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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 2回）・第 1分科会 

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 9月 12日（火） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 第 1委員会室（本庁舎 9階） 

会議次第 

１． 開 会 

２． 議事 

(1) 平成 29年度施策評価における外部評価の実施について（第 1回目） 

対象施策①；【施策№６－５－１】治安対策の推進 

対象施策②：【施策№１－２－２】地域における活動拠点の充実 

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）・猪岐幸一（公認会計士）・大﨑映二（行政アドバイ

ザー） 

欠席者１名 

説明者 
危機管理監、防災危機管理課長、危機管理担当課長、治安対策担当課長、セーフ

コミュニティ推進室長 

事務局 行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

原田委員長： 開始いたします。 

本日の議事について、事務局からご説明よろしくお願いいたします。 

行政経営課長： まず、開会に先立ちまして、今年度から新たな取り組みといたしまして、施策評価に

よる外部評価を実施することとなりました。昨年度は試行的に実施をいたしたところで

ございますけども、今回は本格実施の第１回目ということでございます。 

本日は、治安対策の推進と、地域における活動拠点の充実という２つの施策を対象と

いたしまして、こちらの第１委員会室の第１会場と、それから第２委員会室の第２会場

でそれぞれ評価を実施するものでございます。 

本会場におきましては、治安対策の推進につきましてご議論をいただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

原田委員長： それでは、早速本題に入りたいと存じます。本日の進行について、事務局からご説明

よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（1）平成２９年度施策評価における外部評価の実施について（第１回目） 

対象施策①：【施策№６－５－１】治安対策の推進 

行政経営課長： （資料２－１、資料２－２により、進行と施策評価のポイントについて説明） 

原田委員長： それでは、早速本題に入りたいと存じます。 

施策の概要からご説明をいただくのでありますが、もう一度この施策の評価というそ

の趣旨から簡単にご説明をいたしますと、施策の進捗状況を評価するということでござ

いますので、あくまでそれを構成する事務事業というのは、その施策の評価を行うに当

たって必要不可欠、必要十分であればそれで足りるということでございますので、細か

い事務事業を全部私どもが拝聴するという趣旨では必ずしもございません。まずはその

施策の評価について議論をしたいということでございます。とりわけ今年度は、その施

策の評価に当たって指標が設定されていますけれども、その指標が当初予定されていた

以上に達成されているもの等や、区としての重要施策について取り上げるということで

ございます。何か事務事業で要らないものを見つけ出して、すぐさまこの場で切ってし

まうというようなことでは全くございませんので、あくまで総合計画の進捗状況を把握

するという趣旨から、ＰＤＣＡサイクルの一環として、公開という形ではありますけれ

ども、評価を行うというふうにご理解ください。そのために、できればその施策を中心

に丁寧にご説明を賜りたいと存じます。 

それでは、所管の部長さん、危機管理監からご説明よろしくお願いいたします。 

危機管理監： 危機管理監の今浦と申します。よろしくお願いいたします。それでは、私のほうから

概要についてご報告いたします。 

（資料２－３－①施策評価表により、施策の目標、施策の現状と課題等について説明） 

概要については以上ですが、細部の事務事業について担当課長のほうから報告をさせ

ます。 

治安対策担当課長： （資料２－３－①施策評価表、資料２－４－①事務事業評価表により、地域安全対策事

業、地域防犯力向上事業、地域見守り活動支援事業、繁華街・暴力団対策事業につい

て説明） 
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セーフコミュニティ推進室長： （資料２－４－①事務事業評価表により、セーフコミュニティ推進事業について説明） 

