慣病の３つの指標を指標重要度の観点から、がん検診受診率を50％、特定

健診40％、初回指導10％の割合に案分しまして、それぞれの達成率が100.5％、80.8％、

155.0％となっているところから算出したものです。 
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項目15番「施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析」ですが、所管部局といたし

ましては、がん・生活習慣病につきましては、この大きな政策目的の健康というところ

で申しますと、健康から疾病までといったような一つの山を考えた場合に、頂上ですと

か八合目付近なのかなと思っております。これを六合目あたりの早期発見・早期治療に

つなげていくといったことが大切なのかなと思っております。 

区民の生活状況、先ほど申し上げましたように、年齢ですとか、今お住まいの場所、

入所しているのかといったようなところも含めまして様々でございますが、トータルで

対応して、様々なアプローチを総合して取り組むことが肝要と思っております。そして、

その最も重要な取り組みが検診ではないかと考えておりまして、その評価手法として受

診率ということを採用しているということでございます。 

項目16番の「施策貢献度の考え方」ですが、18番「施策を構成する計画事業」も合わ

せてご覧ください。それぞれの計画事業に貢献度ということで星印を３つから１つまで

掲げております。この星印３つをどういうものに付け、星印１つをどういうものにした

かということですが、健康の維持・増進には様々なアプローチが必要と考えております

が、貢献度といったところでは、がん検診事業が何といっても大きいと考えております。

また、糖尿病・生活習慣病につきましては、予防適正化ということで、特定保健指導の

ようなものを行なっているわけですけれども、そういったものを星印３つとしておりま

す。そのほか対象者の限られる福祉健康診査ですとか、入所施設の健診といったものを

星印二つ、また安定的なサービス提供をするための財源の確保といったところの基金に

つきましては、星印を１つとさせていただいたところです。 

最後に、項目17番「来年度の方針」ですが、やはり受診率の向上を図っていきたい。

そのために一層の創意工夫が考えられると思っておりますが、受診勧奨、それぞれ個別

のダイレクトメールのような形で実施してきて、今少しずつ上がっているところです

が、天井感もございまして、アプローチの回数を一定程度増やすといったようなことも

ありますが、コスト等の見合いなどもございますので、この受診率のさらなる向上のた

めに、どういったことが効果的なのかということについては現在も模索中で、今後も一

層の工夫をしていきたいと考えております。 

長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。 

原田委員長： ありがとうございました。それでは、議論に入りたいと存じます。 

冒頭に幾つかご説明いただいた資料の次に、評価結果の妥当性のペーパーがあるかと

思います。最終的にこの評価結果が妥当かどうかということを、今日、試行としてまと

めていくという作業が、委員会のゴールということになります。そのゴールに至るまで

に、幾つかの観点でご議論をいただきたいと思いますが、時間の関係もございますので、

項目をまとめて議論してまいりたいと思います。 

施策の達成状況は資料３－４の項目14番です。15番が事務事業評価を踏まえた分析、

16番が施策の貢献度、そして最終的に来年度どうするのか。来年度というのは2017年と

いうことになります。ということについて、まとめてご議論を頂戴したいと存じます。 

私からまず総括的に申し上げると、こういう福祉、健康施策というのは、ものにもよ

りますけれども、基本的には財源を投入して一定の効果をという点で言うと、実際に医

療関係ですと健康診断等というものを介して一定の効果を目指していく、そういう意味

では非常に数値的に捉えやすいプロセス、あるいは最終的な結果をもたらすロジックと

いうものが分かりやすい分野だと思います。何かルールを作って遵守させましょうとい

うことよりは、実際に人を呼んで、そして検査をして、こういう場合にはこうですよと

いうことで、見えやすい施策なのかなという気がいたします。 
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資料３－６は、そういう意味では施策とそれを構成する事業がどういうふうに目標を

