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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 3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 25日（月） 18時 30分～20時 00分 

開催場所 507会議室（本庁舎 5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 2回目） 

対象施策①：【施策№４－１－２】困難を有する子どもやその家族への支援 

対象施策②：【施策№１－２－２】社会参加の促進 

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）・水島正彦（豊島区副区長） 

説明者 子ども家庭部長、子ども課長、子育て支援課長、学務課長 

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： それでは、第３回目の政策評価委員会になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

早速、本日の議事について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

行政経営課長： それでは、本日のテーマでございますが、困難を有する子どもやその家族への支援、

それから社会参加の促進、この二つの施策を対象としまして、こちらでは、困難を有す

る子どもやその家族への支援をテーマに進めてまいりたいと思います。もう一つの会場

では、社会参加の促進を取り上げているところです。 

２．議 事 

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 2回目） 

対象施策①：【施策№４－１－２】困難を有する子どもやその家族への支援 

原田委員長： それでは早速、始めてまいりたいと思います。 

早速事務局から本日の進行について、ご説明いただきたいのですが、私からあらかじ

め申し上げますと、施策の評価でございますので、事務事業の細かい内容というよりは、

施策そのもの、あるいは施策と事業との関連等々についてご説明いただけるとありがた

く存じます。 

では、よろしくお願いいたします。 

行政経営課長： （資料３－１、資料３－２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、またご不明な点ございましたら、途中でお願いします。 

それでは、施策の概要からご説明いただくことにいたしましょう。ポイントをかいつ

まんでご説明いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。 

子ども家庭部長： （資料３－３－①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） 

事業レベルの概要については、各課長のほうからご説明をいたします。 

子育て支援課長： （資料３－４－①事務事業評価表により、児童発達支援事業、子ども虐待防止ネットワ

ーク事業、母子・父子福祉資金貸付事業、ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援

事業について説明） 

学務課長： （資料３－４－①事務事業評価表により、就学援助生活困窮者補助金について説明） 

子育て支援課長： （資料３－４－①事務事業評価表により、親の子育て力向上支援事業、私立母子生活支

援施設運営助成事業、母子等緊急一時保護委託事業、母子家庭自立支援給付事業につ

いて説明） 

学務課長： （資料３－４－①事務事業評価表により、特別支援学級就学奨励費について説明） 

子育て支援課長： （資料３－４－①事務事業評価表により、緊急一時保護宿泊費助成事業について説明） 

子ども家庭部長： （資料３－３－①施策評価表により、施策の達成度を測る指標の推移、施策達成状況、

施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析、施策貢献度の考え方、来年度の方針、

新規・拡充事業の効果や必要性等について説明） 

原田委員長： ありがとうございました。 

それでは、先ほど事務局から資料の説明がございました資料３－２の施策評価のポイ

ント等を参考にしながら、特に13から17あたりを中心に質疑応答をさせてください。 

まず、私から幾つかお尋ねをしたいと思います。私も研究している人間として、いつ

も思いますが、施策というのは、お祭りでいうとお神輿みたいなもので、あるいは山車

みたいなもので、各事業というのは、曳き手というか、お神輿を担いで、走ったり、歩
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いたりする存在なのかという気がします。ですから、曳き手だけで、お祭りが成立する