危機管理監： （資料２－３－①施策評価表により、施策の進捗状況等について説明） 

原田委員長： ありがとうございました。 

以上がご説明の全てだと理解してよろしいでしょうか。 

危機管理監： はい。 

原田委員長： それでは、既に施策評価のポイントに示されておりますけれども、とりわけその施策

評価表を中心に、施策評価全体についてこれから質疑を行ってまいりたいと思います。 

まず、私から、全般的な感想と質問なのでありますが、区民の方からすると、その犯

罪の認知件数が目標値よりも実績値が下回ったと。これは目標値というとなかなか理解

が難しいのですが、５，８００件あればいいというわけではなく、今回はより頑張った

ので４，８４５件になったということだろうとも思います。目標値というと、区民の方々

には一見すると理解が難しいのかもしれませんが、そういう実績値だったということで

す。例えばですけれども、私の子どもに例えて言いますと、テスト勉強をすると。本人

が一生懸命する。授業でもちゃんと聞いてくる。そしてまた、父である私が子どもにレ

クチャーをすると。英語の成績が３だったのが５になった。５になったこと自体は三者

にとっていずれも、いいことなのですが、一体誰が一番貢献をしたのかとか、実は誰か

足を引っ張っていないのかということは、不断に検証しないといけないのだろうと。同

じことをやっても成績が上がらないということは、当然あり得るからです。 

そういう意味でいうと、この当初の目標値が５，８００件で４，８４５件と目標値を

下回ったということで達成率が１１０％を超えているということですが、池袋警察署や

巣鴨署が人員やリソースを全て倍にしたといたします。そうすると、当然ですが、犯罪

の認知件数が増えるのか、減るのか、わかりませんが、大きなインパクトを与えること

は間違いないだろう思っています。そういう意味では、恐らくこの目標、区内の認知件

数がいい方向に動いているというのは、他者、他の警視庁の影響というのが大きいので

はないかと思います。 

その意味では、この目標値、そして実績値、この差ですけれども、それにどれぐらい

区として貢献していると感じているでしょうか。また、それはなぜそう思われるのか、

お答えいただければと存じます。 

治安対策担当課長： まさしく刑法犯認知件数というのは警察の力によるところも非常に大きいと思いま

す。検挙にまさる防犯なしという言葉もありましたが、一方で、鍵をかける家が増えた

ことで泥棒が減ったということもあります。防犯活動の大事さというのが非常に今注目

されており、警察でも、警察だけの力では防犯効果は得られないというのは、もう戦後

間もなくに防犯協会を設立したということからも明らかでございます。また、昭和４０

年代後半になって、いっとき犯罪がふえた時期がございます。それは経済が成長してい

ったことで、享楽的な雰囲気とか、結構自己中心的な考え方が広まってきた。そして、

防犯協会の活動といった地域住民の活動が低下したというようなことから、昭和５０年

代になってさらにそういった地域住民の活動をもう一回見直そうという全国警察の動

きがあり、そのころから一人一人が防犯に気をつけるということ、一人一人が犯罪を抑

止する目になることが非常に重要だと考えております。 

そういった意味では、警察の業務ももちろんですが、自治体としても支援できるもの

がありますので、継続していくことが大事だと考えております。 
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原田委員長：  先ほどの比喩でいうと、本人が勉強したから成績が上がったのか、原田が協力したか

らよかったのか、学校の授業の先生のレクチャーが今期はよかったのかという点でいう

と、それはみんな頑張ったからですというのがお答えになるのでしょうけど、仮に、原

田が教えなくなったらどれぐらい下がるのだろうという心配をするわけです。例えば私

が忙しくなって教えられなくなったけど、成績が変わらなかったら、私の役割は全く意

味がなかったということにもなります。 

多分池袋警察署に同じことをお尋ねすると、それは区のおかげでもあるとお答えくだ

さるだろうと思うのですが、それでは施策評価にならないということがあります。例え

ばカメラ１０台ってどれぐらいこういう実感が得られたかとか、多分それは現場でしか

わからない感覚があると思います。車がもう古くなったといったら、ことし１年間仮に

やめてみると。これはやめていいのかというその倫理的な問題もありますが、財政的に

見送るということもあり得るわけですし、どれくらいこの指標達成の数値に具体的には

寄与しているのか。印象だけでも、現場でいろいろな事業を回していてどう感じている

かということをぜひともお聞きしてみたいなと思います。難しいということはもちろん

承知しております。 

治安対策担当課長： 確かに数値的なところは難しいと思うのですが、繁華街警備隊が街頭に出ているとい

うことで、やはり街頭犯罪が減っているのではないかという分析をしております。ただ、

そのまま、街頭犯罪とは何かというところで、それに当てはまる数字が出ていないとい

うのも実情でございます。 

ただ、この刑法犯認知件数のうち、今年度減ったものを見てみますと、自転車盗が非

常に減っています。自転車盗は駅近くに放置している自転車を盗むことが多いので、こ

れはそういった繁華街の対策を強化したのが理由の一つではないかと思います。また、

別の部署で駐輪場を整備しているという要因もありますが、そういったものが減ってき

ています。 

それから、万引きが減っているということも一つあらわれております。これは、外へ

出たら警備隊が目につくということもあると思いますが、学校の教育もよくなったとい

うところで、治安対策というのは総合力だと思っております。その中で、この治安対策

で貢献できたかというのは非常に難しいところではございますが、感触としては、夜、

繁華街警備隊の人は毎日のように激励を受けています。そういった報告があり、やりが

いにもなるということ。それから、真っ当に飲食店を経営している人が、店の前から客

引きに客をとられなくなったということで売り上げが上がったという、まちづくりの面

でもうれしい成果が出ています。 

刑法犯認知件数が減っている中で、アンケートをとると、区民の関心事では、まだま

だ治安の対策、防災対策の強化をしてほしいというようなものが一番多かったというの

を聞きまして、安心感を与える事業というのは、数字的には出てこないかもしれません

が、警戒活動をしている姿を見せるというのが一番ではないかと思います。そういった

面で、街頭に出ている繁華街警備隊とか、青色回転灯付きのパトロールカーを警戒して

ほしいところにすぐに向かわせたり、子どもたちの下校時の見守りをしている保護者や

地域の皆さんと一緒に活動することで、安心感につながっていき、体感として治安がよ

くなっていけば、また豊島区に住みたいという人も増えてくるというところで、借りて

住みたいまちナンバーワンに豊島区がなったというところにも、側面から貢献している
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と考えております。 

