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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 29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 29年 7月 31日（月） 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． 会議録等の取り扱い 

５． 議事 

(1) 平成 29年度政策評価委員会における外部評価実施について 

(2) まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況について 

(3) 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）・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 



29 第 1 回会議録（290731）.docx 

- 2 - 

審議経過 

１．開 会 

企画課長： これより平成29年度第１回の政策評価委員会を開会いたします。 

委員長の選任が終わるまでは、事務局であります私、企画課長にて進行させていただ

きます。 

本年度の政策評価委員会の委員につきましては、参考資料１－１のとおりでございま

して、全ての委員が昨年度から引き続き再任となっております。 

２．委員長選任 

企画課長： それでは早速、委員長の選任、副委員長の指名に入らせていただきます。 

参考資料１－３、運営要綱第４条に定めるとおり、委員長は互選で選び、副委員長は

委員長が指名することとなっております。 

まず、委員長の選任について、委員の皆様のお考えをお伺いできればと思いますが、

いかがでしょうか。 

Ｇ委員： 今年度も引き続き、原田委員にお願いしてはいかがかと考えます。 

企画課長： 只今、原田委員をとの推薦がございました。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。 

以降の進行について、委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長： 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

３．副委員長指名 

原田委員長： それでは次第に従いまして、副委員長の指名でございます。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、外山委員にお願いできればと思います。よろしゅうございますか。 

外山委員： 委員長の指名ですので、謹んでお受けさせていただきます。今年度もよろしくお願い

いたします。 

原田委員長： では、外山委員どうぞよろしくお願いいたします。 

４．会議録等の取り扱い 

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： 本区では、審議会等が原則公開、会議録につきましてはホームページ等で公開をする

こととしております。会議録は、委員長、区理事者は職名を明らかにし、その他の委員

は、Ａ委員といったアルファベット形式で表記をいたします。会議録は、公開前に委員

の皆様に確認をしていただきます。 

原田委員長： よろしいですね。 

では、そのような形でよろしくお願いいたします。 

５．議 事 

（1）平成２９年度政策評価委員会における外部評価実施について 

原田委員長： それでは、本日の議事に入りたいと存じます。 

本日の議事は２件ございまして、１つ目が、今年度の政策評価委員会における外部評

価実施についてということでございます。とりわけ資料１－１についてお諮りをすると

いうのが本日のアジェンダの１つ目でございます。 

では、事務局から資料の説明をお願いいたします。 
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行政経営課長： それでは、資料１－１でございます。まず、平成29年度において、豊島区では施策評