わけでもなければ、お神輿そのものだけで、お祭りが成立するわけではない。お神輿が

あり、それを担ぐ人がいて初めて行政というのは動いていくのだろうという気がしま

す。 

まずは、お神輿のほうから、つまり施策評価のほうから見ていくわけですが、パーセ

ンテージとして、施策の達成状況としては22.1％で、評価としては大きく未達成という

ことですけれども、目標を立てたころには、1.40％ぐらいでしたが、実際には、2.49％

になったと。差でいうと、大体1.1ぐらい違うということです。この1.1というのは、当

初予定していた内訳、例えば経済的困窮度の高い人、低い人とか、ひとり親であるとか、

あるいは父子家庭、ひとり親でもありますけれども、そういう想定とどこが違っていた

のでしょうか。 

子育て支援課長： その想定は、大きく違っているところはないです。例えば、虐待対応をした中で、全

体で約４割がひとり親家庭というようなところですとか、発達に課題のあるご家庭は何

割とか、その構成自体は変わってないですが、母数全体が大きくなってきたという実感

があります。と言いますのも、平成26年度の対応率は1.51％でした。ここの同じ指標で

すが、今実績値2.49％が26年度は1.51％、そこから、27年度が2.17％ということで上昇

してきているということです。 

その要因は、やはり地域の関心が児童虐待の早期発見に大きく傾いてきている。虐待

死の報道もしかり、110番と同じような189という３桁の短縮番号も27年度に導入された

ということです。あと、普及啓発が浸透して、地域の関心が高くなったということが早

期発見で連絡が来るケースが多くなっています。もう一つ、警察署ですが、全国的な動

きですけれども、ＤＶ対応です。激しい夫婦げんかに警察が臨場した場合、そこにお子

さんがいれば、それはもう心理的虐待ということで、即児童相談所に身柄通告をします。

それが全体の通告の約５割ぐらいです。全体の通告件数の中で、警察が対応した件数が

約５割あるというところで、ここで警察が強化しているので、自然と裾野は広がってい

くということになります。そうした影響が、こちらのほうで対応する件数も大きくなる

と感じております。 

原田委員長：  ということは、社会・経済側の問題の発生状況、あるいは対応しないといけないとい

うような括弧つきの症状というのは、そんなに変わっていない。それで、重要度の高い

ものから、深刻度の高いものから低いものがあって裾野が広く、その裾野の下のところ

まで、最終的には、警察を含めた行政の関心とか、センサーが働くようになってきたと

いうことですね。 

子育て支援課長： はい。 

原田委員長： わかりました。この傾向というのは、先ほどの話からすると、東京都全体もそうです

し、全国もということですけれども、豊島区は特性というのはないんですか。 

子育て支援課長： 特性自体は、繁華街を抱えていますので、そういった部分で虐待対応だけではなく、

ただＤＶで逃げてくる方が多いとか、そういった傾向はあります。 

原田委員長： なるほど。この指標の上がり下がりという点で言うと、特段ないということですか。 

子育て支援課長： 全国の増加率が18.8％ですが、昨年度実施では豊島区は18.7％です。 

原田委員長： なるほど。 

子育て支援課長： ただ、東京都は 26％で、さらに高くなっていますが、増加傾向という点ではおおむね
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全国の傾向と同じと思っています。 

原田委員長： 今のご説明からすると、虐待というものは、レベルが高い低いというのが仮にあると

して、今までは上のほうしか認知ができなかったけれども、もう少し下のほうまで認知

ができるようになったと。その構造自体は全国と比べても、あるいは本区の少し前まで

の時系列と比べてもそんなに変化がないということですね。 

２つ目の質問ですけれども、今のことと関連していることだと思いますが、うまくい

っていないが事業レベルでは非常に良好であると。つまり、我々は、ちゃんと職務をや

っているけれど、結果が出ていないというメッセージのように見えるのですが、そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