原田委員長： なかなかお答えが難しいと。これは多分３０分やっていても、結局どこがよかったの

だろうかというのはわからないとなってしまうこともあるかと思います。非常に難しい

ということは承知しているのですが、だからこそ、現場の実際に事業を所管している感

覚みたいなところで論証していくしかないのかという気もいたします。 

しかし、迫れるとすると、先ほど課長もおっしゃった認知件数の構成割合であるとか、

あるいは他区との比較であるとか、状況証拠を幾つか積み重ねて挙証していくことが必

要という気がします。例えばカメラをつけたのであれば、この地区の犯罪認知件数は減

ったとか、そういったものがあるのではないかと思うのですが、そうした断片的な、区

全体ではなくてもいいのですが、事業が射程とした地域であるとか、内容であるとか、

そこでビフォー・アフターでこのような結果が出たとか。あるいは豊島区ではやってい

るけど隣の区ではやっていない。しかし、豊島区ではこんな結果が出ているというよう

なエビデンスに近いものというのを持っていらっしゃいますか。 

治安対策担当課長： 他区との比較ですと、警視庁のホームページの中で、街頭防犯、警視庁がカメラをつ

けている地区の犯罪の件数というのが出ております。その数字を見ると、設置の前年か

ら、今ですと平成２８年中の刑法犯認知件数と路上犯罪の認知件数が出ているのです

が、減少率が一番高いのが池袋です。そういった点から考えると、カメラの効果で減っ

ているのは全体的に減ってはいますが、カメラの効果もあると思います。ただ、池袋の

地区だけが大きく減っているというのは、池袋地区で何かほかの地区と違うことがある

のではないかというところで考えると、まちの人のパトロールの頻度が池袋地区は非常

に高いということが他の地区の担当者に聞いたところわかりました。やはりまちの姿勢

というか、特に池袋の西口地区はただパトロールをするだけではなく、看板が非常に邪

魔な形で出ていたら、建物につけてくださいということを目の前で指導していく。そう

いったパトロールをすることで、まちの強い姿勢があらわれているというところで、パ

トロールの支援というのは非常に大切な事業だと感じているところがございます。 

原田委員長： 今の説明は非常に興味深くて、ロジカルなご説明だったと思います。網羅的ではない

けれども、課長として実感を持って、これはうまくいったという感触を覚えられたエビ

デンスの一つが、今のお話だったという気がします。そういうものは多分網羅的なデー

タではないかもしれないけれども、それ以外のところも多分そうらしい、確からしいと

いうことを十分に推認させるようなエビデンスに近いものかなという気はします。 

そういう意味では、この区内の刑法犯の認知件数というのは、非常に大きな一番上の

指標だと思いますが、多分その事業を行っている各所管課からすると、こうだろうと捕

まえることができる感覚には、それに対応したエビデンスが多分あると思います。そう

いうお話を伺うと、絶対そうだとは私も言えませんし、誰もそうは言えないのでしょう

けど、こうやって実際にその指標が改善していて、それに対する定性的な区としてのコ

メントの信憑性を裏づけていくというものになっていくという気がいたしました。 

Ｃ委員： 今、原田委員長がご指摘されたところと重複するのですが、実績値４，８４５件で、

平成１５年と比較して６，７４０が減っています。これはもう厳然たる事実としていい

方向に行っているということだと思いますが、この施策評価という観点からすると、施

策の目標は４つ、犯罪を発生させないまちづくりを推進します。高齢者や女性、児童を

対象とした犯罪被害を防止します。といったことを達成するために、達成手段や課題の
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解決手段として、事務事業が構成されて対応しているはずなので、この４，８４５件の