価を本格実施するということで、事務事業評価に加えまして７２の施策の評価を行って

いるところでございます。本日はその速報値ということでもおつけしてございますが、

これはある意味、内部評価でございます。この内部評価の結果の妥当性についてチェッ

クし、評価の客観性を確保するというのが、今回の外部評価の目的の第１点目です。ま

た、２点目として専門的知見からその評価手法等についてご助言を賜りたいということ

で、こうした２つの観点から外部評価の実施をお願いしたいと考えております。 

次に、評価対象施策の選定基準です。先ほど７２の施策評価を実施していると申し上

げましたが、昨年度の最後の当委員会におきまして、平成29年度に実施する外部評価は

４施策を対象にするということで、ご了解を得ているところでございます。 

その選定基準としまして、一つは、「Ａ．業績測定により進捗に異常を検知した施策」

という観点で選ぶということです。具体的に申しますと、達成状況が「大きく超過達成」、

あるいは「大きく未達成」、そういった視点での選択というご意見を頂戴したところでご

ざいました。 

選定基準の二つ目は、「Ｂ．基本計画の重点施策」から選ぶという点でございます。こ

ちらについて事務局といたしましては、次の３点を考慮して選ぶということを検討して

ございますので、ご意見を頂戴したいと思います。 

まず一つは、この重点施策の中で施策に紐付いている事務事業、これが余り極端に多

くないものというのが１点でございます。それから２点目は、その施策の進捗を測るた

めに設定された指標数を考慮するということです。施策によっては、単独の指標もあれ

ば複数の指標が設定されているものもございますので、そういった指標設定のそもそも

の適否、是非といった点でもご議論いただきたいということで、この指標数についても

考慮したいということでございます。そして３点目は、基本計画における地域づくりの

方向が重複しないように考慮するということでございます。以上３点を評価対象施策の

選定基準にしていきたいというのが事務局の考え方でございます。 

そして、これらを勘案して４つの施策を選んでございます。 

まず、１つ目が「地域における活動拠点の充実」で、選定理由としては重点施策のう

ち成果指標が複数設定されていること。２つ目が「社会参加の促進」で、達成状況が大

きく超過達成であること。３つ目が「困難を有する子どもやその家族への支援」で、達

成状況が大きく未達成であること。最後に４つ目が「治安対策の推進」で、重点施策の

うち成果指標が１つであること。以上４つの施策を選定したところでございます。 

次に、実施スケジュールについてです。本日、この４施策についてご了承いただけれ

ば、外部評価ということで、それぞれの施策の所管部長及び課長の出席のもと、9月12日

に２施策、9月25日に２施策ということで、ご審議をいただければと存じます。そして、

それらを踏まえまして10月16日に課題の整理等を行いたいという、このようなスケジュ

ールを予定しているとこでございます。 

そして、この評価の実施体制については、両日とも委員を２つの分科会に分けまして、

各分科会が１日１施策を担当する形でお願いしたいと考えております。分科会の委員構

成につきましては、記載のとおりお願いできればと思ってございます。１回当たりの実

施時間は、90分から120分程度を想定しているところでございます。 
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最後に、外部評価の公開についてですが、これは広く一般区民への公開により実施し