達成していくのかというプロセスを、事業そのものの優劣といいますか、インパクトの

大小といいますか、そうしたものを貢献度、影響度というもので分類しながら、説明を

しているという意味では非常に分かりやすいものになっています。施策の目標として、

二つ掲げているわけでありますが、これは施策、小さな目標Ａ、Ｂといたしますと、Ａ、

Ｂとなぜ分けたかという点で言うと、がんか生活習慣病、幾つかあるのでしょうけれど、

おそらく分けて目標を設定しているということだろうと思います。それぞれに健康診断

の事業がぶら下がっているわけで、このがんや生活習慣病の発症、重症化、そうしたも

のを押さえていこうという、そういう意味では非常にわかりやすい表です。 

それを前提に、この施策評価表を見た場合、指標重要度の割合を50％、40％、10％に

分けていくとすると、施策の達成状況ということについては、かなり達成しているとい

う点で、ざっとこの施策評価表を見る限り、指標の設定の仕方であるとか、あるいは目

標値の設定の仕方等々、一応これを前提にした場合には、一定の結果を残しているよう

に見えるわけであります。 

そういう意味では、ここから何といいますか、施策がうまくいっていないので、一体

どこにその原因があるのだろうかというような事務事業の分析に下りていくというこ

とは、今のところこの施策に関しては一見するとないということになるのかなという気

がしております。 

皆様方、いかがでしょうか。項目14番から17番までランダムで結構ですので、こうい

った点はどうなのだろうかというところをご議論いただきたいと思います。 

Ｃ委員： 手段としての事務事業を財源から見た場合、健診などでも区の独自の政策としてやっ

ているもの、あるいは決まりとして特定財源の中でやっているもの、特定財源の事業に

単独で区として項目を上乗せしているもの、もしかしたら３種類ぐらいあるのかなと思

います。これを全て機能させて、全体としてよく成果を出されていると思うのですけれ

ど、この辺を明確に説明できるようになると、区民の方にはもっと取り組みが理解でき

るのかなと思います。特に区の立場としては、独自にこれだけ取り組んでいる、他の区

とは違う、そういうことを打ち出していくことも重要な仕事かなと思います。 

健康担当部長： ありがとうございます。まさしく、そういったようなところでして、もちろん胃がん

ですとか、肺がんといったところについては、検診をすること自体は他の自治体でも実

施しております。その対象年齢みたいなところで、豊島区としては少し手厚くさせてい

ただいております。そのほか、リスク検診というものでピロリ菌の検査ですとか、ある

いはＨＰＶといったような、他の自治体で必ずしも実施していない項目につきまして

も、豊島区は取り組んでおります。 

今回は、がん検診、あるいはがん・生活習慣病といった形で、個別の事業について細

かくご説明はしておりませんけれども、その辺を区民の皆様にわかりやすくご説明をす

るということが、今までも求められてまいりましたし、今後もそういったところで、豊

島区にせっかくお住まいなのでこういうチャンスをうまく活用してくださいといった

ようなことで、メッセージでつなげていくことが必要と思っております。 

原田委員長： このあたりＣ委員がおっしゃったところは非常に難しいところで、例えば、がん検診

事業については一応全ての区民なので、ほかの国保以外の方々にもお配りするわけです

が、そういう意味では逆に言うと、職場で受けていて、必ずしも必要としていない人に

も配っていることもあるわけです。また、何かの書類を見て、これは国保の対象者に限

ったものだけれども、これを受けたいみたいな話とか、なかなか難しいところです。 

対象者がそもそも最初から限定されている場合と、限定されていないけれどもほかの
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職場でも健康診断を受けてらっしゃるということもあるのかなと。これをどうやって区

民に見せていくのかというのは難しいですし、その事業会計の違いはあれ、補助事業を

メインにしながら、それで足りない部分を追加的に単独事業として実施しているという

イメージですけれども、それは合っていますか。 

健康担当部長： 長寿健診ですとか、福祉健診ですとかそれぞれ対象者の方がおりまして、実務レベル

で言うと、国保や福祉健診などの個別の健診通知は、内容も含めて対象者ごとにきちん

と区分ができています。ただ、制度説明、先ほどＣ委員のおっしゃったような全体の制

度説明、制度はこうなっていますというところについては、区民の皆さん全体に対して

行わなければならないので、その辺であたかも自分も該当するかのように見られてしま

うようなところがありまして、その辺をなかなかうまく表現できてないのは痛いところ

と思っています。 

原田委員長： やはり単独事業で実施しているという場合には、補助事業としていろいろな新しいこ

とをやっている以上に、区の財源を持ち出しているわけですから、他の区と比べて、こ

こは力を入れているということになるわけです。そうしたどれだけお金の持ち出しをし

ているかというところの説明が合わせてないと、どれだけ努力をしているかというのが

わかりにくいと思います。 

ですから、そのあたりをこういう評価をしていくときに、一生懸命区として取り組ん

でいるのかどうか。国などからお金がきていて実施しなくてはいけないのでやっている

のか、それともいろいろな知恵を絞ってというのは、お金だけではないですけれども、

お金の面でも見えてくるところもありますし、例えば、ピロリですとかＨＰＶ、こうい

うものは補助ではなく、独自で取り組んでいるようなもの、先進的な取り組みのような

気がしますがどうなのでしょうか。 

池袋保健所長： そのとおりで、やはり 23区の全ての区で実施しているわけではありません。例えば、

転入の窓口に制度のチラシが置いてありますと、他の区から転入されてきた方が、こん

なにやってらっしゃるんですかと感激される、そういったことはよくあります。 

Ｃ委員： もう一点加えて言うと、区独自のものを打ち出すというのが、例えば特定健診にせよ

がん検診にせよ、受診率の向上に寄与するのではないかと思うのです。事務的に受けと

められてしまうところを、区で独自にこれだけ上乗せして取り組んでくれているのだと

いうのが、受診率にも働きかけがあるのではないかと思ったところです。 

原田委員長： やはりこの種の施策というのは、受診がないと先に進まないということがありま

す。自分で病院に行けばよいわけですけれども、やはり受診というのは大きなポイン

トになるのだろうという気がいたします。ほかの方々、いかがでしょうか。 

Ｄ委員： サラリーマンの方など会社で検診を受けられている方々がどのぐらいの割合でいて、

それが大きいのか小さいのか、大きい場合には難しいのでしょうけれども、どのぐらい

の受診率があるのかということは、ある程度把握できないのでしょうか。 

健康担当部長： そこが大変難しいところで、私どものリストのつくり方というのは、国保なら国保の

対象者といった積み上げのリストになっていますので、区民の中から国保を差し引いて

みたいなことをすれば、理論的にはできるわけですけれども、そういうような形での把

握の仕方をしておりません。国保のところは率で出せますけれども、それ以外の方のと

ころにはどういうような形で、お勤め先で受診されているかどうかといったようなこと

の把握ができないものですから、その辺がこの制度を進めていく上でやはり難しいとこ

ろだと思っています。 

Ｄ委員： この受診率の分母は全区民ですか。国保だけですか。 

国民健康保険課長： 国保だけではありません。 
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原田委員長： ですから多分、数字だけをみて実績値 19％でよくやりましたと言ったときに、何を言