内訳として、それぞれの事務事業評価に対応している成果指標として何らか表現されて

いると、もう少しわかりやすくなるかと思います。 

認知件数ですから、データの中である程度内訳として把握はされているのだろうと想

像するので、そういう細かい説明というのをもう少し事務事業評価レベルと突き合わせ

て整理されてみたらいいのではないかと思いました。 

それから、全般にご説明を伺っていると、防犯カメラの設置が地域活動とも連動する

ので一番効果的で、この施策の成果に対する貢献としては突出しているようなご説明の

ように私は受けとめたのですが、仮にそうだとすると、この裏面の１９番の施策貢献度

がついていますが、これと果たして整合しているのだろうかということがあります。要

するに、貢献度のところは、何となくここだけを見てつけていて、全体の記述として辻

褄が合っていないのではないでしょうか。例えばこの施策貢献度と、１６番の施策貢献

度の考え方を見たときに、施策貢献度の考え方では、やはり防犯カメラと地域活動とい

うのが一番効果あるのではないかと私は読むのですが、その辻褄が合っていないと、施

策評価として次の段階で総合計画のこの施策を課題として捉えたときに、次にどこに力

を入れていこうかという考え方ができない。マネジメントの手法として、突出して効果

があるところにもっと資源投入して、もっと上げて全体を引っ張っていこうという考え

方もあるでしょうし、遅れているところに力を入れて全体を平均値に持っていくという

考え方もあります。これをどう選択するかはそこから先のマネジメントの話なので、そ

の前段としてこうした仕組み上の整理というのが、もう少しわかりやすくなっていく

と、マネジメントしやすくなると思いました。 

原田委員長： 私も、今のＣ委員の意見に全く同感で、この施策貢献度の星３つをあらわしている文

章に下線を引きなさいと入試の問題を仮に出したとすると、３つだからこうなるという

ふうになっているのかということです。ただ、何となく、１つつけると予算的に減らさ

れるのではないかとか、３つつけると安泰ではないかとか、そういう問題ではなくて、

ロジカルな説明が全般的にできているかというのがＣ委員からのご意見だったかと思

いますが、いかがでしょうか。 

治安対策担当課長： 星３つをつけたのが繁華街・暴力団対策事業であって、施策評価の１６の中にそれを

つけた理由を記載しておりますが、街頭防犯カメラは設置してくださいという働きかけ

をしておりますけれども、どうしても主体的に動くのは、地域の皆様方の決定を待つと

いうところもありますので、区のほうでより能動的にというか、攻める防犯といいます

か、そういった施策という面では、繁華街の対策のほうに力を入れています。また、東

アジア文化都市のイベントに向けて、繁華街に訪れる方が非常に増えてくると考えてい

るので、そういった意味合いを込めて星３つは繁華街のほうにつけたという思いがあり

ます。 

逆に、星１つをつけたのは、星の数がある程度３つつけるものと、１つにしなければ

いけないものとありましたので、星１つにさせてもらったところでございます。 

Ｃ委員： 星３つでも１つでも、私は担当の方が一番状況をわかっていらっしゃるので、それ

でいいのかと思いますが、それと記述内容が整合していないと、頭から読んでいくと

腑に落ちないという形になってしまうということだと思います。 

あと、この繁華街のものだけ義務的事業になっているのはどういった意味なのでし
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ょうか。他は政策的事業になっていますが、行政の中で義務的というと、法的に縛ら

れているとか、やらざるを得ないという、やらないという選択肢は区としては持てな

いということであれば義務的という話でしょうけど、他が政策的な事業で、これだけ

義務的な事業という理由がどういうことなのでしょうか。 

治安対策担当課長：  申し訳ございません。記述ミスです。 

原田委員長： わかりました。 

Ｄ委員： 区のほうは達成で、現状維持でいくというような評価をされているのですが、本当に

区民の方が現状維持でいいと考えているのか考えていまして、先ほどおっしゃったよう

に、アンケートで防犯活動についての希望がいまだに多いですとか、区民の声として実

際によかったというのは、客引きが減って店の売り上げがふえたというくらいしか声が

聞こえてこないように思います。 

指標が刑法犯認知件数１つだけなのですが、まちを挙げてそういったものの認知があ

るわけではなくて、まちの人が安全を感じるというのはもうちょっと違うレベルの話な

のではないかと考えています。例えば、先ほど防犯カメラの話があったので、防犯カメ

ラをつけたら減ったという統計は割と紐づけられるところもたくさんあるし、難しいと

ころもあるとは思います。ただ、もう少し区民に身近なところで評価をされないと、皆

さんがやられたことはすごく大変なことをされているとは思っていますが、それが逆に

手前みそになってしまって、区のほうではよく評価をしていたけれども、区民の方々か

ら見たら必ずしもそうではなかったと。先ほどは予算レベルで安全になったというよう

な話もしていたので、区民の方がそうであればいいのですが、その辺の声がこれを見て

いると、ほとんど見えてこないなというのが私の感想です。現場ではいろいろ声がある

と思うので、その辺の声というのはどうなのでしょうか。 

治安対策担当課長： アンケートを見ますと、やはりまだ対策してほしいということなので、そこの部分は

まだまだなのかとは思います。ただ、古くからパトロールをしている人たちにお話を聞

きますと、きれいになったという実感としてお話をしてくださいます。あと、８年前に

警視庁から豊島区に派遣になって治安対策を担当していたという人から話聞きますと、

かなり安全になっているという話があります。ですから、長い目で見ると、かなりまち

は変わっていると私は考えております。 

Ｄ委員： そういう意識の高い方の意見はとても大事だと思います。ただ、やはり一般区民の方

の意見が最終的に大事だと思っていまして、区民の要求水準は結構高いのではないかと

思っています。その中で現状維持という評価をされているので、これにちょっと私は違

和感があるのですが、区民の方からどんどんよくなったという意見が上がってきて、こ

のままいってほしいというような話であればいいと思うのですが、それはどういう認識

をされているのでしょうか。 

治安対策担当課長： 統計上は減っていても、やはりそういった声があるというのは、安心感が足りないの

だと考えております。ですから、その安心感を与える事業を増やしていこうということ

で、例えば青色回転灯つきパトロールカーについては、昨年度より今年のほうが運行回

数を増やしています。というのは、警備会社に委託しているのは２台で、常時２台回っ

ているところですが、その予備車として別の車を導入して、しかもすぐに取り出しやす

いところに駐車場を借りることで、区の職員も治安対策のほうで非常勤として勤務して

いる警察官ＯＢの方にパトロールをしてもらうということで運行回数を増やすという
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努力をしております。 