たいと考えてございまして、透明性の拡大、区民への説明責任の向上を図るということ

で進めてまいりたいと存じます。区民への周知方法といたしましては、広報としま、区

ホームページで周知をする予定でございます。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。 

まずは、この選定案でよろしいかというところを、ご審議を賜りたいと存じます。 

前回の委員会での審議をご記憶かとは存じますが、この評価対象の選定基準につきま

しては、特に選定基準Ａですね、業績測定により進捗に括弧つきの異常、異常かどうか

わかりませんし、もう少し適切な表現があれば良いなと前から思うのですが、要はそれ

を検知した施策であるということです。過剰に達成しているということと、大きく未達

成であるということ、この二つは何か課題があるのではないかという、そういう推測の

もとにチョイスをしてはいかがかということでございました。 

もともとは、こういう案でどうかと思った経緯を改めてご紹介をすると、総務省に政

策評価審議会という審議会が置かれていまして、ここでも政策評価、とりわけ目標管理

型というのでしょうか、こういう目標を設定して事後に測定をするというタイプの評価

が行われているのですが、各府省からのリアクションは、できる限りこういう評価に係

る負担を減らしてほしいというところがございました。ですから、網羅的にやるという

よりは、これは少し何かおかしいなというものをピックアップする。順調に推移してい

るものについては、極端に言えば担当部署にお任せすると。他方で、何かこれはおかし

いのではないかというもの、上振れ、下振れについてはしっかり見ていくというのはど

うだろうかという形で今、進められているところだと承知しております。 

もう一方の選定基準Ｂというのは、豊島区の基本計画には重点施策が設定されている

と。７２の施策の中から選ぶのであれば、重点施策として設定されているものを評価し

たほうがよかろうということで、ＡとＢの２つの基準で選定をした結果、今回はこの４

つの施策という案が出てきたということでございます。 

では、ご質問、ご意見いかがでしょうか。 

Ｄ委員： 進捗状況が「大きく超過達成」については、「社会参加の促進」よりも数値の大きいも

のがあります。観光にかかわるところです。より数値が高いものがありながら、それよ

りも次のもの選んだという合理的な理由はあるのでしょうか。 

行政経営課長： 先ほどの説明の際には申し上げませんでしたが、資料１－１に記載しておりますよう

に、昨年度に外部評価を試行実施した部局の施策は、今回対象とはしておりません。 

原田委員長： このあたりは毎年当てられるというようなことがあってもいいと思いますけれども、

そういう配慮も少しあるということです。 

今のＤ委員の意見に関連して申し上げると、やはり施策の達成度が余りに高いという

のは、指標そのものに問題があるのではないかということが、一つは考えられますよね。

ただ、それを外部評価、つまり区民の方々がお越しになって評価をするときに、要はそ

の政策の中身、なぜうまくいかなかったのかを明らかにすることを期待していらっしゃ

った区民からすると、指標の設定の仕方がうまくいきませんでしたみたいな話だと、や

や拍子抜けというのでしょうか、何の議論をしたらいいのかというようなことになりか

ねないところもございます。ですから、そのあたりも考えて選定をしていく。施策その
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ものを少し見直していくような可能性がどれぐらい含まれているのかというのは、ぜひ

事務局のほうでの判断も、言語化はなかなか難しいのですけども、あるのかなという気

がいたしました。 

ほかにどうぞ。 

Ｅ委員： これも区民の方から見たらという観点ですが、施策「困難を有する子どもやその家族

への支援」は、指標が１つで「児童人口に占める児童虐待等の対応の割合」となってい

ます。目標値が1.40％で実績値が2.49％なので達成率は22.1％だという、この算出の仕

方ですね。こういうところもうまく説明いただけるものなのかと感じました。 

事務局： まず、達成率の算出の考え方をご説明しますと、例えば目標値が 1,000で、数値が増

えたほうがよい指標であれば 1,100 なら達成率は 110％、900 なら 90％となります。逆

に減るほうがよい指標でいうと、目標値 1,000と同じであれば 100％で変わりませんが、

目標値に至らなかった、1,100 までしかいかなかったということであれば 90％、900 ま

でいったのであれば目標を 10％上回ったので 110％という考え方です。 

ご指摘の指標は数値が減ったほうがいい指標になっています、計算式としては、（目標

値1.40＋目標値1.40－実績値2.49）÷目標値1.40＝達成率22.1％という形で計算してお

ります。施策評価にあたりこの計算で間違いないというのは、確認していますが、ただ

確かにこのままお出しすると分かりにくいという部分があるので、そこは少し予めご説

明しないといけないところかなとは思います。 

Ｅ委員： 社会調査の手法か何かで数式が決まっているわけですかね。 

原田委員長： そういうものでは多分ないと思います。 

事務局： そうです。数値が高くなったほうがよい指標であればこういう計算になるというとこ

ろから、では逆に同じパターンで、減ったほうがよい指標の場合はということで、事務

局にて試算をしてみて、結果この計算式でということで出したのが、この数字というこ

とです。 

原田委員長： この指標をよく考えれば、目標値より数値が小さいほうがいいということはわかりま

す。ただ、それをわかった上で、なおかつ、この数字がなぜ２割強しか達成できていな

いことになるのかということですが、多分これがそのまま資料として出ていくと、確か

にＥ委員がおっしゃるように、これは何だろうなというふうには思いますよね。 

ほかの方、いかがでしょうか。 

Ａ委員： 先ほど委員長がおっしゃっていた「異常を検知」の「異常」という言葉ですが、例え

ば、測定の達成状況により評価が必要と思われる施策とかという形で、いずれにしても

「異常」は言い換えたほうが良いかなと思います。 

原田委員長： このあたりは事務局で適切な表現を探してください。多分このまま区民にお見せする

と、何か異常があるのかというふうになってしまうので。私は、よく「括弧つきの異常」

とか言うのですけれども、なかなか、それは言葉だけだと伝わらないところがあるかな

という気がいたします。 

Ｅ委員： 警報が鳴るという感じですかね。 

原田委員長： そうですね、私のイメージはアラームが鳴るということなのですが、アラームだと

「警」で、また何かこう区民に対してメッセージがあるかのごとくになってしまう、な

かなか難しいですね。アラーム、アラートの発想なのですけれども。 
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Ｂ委員： 今のように「異常」という日本語にすると、意味合いが違ってしまうので、例えば「目