っているのだという議論は、あり得るわけです。 

池袋保健所長： 最近、把握されてないものも含めて受診率を出しているはどうなのかということで、

厚生労働省も問題にし始めています。この数年のうちにはこういったところも把握し

て、一緒に国としての率を出していこうということが行われると思います。 

原田委員長： その場合、やはり地方自治体単位で把握していくということになるのでしょうか。そ

れとも国でやる場合には、組合ごとに把握して全部足し合わせれば、それで数値が出て

くるということでしょうか。全体で把握するといった場合であっても、自治体でいろい

ろな検診をやっていくときに、年齢別に実施していくときなどは、個別の把握がないと

頑張ったかどうかがわからないということは、依然としてあるわけです。 

以前からこの種の施策について思うのですが、区民からすると非常に幅広の施策を展

開していますけれども、自治体によってはほとんど国保というようなことがあり得るわ

けです。豊島区はそういう意味では、薄く広く年代別に今は大分広がってきていると思

いますけれども、他の自治体にいくと、住民の全体のことを考えていなくて、結果的に

国保だけということになっているような印象を覚えたこともしばしばです。確かにこう

いう取り組みは、お金があるところは持ち出しできるという意味では、まだ事業名と実

態が対応しているのかなという気がいたします。 

Ｅ委員： 質問ですが、がん検診事業の中でこれまでの評価を踏まえた対応として、転出入の方

が多いので、30 歳代の男女と 20 歳代女性の転入者に受診勧奨を実施すると記載があり

ました。多分そこをポイントにすると効果が高いから狙い目にしたということだと思う

のですが、そう受け取ってよろしいでしょうか。 

健康担当部長： 基準日現在で国保の対象者の方というのはリスト化できますので、そこには一旦、通

知をお送りするわけです。その中でもどのぐらい受けていただけるかというような問題

はあります。ただ年度の途中での移動、やはり、そうすると１回基準日を定めてしまっ

て、次の年となると、対象年齢を過ぎてしまうわけです。30歳の方を対象として１回ス

プレーのように通知を出すわけですけれども、次の年はその方は31歳になってしまって

いますので、そういうような漏れがないような形での対応ということで、いつも確かに

ひとつ豊島区に来たというようなことで、気持ちも新たにということがあるのかもしれ

ませんけれども、それよりは、せっかく例えば30歳で豊島区民になられたというような

方についても、その対象として取り組みを知っていただきたいというほうが主です。 

Ｅ委員： 今のご議論聞いていて、30歳代男女と 20歳代女性の転入者は国保かなと思いまして。 

国民健康保険課長： 確かに豊島区の場合、比較的若い方の国民健康保険の加入者は増えております。外国

人であるとか、留学生などの増加に伴って国保加入者、若い方が増えているのは事実と

してございますが、今お話のあったのはがん検診の部分でございますので、これは国保

に限らずというようなところです。 

原田委員長： もともとの施策を構成している、この施策のツリーというのでしょうか、資料３－６

を見ると、検診を中心とした施策と事務事業の関係が目的と手段関係で一番大事なとこ

ろでしょうけれども、対象者が限定されているというところで、その白黒が比較的はっ

きりしやすいかなという気もします。おそらくは施策の目標への貢献度を考えていくと

きには、同じような種類の事業が３つ、４つあって、一体どれがちゃんとやっていて、

どれがやってないのかみたいな議論を念頭に置いているわけですけれど、この施策につ

いては比較的、目的と手段の関係がど真ん中の事業が１つあって、あとは周辺的な事業

があって、そういう意味では、施策がうまくいっていないときに、一体何がということ

で施策を構成する事務事業まで下りてみないとわからなかったわけですけれど、この場
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合には原因がはっきりしていると。要するに検診がうまくいっていなければ、うまくい

かないという仕組みがもともと想定されているのかなという気がします。 

逆に言うと、周辺部の事業をこの施策評価をしながら、これ、うまくいっているよね、

いっていないよねといったときに、やや見過ごしてしまったり、あるいは間違って廃止

してしまったりというような形で、目的手段関係を見ていくときには、横並びに、３つ、

４つのほぼ同じような玉から一つ減らすとかいうような、そういう議論がなかなかしづ

らくて、その周辺部分にある事業と、施策との関係をどう考えたらよいのかというのが、

施策評価を実施していくときには難しい事案かなという気がします。うまくいっている

ときは何ら問題ないのですけど、うまくいっているときも周辺的な事業が本当に必要な

のかどうかとか、成果を上げているのかどうかというのは、非常に把握しづらい、玉が

違い過ぎるといいますか、そんな気がします。 

Ｄ委員： 最終的にがんにより亡くなられた方というのは、死亡届とかで人数というのは把握で

きるのでしょうか。それは最終的には知りたいなと。この結果、死亡率がどうなったか

ということを知ることができるのであれば、そちらの目標ではないかなという気もする

のですが。短期的には難しい話だとは思っているのですが、中期的な話として。 

池袋保健所長： ご指摘のとおりですけれども、ただ 28 万人程度の人口規模でがんの死亡を見ていっ

た場合、施策の効果と死亡を一緒にするのは難しいと思われます。国レベルですと少し

違ってくるかもしれませんが。 

原田委員長： 今の点で言うと、がんを発見すればみたいなものもありますし、発見してもみたいと

ころもありますよね。死亡率みたいなものでエビデンスが違うものもあります。ですか

ら単純に発見すればどうにかなるわけではないけれども、そういうパーセンテージがあ

るのであれば、すこし粗いやりかたでも数字を掛けてみたいなと。要するに、このがん

だったら発見された段階でステージとかも変数を入れていったりすると、やれないこと

はないかなという気がしますけれど。ある程度、母集団がいるとは思いますけれども。 

Ｃ委員： 死亡要因についてですけれども、区として把握しようとすればできるけれども、それ

はあくまでも担当レベルの話であって、プライバシーとか諸々の状況で公表はできない

みたいなことはないですかね。全部数字をまとめて、数字の公表ということであれば特

に問題ありませんかね。 

池袋保健所長： 死亡原因については数字として全て公表されているものです。 

原田委員長： それはがんの種類もわかるのですか。 

池袋保健所長： 死亡公表として出されているものについては届け出されています。 

Ｃ委員： そうすると全く実務レベルの心配というか、自分の経験上の話ですけれど、とかく保

健師や看護師さん自治体の職員の方は真面目で、自分の仕事を増やすことをいとわない

というか、仕事をどんどん増やしてしまって、高い目標を追い求めて、何か一杯いっぱ

いになっているようなケースが見受けられます。実際に今の職員体制というのは何人ぐ

らいでやられているのですか。 

健康担当部長： 検診の受診勧奨をやらせていただいている者は、９人ぐらいの係ですけれど、それが

幾つかの仕事をやっておりますので、実質的に３人ぐらいでしょうか。 

Ｃ委員： 来年度の方針のところの記述で天井感もありというのが、まさにそこなのかなと。要

するに、例えば所長、部長、課長など管理監督の立場から見たときに上げ止まっている

と思っても、そこをうまくコントロールしていかないと、何かもっと上がるつもりでど

んどん仕事を増やしていってしまう傾向がないかなと思って懸念するのです。気をつけ

るポイントとしてあるということです。 

健康担当部長： 少し別のデータを用意してみました。まだ試みという段階すけれども、平成24年から
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26年にがん検診を受けていただいた方の中で、要精密検査というような判定がされた方