子育て支援課長： 基本的に 18 歳未満のお子さんで虐待などに対応していないほうが理想的にはいいわ

けです。ゼロのほうがいいわけなので、そこを少し高く目標に設定したのですが、そう

は言っても、少なからず不適切な養育があれば、そこをキャッチして対応するのがいい

ということになります。一方で、全国的に増えている傾向は、果たして悪いのかどうか

という議論もあり、早期発見できているからいいではないかというようなご意見もある

ので、これは悩ましいところかと思っております。基本的に予防が第一ですが、予防で

はなく不適切な養育があれば、なるべく早くキャッチして重篤化を防いでいきたい。そ

ういう心持ちで事業をしております。 

原田委員長： 先ほど、お神輿の例を申しましたけども、その施策と施策を構成する事業の関係から

すると、施策評価で数値の時系列での変化を追いましょうと。何かおかしな動きがある

と。つまり、あんまり達成できていないと、逆にすごく達成できている。おかしいよね、

これは何か原因があるのではないか。要は構成する事業を見てみると。事業を見てみた

ら、これがうまく、当初の想定どおりうまくいっていないのは、何かほかの原因がある

のではないか。要するに、施策レベルの未達成の原因があるのではないかということで、

構成する事業を見てみようということですけれども、構成する事業を見てみる意味がほ

とんどないといいますか、少なくともそこには原因がないというように聞こえます。 

では、そうなってくると、この施策評価は子ども家庭部としてはどう考えたらいいの

か。目標は達成できないが、事業はちゃんとやれていると。別の言い方をすると、もっ

と事業をやりたいというようにも聞こえる。どう評価をしたらいいのかというのが、こ

この額面どおり受けとめるとそんなふうに見えるのですが、いかがですか。 

子育て支援課長： 究極のことを申しますと、全ての子育て支援が、この虐待防止につながっていると私

は考えていまして、一番は、やはり事件死、事故死がないことを目指したいと思ってお

ります。 

この目標の設定が、そもそもここにしたのがいいのかどうかというのは、悩ましいと

ころがありますが、例えば、一方で改善率という捉え方もあります。私どもでケースと

して見たけれども、その中で改善して、終了する。その割合を高めていくのがいいので

はないかというようなことも考えたのですが、事業レベルではそこを上げていくように

はやっているのですが、やはり施策評価の大きなところで出すのであれば、26年度設定

当時が 1.51％ということでしたから、そこのところを少しでも下げていくのがよいので

はないかというふうに考えたところです。 

虐待につながっていくケースというのは、本当に子どもが憎いわけではない。子育て

の不安とか、負担ですとか、孤立化ということなので、あらゆる子育て支援は有効かな
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と思っております。あと、一方で児童相談所を設置するという命題もありますから、そ