標値よりも大きく乖離」しているとか。こういうのは、事実をそのまま述べているよう

な言葉でよいのかなというふうに思います。その場合には、プラスであれマイナスであ

れ、目標値より大きく乖離はしているので、あり得る選択肢ではないかなと思います。 

それからもう１点ですが、選定基準Ｂの重点施策のところの３つの着目点のうち、１

つ目の「施策貢献度割振りを要する事務事業が５から 10 の施策」をなぜ選んでいるの

か。施策全体を平均してみると大体これぐらいの数なので、その平均値に近いところを

選んでいるのか、理由がよくわからないところがあります。施策に紐づく事務事業が少

ない場合と大変多い場合とで、これが施策に対してどのような特徴として出てくるのか

よくわからないので、「５から 10の事務事業」の施策にする根拠というのを、もう少し

わかるようにご説明いただければと思います。 

原田委員長： 私は、この資料をいただいたときに思ったのは、施策が何かアラームが鳴っている。

実際にそれをたどっていくと構成する事務事業があって、その事務事業が一定の数がそ

ろっていると、何が相対的にうまくいってない事業かを検出しやすい、推測しやすいの

かなと思ったのですが。 

行政経営課長： 今、委員長がご指摘したとおりでございます。また一方で、評価をするにあたっての

技術的な部分として、例えば 30も 40も事務事業があるような施策を対象とするのは、

いかがなものかということ。それと、きっちり平均値というわけでは必ずしもないです

が、概ねこのくらいの幅が評価の技術的な部分ですとか、あるいは、どういったところ

の事業に原因があるのかというのを検討するために適切ではないかという考え方でご

ざいますので、ここは、もう少し分かりやすい説明、表現にする必要があるかなと思っ

ております。 

Ｂ委員： 大体わかりました。分かりやすい表現も難しいかと思いますので、今のままでもよろ

しいのではないかと思います。ただ、やはり５から10の事務事業で今年はやるとして、

来年度はどうするのだろうか、そのときにどういう説明になるのか。全体の流れでみた

場合、最初は最も平均的な５から10の事務事業の施策をやりますよと。その後は事務事

業の多い施策をやりますよ。その次は少ないものをやりますよとか。全体の中で位置付

けをして、今年はこうしたが、来年度はどうしましょうとならないようにしていただき

たいと思います。 

原田委員長： この資料が、仮にそのまま区民に手渡されて、これが評価の対象に選んだものですと

いう話になったときに、この選定基準Ａのほうは比較的理解がしやすいと思います。数

値がわかりやすいかどうかは別ですけれども。一方で基準Ｂのほうは、やはりある程度

の施策数の中から絞り込んでいくというには、ちょっと距離がある表現かなと。ですか

ら、区民の方に誤解が生じないようにするためには、重点施策の中から選びましたぐら

いの説明で十分に足りるかなと思います。我々に対して、あるいは庁内的にも説明しな

いといけないので、こういう表現になっているのかなという気がいたしますが、実際に

資料を作成する際には、表現ぶりを考えていただければと思います。 

Ｅ委員： 委員長の区民目線でということで見ると、施策「社会参加の促進」ですけれども、全

体の達成状況としてすごく高い数値が出ています。３つの指標があり、うち１つが対象

者数、つまり実数になっていて、目標値が12人に対して実績値が47人なので達成率は
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391.7％になっている。これが全体の中に組み込まれると211.6％という大きな数字にな