の率は1.6％という数字になっています。また、検診を受けていただいた全体の中で、

0.06％の方ががんを見つけることができた。この0.06％が多いほうがよいのか、少ない

ほうがいのか、我々としても正直言って、まだ評価しきれていないのですが、こういう

ような形で経年の変化をとっていくことで、がん検診を受けていただいて、その後のフ

ォローをきちんと我々の課題という形での位置づけはさせていただきながら、効果を選

定していきたい。 

ただ、評価の尺度がまだ我々の中で詰め切っていないので、がんによる死亡率の質問

が先ほどありましたけれども、５年生存率とかよく聞く言葉がありますけれども、それ

はやはり１年ぐらいの中では見出していけないので、発見率とかあるいは要精検の中で

次の医療、診断というところまでつながった方がどのぐらいいるかみたいなところを、

今後我々の尺度として精度管理に努めてまいりたいと思っております。 

Ｅ委員： 質問に近いのですが、がん検診の受診者数と検診率が高まれば高まるほど、がんの発

見率が下がって、死亡率が下がるみたいな仮説がもしできるのであれば、それは検診の

受診者がもっともっとたくさん来ていただいたほうがいいということになって、指標と

してはやはりこれでよいという考え方が知りたかったところです。多分そういう仕組み

になるでしょうということで理解できれば、指標として問題ないなと思のですが、そこ

までははっきりとは言えないわけですね。 

健康担当部長： がんの率というのは、年齢を重ねていくにしたがって上がっていくことになります。

我々としては、がんと気がつかずに手遅れになってしまう人が早目に気がつく、例えば

胃がんなどで処置のできる段階で見つけるというのが目標なので、受診率全体は広く、

まずご自身のがんに気がついていただく機会を前倒しにするという意味でいうと、率を

上げるということが我々の当面の目標なのかなと思っています。 

Ｅ委員： わかるのですが、がん検診に来ている人の年代はやはり高く、そろそろ受けてみよう

と思う年代の人のほうが行く率が高いと思うのです。若い人は来ないですよね。そうす

ると、どうかなと思う人は行くけれども、大丈夫と思う人は行かないから、発見率は多

分大丈夫だと思っている人も来れば発見率は下がるのではないかという仮説の意味合

いです。 

ですから、例えばそういう施策を立てるときに、何か豊島区ならではの、先程の転出

入の問題もありますし、仮設としてこういうことではないかということが、もう少しわ

かりやすくストーリーとして説明いただけると、この指標で評価はいけますねとなるの

ではないかと思ったところです。 

池袋保健所長： 年代のことだけで申し上げさせていただくと、国はがん検診を40歳以上の人に実施し

てくださいと言っているわけです。というのは、子宮頸がんなどは別ですけれども、ほ

かのがんは40代になってから罹患率が増えるので、その人たちにお金を使って、がん検

診をやったほうが効率がよいという計算なのです。ただ、豊島区はその前でもやはりが

んになる人はいるので、お金はかかるけれども、少しでも多くの人を見つけましょうと

いうことで、その前から検診をしているわけです。 

原田委員長： 何人かの委員の方々がおっしゃっていたのは、健康診断の受診率を目標にするという

のは、受診をしたら一体、人間はどういう行動をして、最終的に亡くなったり生きたり

するのかというような、もう少し最終的なアウトカムの手前のところを測っているとい

うことで、その後は確実にこういうふうに見えてくるのかと。例えば、この受診率の増

減というものを見ながら、場合によっては事務事業の見直しに至るということは、本当

に正しいというか、妥当なことなのかという議論に、おそらくつながることがあるのか
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なという気がします。しかし、この段階でとめていると、最後は要するに何人救えたか、