こに向けた取り組みは、強めていきたいと思っております。 

原田委員長： いつもの子育て支援関係の事業というのは、Ｘ軸、Ｙ軸でいうと、どこまで資源を投

入すれば、これぐらいでいいという感じになるのかというのが、いつも、わからないと

ころがあります。それは、お金を投入すれば、時間を投入すれば、何らかの成果が出て

くるでしょうけれども、ますますいろいろな問題が広く発見できると、もうこの辺でい

いというのは、倫理的には言いづらいと思いますが、どこかで何かその歯止めというか、

何らかの分岐点みたいなものの発想がないと、マンパワーもエネルギーも維持できない

と思います。 

逆に言うと、ここまでやらなくてもいいのではないかという括弧つきの議論はあり得

るわけです。だから、ほどほどやればいいということも議論としてはあり得るところか

なという気がするのですが。 

子育て支援課長： 確かに民間との役割分担で、連携してできるところも多くありますから、それは進め

ていきたいなと思っています。例えば、ひとり親支援の中で、子ども食堂ですとか、あ

と学習支援事業、区内で11の団体がやっています。区のほうも学習支援事業は重要だと

思っていますが、これ以上、拡充・拡大してやるつもりもないです。ただ、行政として

押さえるところは押さえていかないといけないとは思っております。 

原田委員長： 構成している事業の規模からすると、抱えている神輿がもともと小さな神輿を抱える

つもりだったのが、とても大きな神輿を担ぐことになったと。一人一人一生懸命やって

いるが、全体の神輿が動かないというのが現状なのかと。だから神輿を小さくするか、

担ぎ手をもっと増やすか、どちらかしかないだろうという議論になりがちですけれど

も、一体、どれが一番うまくこの目標の達成に貢献しているかという議論を本来はした

いのに、今日のご議論からすると、社会自体が裾野を広げるような活動をしているが故

に、どういう施策を構成しているどの事業がうまくいっていて、どういう改善をすれば

いいのかという話に必ずしもなっていないかなと思います。 

要するに、我々が発見しているところが、たくさんの大きな神輿をより抱えようとし

ているというところに問題があるのだといわれてしまうと、担ぎ手の良し悪しみたいな

ところ、あるいは担ぎ手は、本当はこんなふうに走るべきだとか、こういう筋肉をつけ

るべきだとか。そういう話になっていかないのかなという気がします。私はそういう印

象です。 

Ｃ委員： それでは、施策評価表の８番の目的のところで確認をしたいと思います。目的が二つ

ありますよね。上のほうの目的は、保護者が困難な状況に応じたときに、これが改善さ

れるということが目的です。そうすると、成果認識は、そういう保護者のうち改善の出

口に向かわれた方がどのぐらいいるのかというのが成果になります。 

２つ目の虐待から子どもを守るは、これが目的ですから、どのぐらい守れた子どもが

いるのかというのが成果です。そういう意味では、虐待のところを先に言うと、先ほど

課長がおっしゃったように、事件死・事故死をなくすとか、これが一番わかりやすい成

果なのかなと思います。 

つまり、常にゼロで、ゼロを目標にやりますよ、ゼロが維持されていますよ。そのゼ

ロを維持するためには、相談事業だとか、こういったことが有効に機能していますと、

説明ができるわけです。その二つの目的を成果で表現しようとしたときに、成果指標を
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一つで表現しようとするのが、そもそも随分無理があるのではないかと思います。 