るのです。他の２つの指標はパーセントが単位で、この１つが実数の指標だとそれが毎

年上下に動く、ここで結構全体の達成率が変わるのではといった話が出るのではない

か。ここだけ、何か違和感を持たれる方がいるのではないかと思いました。要は異常値

になってしまった原因です。 

行政経営課長： 本日の資料ですと、平成 28年度の数値しか出てございません。例えば、それ以前の経

過を見たときに、これが全体の達成率にどう影響を与えているのかというのも確認して

おきたいと思ってございます。その上で、施策として選定するにふさわしいかどうかと

いうことになれば、検討する必要があるかと思いますが、まずはこの基準で選定させて

いただいた上で、過去の経過についても確認はしておきたいと思います。 

原田委員長： Ｅ委員の発言から思いますに、実際にこの指標が今、特定の年だけ何か大きな変化を

しているのかどうかみたいなところも、今おっしゃったような観点で確認をしてみる必

要があるかなという気がします。 

そもそも、この外部評価の機会を持つということ、評価制度全体でどんな意味がある

のかということを考えたときに、何らかの異常を感知したものをピックアップするとい

うのが健康診断だとすると、外部評価で時間をとって、主管部局とディスカッションを

するというのは、精密検査というと大げさですけれども、より深く、個別の事業まで立

ち入って議論するということに、そういう意味があるのかなと思います。そのときに精

密検査に回しました、これが４施策です。そのうちの一つを議論し始めました。そうす

ると、どうもその健康診断そのものの測定の仕方がよくなかったねと。例えば、もっと

立派な精密な体重計で測ればちゃんとわかったのに、粗い体重計でしたというような議

論にならないといいなと。要するに、指標そのもののディスカッションというのは大い

に意義があると思いますけれども、区民の方々がいらっしゃるとなると、やはり政策の

中身そのもの、具体的には事業ということになるのかもしれませんけど、中身にかかわ

る議論が全くないと、何の議論をしているのだと。指標を設定するまでは区民の問題で

はないと言われた場合、なかなか難しいところがあるかなと。ですから、この施策には

やはり何か課題があるなということを、事務局として見定めておいていただければとい

う気がいたします。 

行政経営課長： ご指摘のとおりだと思います。これによって何か今後の施策にフィードバックできる

ものを洗い出す。まさにその課題、今後の施策に反映できるものが出てくるというのを

区としても期待しているところでございますし、それが一つの目標でもございます。ま

ずはこの４施策について、もう一歩先を見通して、中身を少し見直しまして、指標のと

ころで話が終わってしまうことのないよう確認をさせていただいて、万が一、そういう

ようなことがあった場合には、選定基準をもとに別のものを選んで、なおかつ、それに

ついても同じように中身を見ていくということで対応させていただければと思います

が、いかがなものでしょうか。 

原田委員長： ぜひそのようにお願いいたします。評価をする際に、評価の仕方が悪いよね、指標の

問題だよねということも主管部局と我々で議論する価値は大いにあると思いますが、区

民の方々がいらっしゃるとなると、そこは少し気になるなという気がいたしました。 

Ｄ委員： 施策「困難を有する子どもやその家族への支援」の指標について、児童虐待等の対応
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の中身が分からないのですが、考え方によっては対応しているのだから、件数が多いほ