Ｄ委員： やられていることはすごく立派なことをやられていると思うので、それが区民にどう

しているかというところです。 

危機管理監： 統計上の犯罪件数の減少と体感治安の改善が期待できないというところが、やはり区

民の実際の声、あるいは評価等とのギャップなのではないかと思います。ただ、その体

感治安の改善、区民の安心・安全感のレベルが上がってきて、その相殺ということがあ

るのではないかという気はします。それを具体的にどう説明していくかという中の一つ

が、やはり認知件数が少なくなっているということだと思います。客観的なのはそのぐ

らいしか実はないというのが現状という気がするので、もう少し掘り下げた細部の指標

にするということを考えないといけないかもしれませんが、そのあたりが我々としても

分析できていない、しきれていないところという気はします。 

Ｄ委員： 先ほどのアンケートの結果というのはどうだったのでしょうか。防犯に関しては上が

ってきているのでしょうか。どういうアンケートだったかも、認識がないのですが。そ

のアンケートに防犯のことが書かれていたというのが気になっていまして、どういうア

ンケートで、その防犯の評価自体は高くなっているのでしょうか。そういう趣旨のもの

でもなかったのでしょうか。 

治安対策担当課長： 対策を強化すべき事業という分野に入っておりました。 

Ｄ委員： それは今までより減ってきているのか、今までどおりなのかというのはどうなのでし

ょうか。前からそういう声があって、少しは減ってきているということなのか、そうで

もないというのと、急に質問してもわかりにくいと思いますが。 

治安対策担当課長： 申し訳ございません、直ぐにお答えができません。 

Ｄ委員： わかりました。 

原田委員長： 私も、やはり指標のところが悪くなっていないので、これでいいかという気も半分し

ますが、やはりそうはいかないかなという気がします。指標の達成状況を前提に、その

進捗管理の情報として考えるとすれば、どうしてもその指標そのものができるだけ網羅

的であったり、また客観的であったりということが望ましいだろうと思います。区民の

方や議会でのやりとりをする際に重視されるのは、大きい網羅的かつ客観的な指標もい

いと思いますが、そうではなく、主観的であったり、あるいはカメラをつけた地域はこ

うだったとかいうのも、網羅的というより断片的ということになると思いますが、所管

課長としては、これはここでこういうふうに感じた。それを感じる契機みたいなものが

あると思います。その話を実際にこの紙の中に落としていただくというのが、いずれや

りとりを我々とする際にも非常に有益になる。非常にロジカルに説明として伺うことが

できるかなという気がします。 

危機管理監： 今、各委員にご指摘、ご指導いただいて、まとめさせていただくと、まず、４つの施

策の目標があります。その施策の目標に対して、恐らくこの認知件数ですが、それらに

関係する刑法犯の内訳みたいなものをその評価の別の尺度にして、さらにその達成の手

段としての事業があって、その事業の評価を判定して、それをフィードバックさせてい

く。そういう施策の取りまとめ方というのが大事なのだなというご指摘が、いろいろご

教示いただいて感じているところで、そういう形で少し整理してみると、恐らく過去の

データがもう少し明らかになってきて、その評価というのもより具体的になり、投入す

べき予算というのもそれによってまた変わってくるはずということを、ご教示いただき
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感じているところです。 