そこで、この指標が載っている事務事業評価を見ていくと、子ども虐待防止ネットワ

ーク事業の２つ目の成果指標を使われているわけです。だけど、本来から言うと、対応

の割合というのは活動指標であって、その下の虐待の改善率というのが、本来の成果で

はないか、あるいは、そう説明したほうがわかりやすいのではないかと思います。 

もう一つ、前段の、悩みを抱えているというところでは、悩みを抱えているから、相

談しに来ます。相談しに来たときに、ケースワークで対応していたときに、来る前より

も来た後のほうが何だか気持ちが軽くなったとか、そういった現場での相談を受けっぱ

なしではなく、ケースワークをやったら、何か記録が残っていて、その中の記述の中に

どういうアドバイスをして、どういう反応があってというところで、出口に向かってい

るとご本人が実感されたようなものが、半分できているのではないかと思います。 

もしできているとすれば、そのほうが、私は施策の成果指標としては、適切に表現さ

れる指標になり得るのではないかと思います。あるいは、もし、そういうものをとられ

ていないのであれば、相談に来られた方に最後にどうでしたかと、なかなか聞けないけ

れども、多分そういうケースは、ケースワーカーは追跡をすると思います。追跡したと

ころでのケースワーカーの実感というものは、業務報告として整理されていたほうが望

ましいわけで、それを指標に使っていくとか、何か工夫される余地があるのではないか

と思います。そういうふうにしていかないと、この施策評価というのは、それぞれの事

務事業の事業量をこれだけやっているから、成果は上がっているはずですというぐらい

の表現しかできないという話になってしまうのではないか。施策評価のレベルでは、そ

ういうふうに思います。 

それから、これは質問ですが、33年の児童相談所ができるというのは、今、いろいろ

な形でやっているものは集約して、１カ所で、児童相談所でできるということになって

いくのか、それとも、児童相談所として新しい機能がここに付加されてくるのか、どっ

ちになるのでしょうか。 

子育て支援課長： 今、児童相談所は東京都にありますけれども、豊島区の場合は、東京都の児童相談所

が担っている部分を新たに豊島区内でつくるということになります。今現在、東部子ど

も家庭支援センターで虐待対応をしていますが、それも残します。児童相談所は職権で

子どもを保護したりすることができますから、介入型アプローチの場として、児童相談

所を中心にします。そうすると、家庭との親御さんとの対峙とかあって、なかなかうま

く関係性がつくれない場合もありますので、従来の支援型の東部の職員が対応するとい

うのを、両方活用して対応していきたいと考えています。 

Ｃ委員： そうすると、この施策の領域も支援課は 33 年の児童相談所ができたときに、拡大す

るのでしょうか。 

子ども家庭部長： 大きく拡大します。 

原田委員長： アプローチが全く違いますからね。 

子ども家庭部長： 母子分離ができる権限まで手に入れますので、子どもに関して区長ができないことは

ほとんどありません。障害に関しても圧倒的に権限を持ちますので、発達障害のほうも

最後まで面倒を見るという形になります。 

Ｃ委員： とすると、当然 33 年以降の事業費は相当見込まないと対応できないという話になり

ますよね。 
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子ども家庭部長： 人員をそろえなければいけません。 

子育て支援課長： 児童相談所だけでも、職員数、非常勤あわせて50名ですから、そのほかにも児童相談

所を設置する区の事務もかなり入ってきますので、具体的には、保育所の許認可権限と

か、それも全部下りてきますから、その施策の分野はかなり広くなると。 

子ども家庭部長： いろいろやってきたことについて、手を引くわけにいかないですけども、かなりまち

方の方々に頼まなければいけないということは、もう明らかだと思っています。今から

もう頼んでいますけど。同時に最後の最後であるところの、どうしても分離しなければ

いけなかった児童に関しては家に戻せない。戻せば、センターで見ているだけでいいの

ですが戻せないと、結局また区民の方に里親になっていただけませんか、あるいはその

かわりをやっていただけませんかとか、一時的に仲間になっていただけませんかという

ことを強くいかない限りは全部、こちらで面倒を見なければいけない。そういう関係に

なるかと思います。 

Ｃ委員： そうすると、なおのこと事業それぞれが義務的な事業なのか、政策的な事業なのか、

この区分をはっきりしておかないといけない。つまり義務的という認識をすると、これ

は対象者ということになる。ということは、予算化してやっていかなければいけない。

政策的なことであれば、そこに拡大するか、縮小するか、あるいは区民の方に我慢して

いただくか。こういう裁量の処置というものが入ってくると考えるので、この義務的と

いうところを、相当厳密に捉えて、政策あるいは義務の区分をきちんとしておく必要が

あるかと思います。 

そうすると、その観点から事務事業レベルのご質問をしたいのですが、就学援助の困

窮者補助金のご説明で、生活保護基準の所得の1.2倍が影響を受けないように1.28倍に

対応しているというご説明がありました。これ、実態としてはよくわかりますし、どこ

の自治体でもこういう対応されているというのを承知しているつもりですが、1.2を

1.28にするというのは、意思としてやっているとすれば、これは政策判断としてやって

いるという話になるので、例えば、この記述が義務的事業ということではなく、政策的

な事業ということでもいいのではないでしょうか。 

学務課長： そこは判断の難しいところです。 

Ｃ委員： 将来的に、この施策の事業総体を、事業費というもの、あるいはあてられている財源

をより有効的に使っていきましょうとしたときに、義務的という表示をしてしまうと、

さわれないという話になるけど、政策的に位置づいていると、1.28が1.0でいいのでは

ないかという議論が出てくる可能性がある。 

学務課長： ということは、結局生活保護レベルしかやらないということになります。 

Ｃ委員： それは政策判断でしょう。 

学務課長： そうですね、ですから、事業自体の義務かどうかという部分と運用の中で政策判断に

よりやってくるところというのがあると思います。法令に基づく義務の部分と区市町村

の政策判断の部分があるので、そういうところで意外とこの区市町村が持っている事業

というのは、政策判断がきくところというのが大きく、いわゆる「上乗せ・横だし」に

あたる部分は政策判断になると思います。政策判断で行っている部分もあるのでちょっ

と表現の仕方が難しいところはありますが、ただ、本来的な目的からすると、義務か、

義務じゃないかというところだけで見れば、性格的には、法令に基づく義務だろう。た

だ、その中の運用については、かなり政策的に自治体に任されているというのは、どの
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事務についても言えるところかなと思っています。 