うがいいのではという話は出てきませんか。 

児童虐待は、何の対応もしないで最悪の結果を招くというのが最も悪いかたちです

が、ここでは対応をしている。例えば、相談件数とかでも同じで、相談をたくさん受け

ているから良いという場合と、そもそも相談はないほうが良いという考えもあると思う

のです。その辺を整理しておかないと、何となく、考え方によっては違和感が生じてし

まわないでしょうか。 

原田委員長： 難しいところですけども、私がこの数字を見たときに、この対応というのは対応せざ

るを得なかった、例えば何らかの通報があって対応せざるを得なかったというのは、区

の施策の結果であると。要するにもう少しやれたのにやらなかったので、結果的に対応

せざるを得なかった数という意味で、何かアクティブに、これは予防的に、この家庭に

連絡してみないといけないよねというようなプラスの対応というのですか、予防的な対

応みたいなものは入っていないのではないかなと思ったのですが、どうでしょうか。 

事務局： 認知件数です。 

原田委員長： まあそういう感じですね。ですから、何かアクティブに行ったという数字ではないと

いうことですね。 

Ｄ委員： 認知されないのが最悪ですよね。 

原田委員長： そのとおりです。多分、認知経路みたいなものが経験的にあって、認知というのは、

ほとんど区役所からは積極的にやっても認知ができないけれども、何といいますか、通

報されたとか、そういうことの認知なのではないかなと。はっきりはわからないですけ

ど、通報というか、要するに、区役所として何もしていなくても情報は入ってくる場合

があるわけですけど、そういう認知なのではないかなと考えましたけれど。多分、主管

部局としても、やはりこれはよくないと判断しているということは、そういうことでは

ないかなと推測しますけども。 

Ｄ委員： 通報される街というのは、まだ少しはいいと思うのです。 

原田委員長： 通報してくれるというのは、やはり地域がちゃんと子どもたちのことを考えてくれて

いるということですけども、そもそも親が子に手を出すみたいなところは、止められて

ないのは止められてないわけですよね。ですから、どこを評価するかというところ、こ

の指標にどんな意味が込められているのかというのは、主管部局から説明をしてもらう

必要がありますね。 

Ｅ委員： 今のところで言うと、施策の達成度を測る指標は一つですが、施策を構成する計画事

業はとても多いですよね。もちろん１対１の関係ではいかないけれども、いろいろな支

援策、学習支援なども入っていながら、この22％という数字だけを見せられると、やは

りすごくショッキングな数値に見えてしまいます。構成する計画事業との関連みたいな

ものも精査したほうがよいと思いますし、このまま見せられた場合の区民のショック度

も考えてしまいます。 

原田委員長： この施策を構成する事業を見てみると、母子緊急一時保護など施策との距離が近いも

のから、必ずしもそうとはいえないものもあるのかなと思いますが。 

Ｇ委員： 前の基本計画のときには、この施策は子どもの権利保障という政策に位置付けられて

おりました。新たな基本計画では、政策の名称や施策の体系を変更した関係で、こちら
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に紐付いているものもあるというふうに考えております。 

児童虐待の問題は非常に深刻な問題でして、ここ15年ぐらい区は東西の子ども家庭支

援センター等に子ども虐待防止ワーカーというのを配置して、ずっと取り組んできた経

緯があります。施策については、来歴があるというふうにご理解をいただけるとわかり

やすいかなと思います。 

Ｅ委員： この施策の目標を考えたとき、施策の達成度を測る指標を虐待だけでなく、もう少し

増やす方法も考えられるのではないでしょうか。 

原田委員長： いずれにせよ、実態として、あるいは区全体の認識として、まだまだ児童虐待の問題

というのは、十分対応ができたとは言いがたい状況にあるという認識が区としてある程

度あるのであれば、これを取り上げてもいいと思うのですが、いや、うちは結構しっか

り対応していますと言っておきながら、達成率22.4％というのが出ると、何かちゃんと

やっていないではないかという話になるのか、気になるのはそういう点なのです。 

Ｇ委員： 私も推測の域を出ないのですけれども、今、申し上げてきましたように、十数年来手

を入れて、力を入れてきたがゆえに認知件数も増え、通報も増え、あるいは保育園やい

ろいろなところで職員が認知したものが連絡、通報されるシステムを持っておりますけ

ども、体制がしっかりしてきたがゆえにこの数字になったというふうに、少し逆説的な

言い方かもしれませんが、そういうことも言えようかと思います。 

原田委員長 Ｄ委員が先程おっしゃった点がまさにそこですよね。要するに感知する気がなけれ

ば、ずっと感知しないままでやれるわけですから。そのあたりも、この数値をどう見る

かということについて、区民と区役所との情報、意思疎通のためにも、数値をどういう

ふうに考えるかという機会には、大いになるのかなという気がいたします。なかなか上

がればいいとか、下がればいいという、決してそういう問題ではないのだということは、

ある種の一つのゴールみたいなところで想定をしておけば、余り議論としては、深刻に

ならずに済むかなという気がいたしました。 

私も本番まで、その実感があるかどうかも含め、少し見てみたいと思います。 

では、先程、行政経営課長がおっしゃったような形で、少し見直しをさせていただく

機会があるかもしれませんけれども、まずはこういう形で選んでみて、私としては、や

はり施策や事業の見直しにつながるようなポテンシャルがあるかどうかというのを実

感ベースで、主管部局あたりとその議論、多分、主管部局としても取り上げてほしいと

か、議論したいというところがあるかもしれません。ただ、何となくまな板に乗せられ

て嫌だなということではなくて、ポジティブに考えていただいて、少し施策、事業の見

直しを議論ができると、区民にも関心を持ってもらうきっかけにもなるということで、

少し意見交換をして、実態があるかどうかというのを考えてくださればと思います。 

よろしゅうございますか、そういう形で。 

選ぶまでの説明と、選んだ後のというのは、なかなか難しい２つの議論がありますけ

れども。ちょっと私に、ある程度ご一任くださればと思います。非常に建設的なご議論

を賜りました。ありがとうございました。 

５．議 事 

（２）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、本日の２つ目の議題でございます、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進