お金をこれだけ投入して救えたかという議論が本当はできればよいけれども、確実に議

論ができるデータの蓄積等があるのは多分、今のところこの受診率なのだろうというと

ころなのかなという気がします。 

Ａ委員： 今、年齢のことが話題になっておりますが、この検診の場合、完全に性別によっても

限定されるものがあります。その算出の仕方というのはどういうふうになっているので

しょうか。 

池袋保健所長： 男女別で出しています。 

Ａ委員： 具体的に言うと、子宮頸がんと前立腺がん、乳がんということで、それぞれ母数を男

女別にして出しているということですか。 

池袋保健所長： 男女別、年代別に出しています。 

Ａ委員： わかりました。それから、聞けば聞くほど、この目標値の設定というのが、なかなか

難しいところだと思うのですけれども、まず設定がどういうようなご苦労で上がったり

下がったり、とまったりしているのか。糖尿病の場合はとまっていますね途中で。この

辺のところはいかがでしょうか。 

健康担当部長： 糖尿病もがんも、国の目標値というのがありまして、大変チャレンジングな目標です。

東京都全体が地方に比べて検診の受診率が低い傾向にあったりいたしますし、先ほど申

し上げたのですけれども、がん検診のほうは、かつては 23区中 23位とか、そういうよ

うなところにおりましたので、その国等の示す目標をそのまま引き移しにしてきても、

我々としてもモチベーションが上がるようなところにいかないところもありますので、

豊島区の現状を踏まえた形で、足して２で割ったような形にはなっておりますが、目標

値の設定というのはさせていただいております。という意味で言うと、国の示している

とおりにはまだなってないのかなと思っています。 

原田委員長： 福祉、健康政策の一番難しいところは、お金を投入すれば目標値は上げていく。例え

ば検診も倍にするとか、勧奨も倍にするとか、そういうふうにお金を投入すればするほ

ど高い目標値を設定することになる。そういう意味では、目標値の設定というのは、あ

る程度、お金との連動性というのは非常に大きい。何といいますか、職員のやる気とか、

そういったことが効いてくるというのは、どれぐらいお金を投入するかであるというこ

とも言えることからすると、やはりこういう分野の目標値の設定というのは、一体どれ

ぐらいのお金を投入することができるのかということによって、粗々見えてきてしまう

ところがあるので、努力した結果そうなのか、それともお金をつけた結果がこうなのか

というのは、なかなか議論がしづらいというか、非常に画一的な議論になるのかなと。 

例えば、どれだけ単独事業をやるのか、あるいは補助事業の中でも新しい取り組みを

幾つかすることによって、高い目標値を出せる。それは、どうしてそういうことができ

るかというと、それに対してお金を投入しているからだというふうになると。つまり、

目標値の設定はお金で決まってくるとなると、何のための評価をしているのだという議

論にもなるので、努力のしがいみたいなところが、この評価の結果につながって、事務

事業の見直し、政策そのものの見直しとかにつながっていければと思うのですけれど、

そうなりにくい分野というのはどう考えたらよいのかと思いますが、いかがですか。 

健康担当部長： 予算でございますので、委員長が今おっしゃったような、例えば顕著に予算を増やし

ていって受診率を上げるというような形は、現実には難しいところです。 

そういった中で、一定の同じぐらいの予算規模の中で、徐々にでも受診率が上がって

きているのは、きめ細かな取り組みをしているからですとか、例えばレイアウトを少し

工夫してわかりやすくとか、全般的な区民の皆さんに対するメッセージでキャラクター
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を使ったりとか、小さな工夫を様々しております。 

ただやはり今、一方で委員長がおっしゃったとおり、電話をかける頻度をもっと高め

ることができるだけの予算をいただければ、１％とか２％とかというような形での改善

というのは期待できるのかなというように思っております。そこを、目標を達成すると

いうことのために、それだけの投資をしていくことがどれだけ必要なのかといったよう

なことを、今後、政策経営部のほうとは議論するのかなと思っております。 

原田委員長： 私は、区としての努力が評価における目標値の達成にどういうふうにつながっていく

かということをお金以外のファクターでどうやって捉えていって、評価をしていったら

よいのかというのが、やはり気になる。お金を投入できないのだから、これしかできま

せんではなくて、お金はこれだけだけれども、こういうような事務事業の組み合わせで

こんなことができたと言われると、なるほどと思うんですけども、お金があればもっと

これだけできたのにという話になってくると、結局お金だけの問題になってきてしま

う。なかなか難しいところかなという気がいたします。 

池袋保健所長： こういった保健分野も福祉も同じだと思うのですけれども、費用対効果をどれだけ上

げられるかというのがやはり非常に大きなことなので、もちろんかければ上がるに決ま

っていますが、少ない費用でも工夫によって、これだけ上げられたと。それがやはり一

番私たちの目指すところです。それは間違いないです。 

原田委員長： そうですね。ですから私は、こういう福祉や医療の分野というのは、エビデンス・ベ

ースド・ポリシー・メーキングの最たる例で、取り組んでいる方向性自体は、自治体で

余り違いはないのかなと。どれだけ持ち出しをしているか、補助事業でもどれだけ工夫

をしているかというところが、自治体間の差みたいなところなのかなという気がしてい

るのです。 

例えば先ほどの胃がん検査でもピロリ菌を入れるかどうかとか、あるいは子宮頸がん

でいうとＨＰＶをやるかどうかなど、小さいけれども違いみたいなところに何か出てく

るのだろうなと。ですから、他の自治体と比較をしやすいところなので、目標値を達成

しているときに、この差みたいな出っ張っているところ、引っ込んでいるところを比較

していくと、もちろん人口構成ですとか、年収によっても当然病気にかかる割合という

のは違うでしょうけれども、この評価を、この数字を見ていくときに、やれることはま

だいろいろあるだろうなという気がします。 

Ｃ委員： ちなみに特定健診の受診率というのは、23区大体このくらいの数値ですか。 

国民健康保険課長： 手元に細かい資料はないのですが、やはり各区とも伸び悩んでいるというような状況

です。今、40数％ですけれども、やはりそのぐらいで推移をしている、若干減っている

というのが23区の状況です。 

Ｃ委員： これいろいろな要素があって、実は私が仕事上かかわったところでは、60％台ぐらい

が当たり前なのです。なぜかというと、地方の町なのです。つまり、保健師をはじめと

する担当の方と地域とが顔が見えているような状況だと、働きかけも即伝わるわけで

す。そういう意味では、この施策評価表に書いてある天井が見えているというか、やは

りこの辺を見ながら、あとはやり方を工夫しながら、どう変えていけるのかということ

が課題かなという、まさにここに書かれてあるとおりだと思うのです。 

その上で、やはり受診率を上げていくという一番の前提は、区民が自分の健康は自分

で守るというところを、もっと区側から何か発信を強めて、ここが上がらないと皆さん

方の役割が果たされないと、この成果は上がらない。今までも言われているでしょうけ

れど、何かそういう方向性で現場でも徹底して取り組んでいくという形もいいのかなと

思います。 
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原田委員長： 区民にはご自身の問題として受け止めてもらいたいというところですね。 