Ｃ委員： どの事務にというか、この事務の話をしているのですが。 

学務課長： この事務でなくても、この事務以外のところでも。 

Ｃ委員： では、別の言い方をしましょう。とすれば、要するに裁量の部分、つまり、政策的な

判断の部分も含まれていますということがわかるような、事務事業レベルの評価表にし

ておいていただければ、今私が言った施策レベルで物事を判断していきましょうという

ときに、誤解をするということはなくなりますよね。 

学務課長： 事務事業評価表の中にも、その辺は記載できると思います。 

Ｃ委員： そうですよね。 

ほかの事務事業も、義務的なのか、政策的なのかというのは、事務事業評価レベルで、

表現することが必要かなというふうに思います。 

原田委員長： Ｃ委員のお話と私の話、どこが一番違うかというと、施策評価表を前提にお尋ねをし

ていると、そうなのです。しかし、ある程度これを相対化して見ていこうと考えると、

Ｃ委員がおっしゃるように、目標二つあるなら、その二つを統合したものでいいのかど

うかであるとか、それぞれできるのかどうかとか、あるいは、ビフォーアフターのアフ

ターのところの状態をきちんと捕まえて、指標を設定するべきではないのかというとこ

ろが、ご質問のご意見と趣旨だったかなという気がします。私はおっしゃるとおりだと

思いますが、まずは書かれているものからスタートし、それでうまく表現ができていな

いとするとやはりＣ委員がおっしゃったような観点でもう１回見てみるということは、

意義があることかと思いました。 

とりわけ、10年の総合計画でやっていくと、児相を自治体のほうにおろしてくるとい

うような突発的なものが出てくると、どうしても役所としてはそれを今後の対応とかで

書くのですが、正確に言うと、既存のあてがわれたそのＰＤＣＡの中でのサイクルとい

うことを評価表に落としてほしいという気は読んでいる側からするとあります。もちろ

ん、それは回していらっしゃると思うのですが、新しいのは抜けていました。だから、

今度新しいこういうことをやりますと言われると、何のためにそういうＰＤＣＡを回し

ているのだと、あるいはこの評価表は何だろうと、必ずなるのかなという気がします。

先ほど、部長は流動的だとおっしゃったのですが、流動的なところはさておき、非流動

的なところを捕まえてＰＤＣＡを差し当たり見せてほしいというのは、この評価表から

感じたところです。 

Ｄ委員： 所管課として、この22.1％未達成という評価は、ご納得されているのかというのを教

えていただけますか。 

子育て支援課長： 実際に言うと 100人いれば３名弱の方が、養育になっていますからできれば減らした

いという思いはあります。結果としては、なってしまいましたから、どう受けとめてい

いかということはありますが、やはりいつかは減らしたいという思いはあります。 

ただ、この間手をこまねいて見ていたのかというと、そうではなくて、あらゆる手だ

てを講じながらやっていますので、悔しい思いですが、というところでしょうか。 

Ｄ委員： もう一つ、子ども食堂と先ほどおっしゃっていたのですが、子ども食堂が最近ふえて

いる状況というのは、豊島区さんにとってはいい状況なのですか。 

子ども課長： そうですね。子ども食堂が増えていくことについては、地域の視点という意味ではい

いと思っております。目線が増える、子どもを見守る目が増えていることでいいと思っ
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ています。 