Ｃ委員： その延長上のような話になるのですが、この現状維持という話と、あと現状評価は全

て良好ですと。つまり、ほどほど良好な状態にあるから、これから先も同じようにそれ

なりに全部頑張っていきますと。今までと同じ物の言い方になっています。施策評価を

やる意味というのは、手段を相対的な比較をして、場合によってはメリハリをつける。

マネジメントを可能にする手段として施策評価をやる意味があるのでしょうから、例え

ばこのパトロールカー、委託が２台で、自前のものが１台あって、これが老朽化でリー

スに変えるという選択肢を考えられていますが、例えばこの１台をもうやめてしまっ

て、このお金を、例えば防犯カメラの設置のほうに事業投資しようとか、さまざまな選

択肢を考えていく。そのための施策評価と理解していただいたほうが、この仕組みはう

まく使っていけるのではないのかと思います。 

原田委員長： 私も全く同感で、例えばたまたまこの１週間ぐらい人間ドックにかかることがありま

して、その場合にはこの１年の努力みたいなものがあって行くわけです。例えば、ここ

はまだ十分ではない。そうであれば、こういうことをやってみる。去年はこれがだめだ

ったから、今年はこういうふうにやってみようということが多分あるはずで、実際にそ

れは健診の結果を見てみると、確かにこれはよくなったとか、これは意外にだめだった

と。例えば、この１年間ヨーグルトをとにかく飲んでみようと。どれぐらい善玉菌が改

善するのか。もちろん善玉菌を増やす要因というのはほかにもあるでしょうけども、た

だ仮に、ほかが一定であればどうなったかということみたいなところは結果を見て、確

かにこれがよくなるというようなものが多分あると思います。 

実際にその犯罪の認知件数というのが警視庁からオープンにされて、区の所管課がご

覧になるというのは、事業を展開してしばらくたった後だろうと思うのですが、所管課

あるいは施策担当課で今年はこんなふうにやってみてどんな効果が上がるだろうかと

いうことを予測してみる。目標であるので、目標は達成すべきですけども、これだけ今

年やったならこんなふうに変わったのではないか。去年は、例えばカメラを設置する地

域は、本当はここにしたかったけども、うまくいかなくてこの辺になったと。なかなか

数値が上がってこないみたいな感覚ってあると思います。 

多分完全ないい意味での社会制御というのはあり得ないので、何らかの出し入れみた

いなものがある。それが多分Ｃ委員がおっしゃるような、事業を横に並べて、お金も並

べて、マル・バツつけてみてというところの意味なのかなという気がします。多分、そ

れはみんなでやっていらっしゃると思います。これよりもこっちがいいのではないかと

いう感覚があってやっていると思います。そのあたりは、実際にこの施策評価表をまと

めるに当たって、どうでしょうか。 

治安対策担当課長： 防犯カメラについてですけれども、防犯カメラを設置したその年は、その地区の犯罪

の認知件数が減っているというところが多いというのはわかったのですが、その後どう

かというと、またちょっと微増しているということがあります。そこで、今年度の取り

組みで、これも賛否両論ありますが、防犯カメラ設置地区というのぼり旗を繁華街につ

けています。というのは、防犯カメラを設置している地区を歩いてみますと、防犯カメ

ラは高いところについておりますので、実際、泥棒はプロなので、必ず見回りをします。

ただ、ひったくり犯など短絡的な犯行を犯すものについては、全然その辺は余り認識し

ていない場合が多いのではないかということで、今年度はその予算の中でのぼり旗を買
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い、設置をしてくれているその町内等に配りたいという事業は進めているということで