Ｇ委員： 質問が２つございます。まず、施策評価をする前提としての事務事業で、先ほどデー

タでお見せいただきましたけど、受診者数が載っていないというのは、この施策が区民

全体の一体何％ぐらいをカバーしているのかということがよくわからない。それが載せ

られなかった理由をお伺いしたいのが一つ。それと、いろいろながん検診がありますけ

れども、一体これは一人当たりどれぐらいの費用が掛かるものかという説明は、どこか

に記載されているのかどうか。この２点を伺いたいと思います。 

健康担当部長： がん検診は胃がん、肺がんといったような部位によってコストが違います。健康診断

自体は１万数千円かかるのかなと思いますが、今回の資料の中には含めておりません。

トータルの金額を記載するような様式になっていますので、個別の単価については、今

回の資料の中には記載しておりません。 

Ｇ委員： ただ、がん検診で４億円ぐらいかけています。これ10万人が受けたとすると、一人当

たり4,000円ぐらいかかっていることになりますけれども、単純な割り算をすれば。これ

は自己負担というのはあるのでしょうか。 

健康担当部長：  ありません。 

Ｇ委員： ということは、それはその人たちへの一種の給付サービスになっているわけです。こ

れ毎年受ける人がいるのかどうかとか、そういった対象者の層というか、そういう分析

のデータはあるのでしょうか。 

健康担当部長： 対象者については、それもがんの部位によって違います。対象年齢を５歳刻みにした

り、２年に一度で奇数年、偶数年というような形で分けていたりします。特定健診は毎

年です。 

Ｇ委員： しばりがあるのですね。しばりがないものはあるのでしょうか。 

健康担当部長： 特定健診は毎年です。要するに体脂肪とかと同じで変動するものですので、がんのほ

うは進展のことを考えて何年かに一度、対象者を30歳、35歳というように区切ったりと

か、偶数の年の人というように決めていたりしますので、そうすると２年に一度という

かたちになります。 

原田委員長： それでは、だんだん時間が近づいてまいりましたので、そろそろまとめに入りたいと

存じます。 

委員の皆様方におかれましては、先ほどのシートに基づいて、どこからでも結構です

ので、評価についてコメントをいただきたいと思います。 

健康担当部長： 先ほど、もう一つご指摘いただいた受診者数ですが、資料とは別に示したデータの中

には受診者数が載っています。受診者数から見て、がんの発見率といったようなものを

やっているのは、これは検診の精度管理のための資料なので、検診の受診率というとこ

ろはまた少し違う概念ですので、わかりづらくて申しわけありませんでした。 

原田委員長： だんだん医療そのものの議論になってまいりますけれども、我々の関心は実はそこで

はございませんで、もちろん関心がないといったら怒られますけれども、施策評価をブ

ラッシュアップするということでございます。 

それで、各委員から講評、提言をいただきたいと思いますが、まずは４つの観点です

ね。先ほど施策の達成状況であるとか、施策を構成する事務事業を踏まえた分析である

とか、施策の貢献度、そして来年度の方針あたりについて、各委員からコメントをいた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。 

Ｅ委員： 委員長のおっしゃるとおり、医療とか健康増進とか、それが死亡率や区の財政にどう

好影響を与えて、区民の満足度を上げるかというのは、本当にパズルのように複雑な問

題でよくわからなくなってきましたけれども、一番お話を伺っていて、指標として、施
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策の達成状況や分析というのは、概ね私は妥当だと思います。 