捗状況に移ります。事務局より説明をお願いします。 
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企画課長： ご案内のとおり、平成26年5月に日本創成会議によりまして、豊島区が消滅可能性都市

の一つとして公表されまして、その際に４つの対策の柱を立てました。１つ目が「子ど

もと女性にやさしいまちづくり」、２つ目が「高齢になっても元気で住み続けられるま

ち」、３つ目が「様々な地域との共生」、４つ目が「日本の推進力を担う国際アート・カ

ルチャー都市」ということです。この４つの柱をもとに「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、重要業績評価指標、ＫＰＩとして31の指標を設けております。その進

捗状況について、毎年度この委員会で報告をさせていただいております。この「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の内容については、基本計画の重点施策と同時に、一体的

に基本計画と施策を実施していくということになっております。 

まず、資料１－３①をご覧ください。その中で、「順調」にいっているものは「Ａ」と

いう評価がついておりますけれども、本日はＫＰＩの数値があまり進捗していないも

の、気になるものに絞ってご報告をさせていただきたいと思います。 

まず、１ページ目の８番でございますが「リノベーションによるまちづくり」、こちら

は遊休不動産の活用事業化件数、空き家の活用でございますが、その進捗を示している

ところでございます。平成27年度に２件ございましたが、なかなか進捗はしておりませ

んで、現在のところ、そのままですが目標としては100件を掲げております。評価につい

ての説明も記載しておりますが、リノベーションスクール等の開催をしているものの、

なかなか空き家活用に結びついてないというところで、今後、費用対効果の面からも見

直しを検討していくというところです。主管部局からは、29年度からはリノベーション

スクールということではなく、直接空き家のオーナーさんとそれを活用する側のマッチ

ングによる手法へ切り替えたいという説明も来ております。 

少し頁が飛びまして、４ページの28番でございます、こちらの基本目標は、国際アー

ト・カルチャー都市ということで、世界から池袋を訪れていただいて、楽しむことがで

きる都市づくりを推進していくということで目標を立てているところですが、このＫＰ

Ｉとして、当初設定したのは「滞在人口」、こちらは区内に２時間以上滞留した人という

定義でございますが、こちらをＮＴＴのビッグデータを活用して、区内に２時間以上滞

留した人を、平成26年度で現状値97万6，000人、27年度の実績値99万4,000人、そして31

年度には130万人を目標とするという指標を立てておりました。しかしながら、平成28年

度分からは区内に２時間以上滞留というＮＴＴのデータがとれなくなっておりまして、

代替データということで、ある時点において豊島区内に滞留した方のデータを携帯電話

からの電波で抽出した結果、26年度は31万4,507人、それから27年度は31万5,710人、28

年度では31万8,785人というようなデータになっております。こちら瞬間的なデータで

ございますので、内容的にはこれが２時間以上滞留したということであれば大体似たよ

うなものになるということでございますし、区内の昼間人口は、国勢調査によりますと

約40万人ということが言われておりますので、おおむね近いデータであろうということ

で、この東京オリンピック・パラリンピック前年の目標値については、今後新たな目標

を設定していくということで考えております。 

全体的な傾向につきましては、資料１－３②をご覧ください。子どもと女性にやさし

いまちづくりにつきましては、ＫＰＩが12件ございまして、Ａ評価（順調）が10件、Ｂ

評価（遅れ気味だが達成可能）が１件、Ｃ評価（改善が必要）が先程のリノベーション
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１件でございます。それから、高齢になっても元気で住み続けられるまちにつきまして