今分析しながらやっております。 

原田委員長： これはまさに職員の体感の問題かもしれないですが、こうして施策評価を展開するに

当たって、事務事業評価も含めてですけども、まず職員の方々のモチベーションにもつ

ながるといいますか、これをもって評価の良し悪しとしましょうというのを決めた上

で、実際にこういう努力の仕方があるかもしれない、こういう方法があるかもしれない

ということの積み重ねが、一定のその数値にあらわれてくると、やりがいにもつながっ

ていくだろうという気がしました。施策評価、事務事業評価というのは、その職員個人

が最終的にはこういう評価の書類を書いたりするわけですが、そうしたモチベーション

にもつながるところがあるのかと思います。それはロジカルにあらわすべきだというこ

とであればあるほど、そうなのかなという気がいたします。 

Ｃ委員： 施策評価でやる意味ですが、今までの行政の進め方は、課長は所管の事務事業の最適

を目指していくという管理の仕方だけをしてきたわけです。施策評価は、それぞれの課

長が責任持ってやる最適っていうのは、つまり部分最適という話です。それを施策とい

う観点からの全体最適で、ベターな形は何だろうかと考えていくところがこの仕組みな

ので、それが先ほどの具体的な説明ということになるので、参考にしていただければと

思います。 

もう一つ、なかなか羊羹を物差しで測って包丁で切るようにはいかなくて、本来ここ

で切るべきだと思って刃を入れても、何かに当たってそのとおりには切れないというこ

とがあるわけです。例えば防犯灯を設置しましょうといったときに、監視社会になるか

ら反対だという人たちも現にいるわけです。行政のやることはどんな分野でも、１００

人の区民がいて１００人とも賛成ですということは滅多になくて、必ず反対の人がい

る。そのときに選択をするから、反対の人たちが出ても乗り越えられる、それだけの自

信を持って進めていただくのが一番いいと思います。多少痛い目に遭うし、区民から、

あるいは議会で批判されることもあるかもしれないけれども、それが今のベターだと思

っていれば、堂々とここに記述をして、反対意見は反対意見で承知しています。でも、

今はこれですと言い切るぐらいの何か自信を持ってやっていただきたいと思います。 

原田委員長： もう１点だけ。私は余り事務事業そのものの中身を伺うつもりはなかったのですが、

初耳だったのでお答えいただければと存じます。 

事務事業の中に、自動通話録音機というものが事務事業の書類の中にありますが、こ

れを付けたらどうなるのでしょうか。録音機がある電話と、ない電話というのが当然あ

るわけですよね。その方々は、実際に録音するということによってどんな効果があるの

か。録音によりどういうことが録音されて、どんなふうにつながっていくのか。私は自

分の住んでいる地域の警視庁のメールをとっていますが、ほぼ毎日こうした詐欺まがい

の電話がかかっているというメールが必ず届きます。ですから、私が住んでいるまちに

も必ずかかっていると。それが実際にどれぐらいその録音機によって捕捉されるものな

のか、それが次の予防につながっていくのかということを教えていただければと存じま

す。 

治安対策担当課長： 自動通話録音機は、犯人が電話をかけると、まず呼び出し音が鳴る前にメッセージが

流れます。この電話は詐欺被害防止のために自動で録音されますというメッセージが最

初に流れるので、犯人としては自分の声も証拠になるということがわかっているので、



29第 2回会議録・第 1分科会（290912）.docx 

- 11 - 

その時点で電話を切ってしまいます。そうすると、家にいる人は、呼び出し音も鳴らな

いので何のストレスもなく過ごせるというものです。 

この事業は、もともとは平成２５年に警視庁が始めたもので、その後、平成２７年に

東京都が始めました。最初の平成２５年度は警視庁が無償で配布。２７年に東京都が、

今度は警視庁と、あとは各自治体に無償で配って、無償配布をする。平成２８年度から

自治体が購入したものの半額を東京都が補助するという事業になっています。今、正確

な数字はわかりませんが、２万台以上は東京都内で配られておりますが、この通話録音

機がきちんと機能した状況で詐欺被害に遭ったというのは１件もございません。という

ところで、非常に効果があるのではないかという、実質的にはブロックになっていると

いう面と、もう一つは、警察のほうで配っているものは、特にそういった詐欺被害に遭

った人に事情聴取をした後に、これを今後は設置してくださいというケースもありま

す。そういった場合に、もう怖くて電話に出られないというような人に安心感を与えら

れるような側面もありますので、非常に効果的なものだと考えております。 

原田委員長： 非常に効果的だということを私は初めて学んだのですが、そうしたらほかの予算をこ

こに全部投入すればいいのではないかというときにどんな反論をするのかというのが、

先ほどＣ委員がおっしゃった相対比較のときに、その資源は無限ではありませんから、

またしかもこのこういう詐欺まがいな電話だけに全ての予算を投入することそのもの

がよくないということはあるでしょうけども、よりその犯罪の認知件数を減らすのだっ

たら、これが効果的だという判断があれば、よりそこに投資していくということは当然

あり得ることかと思います。もちろんその時間がかかるとか、調達ができないとか、さ

まざまな予想される制約はあるだろうと思いますが、そういうところを施策全体のその

達成度合いを見る際に、今のようなお話を加味していただいて評価していただくという

のがいいのではないかと思いました。 

それでもなお電話がかかってきているということは、そうしたものが設置されていな

いところに電話がかかり、詐欺に遭ってしまうということが残念ながらあるということ

ですね。わかりました。 

以上、お尋ねしてみたいことはお尋ねしたかと思います。 

それでは、やや早いのですけれども、我々のほうで、当初予定をしておりました最終

的な講評、感想等についてお話をさせていただくということにいたします。 

では、Ｃ委員から。もうおっしゃったというところも含めて、少しお話しいただけれ

ばと思います。 

Ｃ委員： そうですね、施策評価にはまだ慣れていないということなので、うまく作れていない

状態があるのは当たり前なので、別に問題ではないことだと思います。ここでまた経験

することで、次の年の施策評価、あるいは施策の施策内マネジメントができていくよう

な方向にいけばいいので、ぜひそういう形で取り組んでいただければいいと思います。 

いずれにしても、全国的に見れば、豊島区は財政的には恵まれているのだろうと思う

のですが、そうは言っても無限に、先ほど部分最適と言いましたけど、全ての部分最適

を満たすような財源があるわけでもなく、これから公共施設の建替えやインフラの入れ

かえということを考えると、一定財政負担があって、その中で計画に基づいてさまざま

なことに取り組んでいかなければいけないということなので、考え方を学びながらとい

ったら失礼ですが、来年度に向けてさらに情報がきれいにこの１枚のシートで整理でき
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るように取り組んでいただければと思います。 