ただやはり、根本的な問題としてよくわからないのが、検診の受診率を徐々に上げて

いくという目標だと思うのですが、これ検診の受診率が例えば100％になったとき、どの

ぐらいのお金がかかるのだろうと思うわけです。つまり、今でさえ５億、６億という予

算規模なのに、本当に理想的に皆ががん検診をして、皆が安心して暮らせる状況になっ

たとき、一体幾らお金がかかるのだろうと思って、それを目指して大丈夫なのか。疑問

ではなくて、不安に思いました。何かきっとこれはこれとして受診率の向上あるのでし

ょうけど、何かそこの工夫というのも別の問題としてあるのかなという気がしました。 

それからもう一つ、やはり途中でお話が出ました、受診率の上昇という目標と、健康

な生活の維持・増進、あるいは死亡率の減少というのが目標と効果、結果にうまくきち

んと説明ができないと、何か茶々を入れる方とか、私は必要ないよという区民の方とか

いろいろな方が出てきてしまうと思うので、そこら辺ちょっと大きな政策との結びつき

というのをもう少し具体的にされると、なるほど全然問題ないねということになろうか

と思います。そこだけ意見として申し上げさせていただきます。 

Ｄ委員： 現状においては大変わかりやすい指標ですし、こんな感じでよろしいのではないかと

思いますけれども、最終的な目標は、健康で長生きできるような状態が理想になるので、

この健康診断等がそれのどの程度のファクターになっているのかというのを最終的に

測れれば、中長期的な話ですけれども、それがわかったら本当に理想的な形になるのか

なという気はしています。できるかどうかは難しい問題だと思いますけれども。 

Ａ委員： 区民の方々に説明するときの観点から見ると、まず委員長が指摘していたように、目

標値が19.5％で、これが目標達成と言った場合、設定をかなりよく説明しないと、なか

なか、わかりづらいというところが一点です。それは目標値の設定の理由をきちっと全

てにわたってわかりやすく説明するということだと思います。 

それから、施策評価表の説明の中で少し驚いたのですが、項目15番の分析のところで

「山」にたとえた例です。これはもう少しきちっと説明しないと、山のどれがどうでと

いう八合目や頂上というのをわかりやすく説明したおつもりで、よく聞くとわかるので

すが、やはりもう少しかみ砕いて説明されたほうがよいかなと思いました。 

Ｃ委員： まず施策の達成状況については、糖尿病予防保健指導の目標値について修正を施すと

か、妥当に管理をされているのかなと思います。 

事務事業評価についても、先ほど随分議論がありましたけれども、本来的な最終的な

受診につなげるとか、そういうところと、いわゆる施策の成果指標、受診率とどう相関

関係があるのかというのは、長い間見てみないとわからないことなので、今のところ、

これでよいのかなというように思います。 

それから、項目16番の施策の貢献度の考え方ですが、概ね妥当だというふうには思う

のですが、貢献度自体が高いか低いか、全体的に見るときに、例えば法定受託事務の範

囲でやっているもの、あるいは純然と補助事業、別の形の補助事業としてやっているも

の、それからまったくの単独事業として実施しているものというのが分けられて、どこ

かで説明されると、区の努力とともに貢献度というのがもう少し判定できるかなという

印象を持ちました。 

最後の、来年度の方針については、やはり区民の責任のところに働きかけを強めると、

そうしたことをもっと意識的にやられるとよいのかなと思いました。 

原田委員長： Ｇ委員いかがでしょうか。 

Ｇ委員： 私からは特にございません。 

原田委員長： 私からは大体申し上げたつもりでありますけれども、全般的には良くできたわかりや
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すい施策評価表になっているかなと思います。多分、検診の受診率というのは、最終的

なアウトカムではないにしても、ほかの施策にとっては、比較的わかりやすいものとし

て機能しているのではないかという気がしています。その後、どんなふうに変化するか

というのも大体想像がつきやすい。しかし、その先はもうわからないというところもわ

かるというところで、そういう意味では、非常に施策評価としては、わかりやすいのか

なという気がしています。 

事務事業評価のところは、施策の貢献度とかかわる部分ですが、多分、施策のタイプ

によっては事務事業と施策の関係ですとか、事務事業相互の関係というのが、非常に多

様性があります。今回の形で括られているこの施策は、そのど真ん中の事務事業と周辺

部というのが比較的明確に分かれているのかなと思います。ですから、もし施策につけ

た目標がうまく達成できてないと、その原因というのは、比較的簡単なのですけれど、

その他の周辺的な事業というものが区の持ち出しでされている場合に、効果が有るのか

無いのかというのは、なかなかわかりづらいという気がしています。要するに目標に効

いてこないということですね。そういう場合に、施策評価をして、その事務事業評価に

これをどうつなげていくのかというのが、この施策については非常に難しいのかなとい

う気がしています。 

これが施策と事務事業との関係ということになるのでしょうか。実際には施策を構成

している事務事業は本数的には多いですけれども、余りに大きい事業と、少し小粒とい

いますか範囲が限定されていたりと、そういう意味では、大小関係が比較的明確であり

ますので、それはそれで良い面もあり、悪い面もあるかなという気がしています。です

から、我々が評価をしていくときに、事務事業と施策との関係の図みたいなところ、今

回作成していただいたロジックのモデルみないなものがあると、どういう評価をしたら

よいかということがわかるかなという気がしています。 

今後の方針については、特段のコメントはありませんけれども、どんどん伸びていく

わけではないのかなと思いますが、私としては、やはりサラリーマン、社会保険で受診

している人たちも何らかの形で把握していったりすると、より議論がしやすくなるかな

と思います。多分、今のところの目標というのは、やはり議論としては、先ほどＡ委員

がおっしゃったように、なかなか区民には理解がしづらいところでありますので、先ほ

どの話だと、もう少し努力のできる余地が、あと数年後には訪れるかもしれないという

話もありましたので、ぜひ引き続きご努力くださればと思います。 

以上が施策評価の４つの項目についての、各委員と私からのコメントでした。 

その他、進め方ですとか、中身そのものに関わらないけれども、こんなふうにしたら

どうか、あるいは資料の作り方などについて、ご意見があればお願いします。 

Ｄ委員： 資料３－４の項目18番、19番ですが、現状評価で「普通」となっているものが、最終

評価では「現状維持」のほかいろいろあり、現状評価と最終評価は必ずしもリンクされ

ておりません。そういうやり方もあるのでしょうけれども、果たしてこれで本当によい

のかという議論も全体としてされているのかどうか。ルールづくりが必要なのか必要で

ないのか。必要でないのであれば、その理由も知りたいので、その辺を事務局のほうで

決めていただいたほうがよいような気もしますがどうでしょうか。 

行政経営課長： 

 

この18番、19番の現状の評価と最終の評価ですが、現状の評価は事務事業評価で各所

管部局が良好、普通などと判断しているものでございまして、一方で最終評価は、基本

的に政策経営部が入って、今後の方向性について現状維持とすべき、拡充すべき、縮小

すべきなどと評価したものです。事務事業評価の中でのルールづけはできているのです

が、そのルールと今回の施策評価の貢献度とか、その辺のリンクをどうするかというの
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は、一つ大きな課題になってございますので、今後検証していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