はＫＰＩが５件で、Ａが４件、Ｂが１件です。様々な地域との共生につきましては指標

が７件ございますが、Ａが３件、Ｂが１件、評価不能というのが３件ございます。それ

から、日本の推進力を担う国際アート・カルチャー都市については指標が７件で、Ａが

５件、Ｂが１件、評価不能が１件ということで、全体31件のＫＰＩでございますが、Ａ

が22件、Ｂが４件、Ｃが１件、評価不能が４件という状況になっております。 

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。 

本区では、基本計画の策定をしているタイミングで、この「まち・ひと・しごと」の

話がやってきて、両計画をどのように考えたらいいのかと。私なりに両者を整合的に考

えるならば、基本計画のほうは総合的で、かつ体系的なまちの取り組みの計画であると。

こちらの「まち・ひと・しごと」のほうは人口減少というものに対応するというような、

比較的明確な目標と戦略性を持ったものであると。そういう意味では戦略性の高いもの

を切り取って、このように別の形でお示ししているものなのかなと理解をしておりま

す。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にはＫＰＩが設定されることとされており、平

成28年度はこういう進捗であったということでございます。 

何かご意見、ご質問ございますか。 

Ｄ委員： 数字のとり方で、例えば１日当たりの豊島区を訪れてくれる人数ですけれども、多け

ればいいという人も多いと思いますけれども、逆にあまり多いと嫌だという人もいるで

しょうし、これ、多ければ多いといっても、どこまでも増えていくのは、必ずしもよく

ないと思うので、やはり適正値というのがあると思うのですね。それは頭のどこかにこ

れから入れておいていただきたいという気はしています。 

原田委員長： ご指摘ありがとうございます。 

今、京都で、まさに問題となっている。あとは海外でいうとバルセロナ、もう本当に

旅行客は要らないと。そういうふうになっているという話もありますので、どこかから、

やはり望ましくない状態になるのでしょう。私が一つの指標として思いつくのは、池袋

駅で気にせず、人にぶつかることなく歩けるぐらいの人間がマックスなんじゃないかな

という気がしますけれども、そしたら、今もそうだと言われそうな気もしますが。ぜひ、

どういうふうにこの数値、では、どんどん増えて、青天井でいいのかどうかというもの

もあれば、やはりそうでもないものもあるということは、ぜひ主管部局にお伝えいただ

ければと思います。まだまだ足りないということであれば、気にする必要はないという

ことかもしれませんが、多分だんだん外国人のインバウンドの数からすると、そろそろ

何かそういうことも少し考えておかないといけないかな、という時期に来ているような

気がいたします。 

ほかにはいかがでしょう。 

Ｅ委員： ＮＴＴのビッグデータ、多分、政策ではビッグデータを使って政策形成をするという

のは、皆さんやってらっしゃるのですが、評価できちっとビッグデータを使って、お金

もかかりますし、なかなか大変だと思いますけれど、もしこれから、こういうリーディ

ング的な施策の場合には、数値を出す評価に対してもお金を掛けるということも、少し

考えていただければよろしいのではないかと思いました。 
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原田委員長： ご指摘のとおりです。多分だんだんと、ＫＰＩをとるようなデータを提供してもらう

というのはあるのでしょうね。携帯電話がどれだけ普及しているかということを議論し

なくてよい時代に、段々なりつつあるということの証拠なのかもしれません。 

ほか何かありますか。よろしいですか。 

では、議事の２つ目については、以上といたします。 

５．議 事 

（３）その他 

原田委員長： その他、事務局から何かございますか。よろしいですか。 

それでは、先ほどスケジュールがございましたけれども、9月12日、そして9月25日に

外部評価、それぞれ班に分けて作業をするということでございます。ぜひよろしくお願

いいたします。 

これをもちまして、本年度第１回の政策評価委員会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

  

 

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）外部評価の実施にあたり、評価対象施策の選定や実施方法等について意見交換

等を行った。 

（５）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】 

資料１－１  平成２９年度政策評価委員会における外部評価実施概要（案） 

資料１－２  施策一覧（速報値） 

資料１－３① 「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 

別紙１－３② ＫＰＩの進捗状況（基本目標単位） 

【参考資料】 

参考１－１  豊島区政策評価委員会委員名簿（平成 29年度） 

参考１－２  政策評価委員会に関する条例の抜粋 

参考１－３  豊島区政策評価委員会運営要綱 

参考１－４  豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱 