Ｄ委員： 意見は、先ほどほとんど申し上げたとおりで、この刑法犯認知件数ですが、これは最

終的に認知されたものであって、逆に認知されないで潜ってしまうもの、それがどのく

らいあるのかということが少々気になっています。これが増えればいいとももちろん思

わないですが、その前段階のものをどうやって捕捉するのかということは難しいとは思

いますが、やはりその辺が区民の体感治安によりつながっていくような気がしていま

す。なので、その辺を、いろいろ考えて大変だとは思いますが、私もこれだっていうの

は申し上げられないですが、それぞれご専門だと思いますので、お考えいただければと

いうのが追加の意見でございます。 

原田委員長： よく暗数といいますが、暗数のほうはいろいろ難しいですよね。要するに、正味の犯

罪件数ということなのだろうという気がしますが、その警視庁の頑張りによっては認知

件数をどんどん増やすこともできるわけです。要するに、カメラをたくさんつければつ

けるほど認知は進むわけです。そういう意味では、やはり認知といえども主観、行政活

動の結果でもあるので、なかなか難しいかと思いますが、感覚的にそうしたものが増え

ている、増えていないということは、外側の部分が増えている、増えていないというこ

とが、恐らくはいろんなこの施策の動かし方、事務事業の展開の仕方には影響してくる

のかと私も思います。 

Ｄ委員： 認知が減るというのは、見つかっていないという発想も若干あるので、だからといっ

て増えればいいというものでもないと思うので、その辺が難しいです。 

原田委員長： では、私からの感想ですが、あらかた申し上げたことに尽きるのでありますけれども、

事務事業をそれぞれの所管課で展開していて、それを担当している職員の方々や課長

は、日々、あるいは時折、この１年間こんなことやってみてうまくいったという感触を

多分覚えられると思います。それは肌身で感じるということもあれば、上がってくる具

体的な出来事であるとか、あるいは数値であるとか、そうしたものを契機として、この

事業はうまく施策にもつながっているという感触があるだろうと思います。そうでなけ

れば、多分仕事をしていないはずで、暗中模索しながら仕事しているという課は豊島区

にはほとんどないと思います。何やってもわからないからとにかくやりたい放題やると

かいうようなことではなくて、限られたリソースをこのように投入すればこうなるので

はないかという見通しと、時々訪れるそれの結果というか、それに対する感覚みたいな

ものに基づいて仕事をしているのだろうと思います。そうしたものが、うまい形でこの

シートの表裏に出てくるといいのかという気がしています。 

ですから、私は少なくとも今日お話伺っていて、何かうまくいっていることをしっか

りつかんでいないことをごまかそうとしてこのペーパーをつくっているというわけで

はなくて、感触としては、こういう局面でこんなところがうまくいっているというとこ

ろを捕まえてはいるけれども、それが、私たちが欲したり、あるいは最終的には区民の

方が理解できるような形でこのペーパーの中にうまく落とし込まれていないところが

あるのではないかという気がしたわけです。 

区民の方々からすると、指標の推移というところにまずは目が行って、そこから細か

なこのペーパーの表裏の記載に、どうなっているだろうというその興味関心でお読みに

なるということになるのでしょうけども、そうした区民の方々からの目線でこのペーパ

ーを、実はこんなところがあって、こういうところがこうなりましたということをロジ
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カルに、それも場合によっては主観的でも断片的も構わない。そういう意味では網羅的

である必要だとか、完全に客観的なものである必要というのはないと思いますが、この

ペーパーの表裏が、区民の方々とのその施策の進捗管理に関するキャッチボールとして

効果的なキャッチボールといいますか、誤解を生んだり、あるいは楽観とか失望だとか、

そうしたところに至らないようなキャッチボールの１球目になるようなペーパーにし

ていただきたいという気がします。 

結果的に、今回のこの施策評価表というのは、認知件数が少なくなっているというこ

とからすると、区民の関心というのは、悪くなっているものに比べればそんなにないの

かもしれませんが、場合によってはまた状況の変化で悪くなることもあり得る。その際

に、どうしてこのよくなったり悪くなったりするのだろうというところが、ある程度区

民の方々にわかるような、このペーパーの表裏が、その施策の進捗に関する一つの物語

というと比喩的ですが、そんな形になっているといいのかという気がしました。 

そういう意味では、今回の取り組みを契機にして、また来年度ぜひ施策評価表を埋め

ていただく際に、これは主管課だけではなくて、政策経営部の問題でもあるかもしれま

せん。こういうことでやると、そういうストーリーテリングにつながるというところが

あれば、改善をしていく必要があるかなという気がいたしますけれども、それぞれこの

施策評価に携わる部局がそういうご努力をいただくと、よりいいのかなという気が個人

的にはいたしました。 

以上ですが、感想だけでも、危機管理監から何かもしございましたらお願いします。 

危機管理監： まさしくこの思考の一貫性、ロジックが大事だなということを、今日は勉強させてい

ただきました。早速ですけど、その目標から始まって、その施策が紐づけられて、その

認知件数の内訳と対比させながら、評価の指標として分析しつつフィールドバックして

いく。誰が見てもなるほどというような評価表につくれるように、来年度改善していき

たいと考えました。ありがとうございました。 

原田委員長： Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという事業をやれば、それぞれいろんな、電話の問題だとか繁華街の

問題とか、それぞれ減ってくるでしょうけども、その累積的な効果ももちろんあります。

ですから、１個１個はもちろん大事だと思いますが、全体も大事。しかし、全体だけで

はなくて、刑法犯の中身ということも区民の方々からすると関心があるんだろうな。よ

くやっているという話にも恐らくなるのではないかという気がいたします。以上でござ

います。 

３．その他 

原田委員長： 事務局からお願いします 

行政経営課長： どうもありがとうございました。 

それでは、最後ですが、事務局のほうからご連絡でございます。 

次回のご案内でございます。次回は９月２５日の月曜日に、外部評価の第２回目を実

施したいと思います。次回の対象となる施策でございますが、困難を有する子どもやそ

の家族への支援、社会参加の促進、この２テーマでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

原田委員長： それでは、以上をもちまして本日閉会といたしますが、私どもは質問させていただい

て、かなり丁寧にお答えいただいたと思います。これも我々の体感の問題ですが、非常

に施策の実現に、掲げた目標の実現に真摯に取り組んでいらっしゃるということがよく
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わかった、そういう評価の機会だったと思っております。本当にご丁寧にお答えをくだ

さいまして、ありがとうございました。 

閉会といたします。ありがとうございました。 
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