Ｄ委員： 何でそういう最終評価になったのか、理由というのをやはり知りたいと思うので、お

願いします。 

Ａ委員： 同じところですが、全くＤ委員と同じ感想を持っていたのですが、あと、現状維持で

も「現状維持（経過観察）」、これと普通の「現状維持」というのがあります。どういう

違いなのでしょうか。 

行政経営課長： 経過観察のほうは現状として事業が揺れ動いていたりしていて、ある程度２、３年の

スパンで見ていくと。普通のものはある程度、安定した事業でして、現状程度のものを

継続したほうがよいのではないかというような使い分けをしているところです。 

Ｇ委員： この施策にぶら下がる事務事業が相当に多いので、できれば、がん対策推進事業とか、

がん対策基金関連事業ですとか、利子補給事業ですとか、もっと言えば骨粗しょう症事

業も、こういう事業は何かまとめるか、あるいは事務事業の対象から外すようなことも

今後検討されていくのがよいのではないかというふうに思います。 

原田委員長： 今の点は、がんと生活習慣病を分けるということは、当然、目標値も別ですし、ぶら

下がっている事業も分けられるので、それは可能かなという気はしますが、今のままで

も問題はないようにも思います。事務局としてはいかがでしょうか。 

行政経営課長： これについては前回の会議でもお話があったとおり、基本計画には政策、施策があり

まして、その一つひとつの大きさであったり、括り方に多少ばらつきがあります。今回

は大きく２つの目標を持ったものが一つの施策としてまとまっているというところで、

それがわかりやすいか、わかりにくいか。ほかの施策と比べて大きさはどうかという問

題ございますので、その辺は次期の基本計画の際にも、どういったバランスで構成する

のが評価としてもわかりやすいかということは、考慮しながら検討しなくてはならない

と思ってございます。 

原田委員長： 今回の施策に関していえば、がんと生活習慣病が一つの施策にグルーピングされてい

るわけですけれども、施策とそれを構成している事務事業の関係が比較的類似していま

す。要するに検診事業というど真ん中のものと、周辺部分がある。そういう意味では、

関係的には非常に似通っているので、一つにバインドしてもよいのではないかという気

は個人的にはします。分けられないかというと、それは分けられないというわけではな

いでしょうが、括るにしても分けるにしても、その理由は必要だと思います。 

個別事業をまとめたり外したりというのは、事業規模の予算規模の大小からという趣

旨でしょうか。 

Ｇ委員： 会議の運営とか基金の事業ですとか、そういったことを行なっていることを見せたい

という気持ちはわかるのですけども、今回のがんのようなリスクを認識する人がどうな

のかというところが目標になっている施策の場合には、それにぶら下げる事業というの

は、そういう運営面とか行政が活動しているとはいっても、リスクの認識に余り関連の

薄いものは外して、ここに載せなくてもよいのではないかという意見です。 

Ｃ委員： では、その上でこれも一つの意見ですが、載せているから廃止の議論まで及ぶかなと

いうこともあるのです。施策の成果から見たときに。その辺も含めて、考えていただけ

ればと思います。 

原田委員長： これもなかなか難しいところで、施策に対する貢献度みたいなもので言うと、非常に

希薄なものまでもどこかに記載しないといけないというような形のなかで、施策とは全

く無関係の事務事業が行われていて、無駄なものを析出するためには、やはりきれいに

分類しなければいけないのかなというように思ってきたところもあります。 
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Ｇ委員： 実はＣ委員におっしゃっていただいたこと、私もこの施策評価が始まる前からずっと

考えておりました。この施策にぶら下がっているものの中で、何を止めるのかというこ

とを考えてみたのです。先程私が申し上げたようなものをやめるということも簡単かも

しれないんですけども、やはり本丸のがん検診事業、４億円かかっているものが２億に

ならないのかということを考えたほうが、はるかに施策のブラッシュアップにつながる

のではないか、あるいは行政改革にも、もしそういう環境になった場合には直結するだ

ろうなというように思いましたので、もう少しそちらがメインに目立つようにその政策

効果を考えたほうがいい、あるいはやり方がいろいろわかるような内容にしたほうがよ

いという意見でございます。 

原田委員長： 私も基本的には同じように思っていまして、先ほどから繰り返し申しますけれども、

施策と構成する事業というのが比較的タイトで、大きい事業があって、これを目標の上

がり下がりというので施策評価をしていく場合に、事務事業の見直しという場合には、

多分、その本丸の事務事業そのものの金額を見直したり、やり方を見直したりというこ

とになるのだろうと思います。 

そういう意味では、周辺部分の事業でこれが無駄だとか、必要性がないとかいうこと

をこの施策評価の中でやっていくということは、この施策評価表では難しいのかなと。

同じような事業が並んでいて、どれかを外すとこうなるとか、ここに原因があるとかい

うのがわかるような、事務事業のラインナップであればよいのでしょうけど、多分これ

はど真ん中の検診事業しかわからないのではないかという気がしています。 

そういう意味では、主管部局はこれらの事業をどうやっていくかという必要性の説明

というのは、非常に難しいだろうなという気がしています。どうやったって努力の結果

が施策につながりにくいわけですから。そういうのがやはり難しいかなと思います。 

先ほどＧ委員がおっしゃった話に戻りますと、今のところ、その施策を構成する事務

事業に分類されない事業は、どれぐらいでしたでしょうか。以前は相当あっことも確か

なので、そういう整理をどうやってやるかという問題と、先ほどの問題というのは、す

ぐさま結びつかないですけれども、何かを選択すれば何かが失われてしまうということ

もありますので、そのあたりは一旦分類してみて、貢献度みたいなもので分類してみて、

これ外してもいいよねというものがあって外していくということのほうがよいのかな

という気がします。今はいくつくらい残っていますか。 

事務局： 現在は31事業に減りました。 

原田委員長： ですから、一旦それ全部にしてみて、Ｇ委員がおっしゃるような次のセカンドステッ

プというのもあるかなという気がいたします。 

以上がプロセスについて、どうやって評価を進めていくかということでございまし

た。私からもう一点だけ追加すると、施策評価表だけで先ずは議論してみてもよいので

はないかと思っています。 

では、最後に事務局から連絡事項があればお願いします。 

行政経営課長： 

 

ありがとうございました。前回と今回の２回で施策評価の試行を実施したわけです

が、それぞれの施策によってやはりカラーが違うので、来年度以降、72の施策があるわ

けですが、これをどのように効果的に実施していくのかは非常に大きな課題であると再

認識したところでございます。 

次回につきましては、２回の試行によって得られた課題を整理しまして、来年度の本

格実施に向けた反映点について事務局案を作成させていただきますので、それについて

ご議論いただくというのが一つでございます。 

また、二つ目としましては、第１回の委員会で説明させていただきましたが、行政経
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営システムプロジェクトチームというものを私ども政策経営部で行なっておりますの

で、その検討状況についてご報告できたらと思ってございます。 

なお、日程については調整のうえ改めて連絡申し上げます。 

原田委員長： これをもちまして、第３回政策評価委員会を終了いたします。 

 

会議の結果 
（１）施策評価の試行として「がん・生活習慣病対策等の推進」を対象に実施し、意見交

換等を行った。 
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