今、子ども食堂を中心に、区民の方によるさまざまな活動ができつつもありますので、

地域における遊びの取り組みなどを紹介してもらい、繋がっています。 

Ｄ委員： 今、その子ども食堂ができてきたのはいいことだと思うのですが、究極的にはそのよ

うなものはなくて、各家庭できちんと食事もできて、生活ができるというのが、一番究

極的ないいことだと思うのです。 

豊島区の目標というのは、最後の究極のところを目標にされていて、最後のところで

いいとは思うのですが、今、ここではないと。子ども食堂が今できていて、その中で、

裾野が広がっている状態で、この数値を減らそうというのはなかなか難しいし、納得い

ただける評価にはなってこないわけです。 

原田委員長： そういう意味では、非常に流動的で、区民の方、社会の関心が広がって、裾野が見え

やすくなった中で、どういう目標を特に10年という計画は、だんだん難しくなっている

のだろうと思います。もちろん、５年単位で見直しということは出てきますので、多分

この施策については、後期で本格的に見直しをしていく必要があるだろうと思うのです

が、そのときに、Ｄ委員がおっしゃったような、この裾野が広いことが発見される状況

の中で、我々が区として、こういったことを目指そうというところをもう１回見直して

いくということなのかということが、Ｄ委員のメッセージなのかなと思います。 

Ｃ委員： 今の話に絡んでですが、今掲げられたこの成果指標、虐待等の対応の割合は、先ほど、

達成指標と言いましたけど、いろいろな機関の連携が、年々充実して機能してきた結果、

認知件数が多くなりましたと。その結果、率がこういう状態ですというのは、私はむし

ろ誇るべき話なのかなと、こういう説明の仕方もあると思います。だから、これは成果

指標になじまないのではないかということを言いたかったということです。 

原田委員長： 私もそういう可能性はあると思うのですが、実際の現場の方々がそういう実感がある

かどうかだと思います。単純に数値が上がった。今までは来なかったルートで発見でき

た、あるいは認知できたということは、幾つか積み重なっていると、Ｃ委員がおっしゃ

るようなジャスティファイもあるかという気がします。いかがですか。 

子育て支援課長： 現場としてはそう思っています。 

子ども家庭部長： まさにそうだというように感じております。 

虐待について考えて、いろいろ調べれば調べるほど、大都会においては、いろいろな

サポートが必要というふうに感じざるを得ません。 

というのは、何とかやっている家庭でも、育て方がわからないとか、この辺は軽い分

野ですから、軽い施策で何とかなる。行くところまで行って、ちょっと発見がおくれて

重篤化していくと、これを何とか発見するということに力を割いて、発見率が高まって

いるという、この数字なのです。逆にこれが高いので、少し安心していることができる

のですが、そうでないと心配でしようがない。実際に重篤になって、一歩手前の事例が

たくさん飛び込んできますので、そういったものがどこかでちょっとうまくいかなかっ

たり、連携が悪かったりすると、時々出てくるいろんなニュースになってしまうと。 

ですから、そういうような状況の中で、そういうものの何かよい判断方法はないのか

という話もしているのですが、児童相談所が来るといろいろ出てくるかとは思うのです

が、統計処理、基本はまずそこではないかと。事故ゼロというのがまずあって、一方で、

いろいろなものが、ちょっと変化してしまった。特に家庭が変化してしまった、日本と
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は言いませんけども、都会ではやはり子ども食堂も必要な部分は出てきているし、そこ

で初めて、一緒にご飯を食べることができるというのが実際なのです。ですから、それ

はないよりはやはりあったほうがいいので、そういう中で子どもたちが、自分が家庭を

もったときは、なるべくそういうふうにできるようにしようと思ってくれると、負の連

鎖がなくなるわけです。 

とにかく、まずおっしゃっていただいたように、少なくとも当面はこういった数値が

伸びるということは、むしろ肯定すべきではないのかというふうに思うところです。 

原田委員長： 私は今まで、施策については、今の部長のご意見、基本的に非常によくわかりますけ

ど、施策は種類があって、一つは、お金を投入すればすぐに結果が出てくる。道路を整

備したら経済効果が起こるようなもの。一方で、じわりと来るような、ソフト的な、漢

方薬的なもの。子育ては多分このあたりの理解だったのではないか。かつては、子ども

は育つわけですから、育たないことはないわけで、やはり右上がりの施策だったのです。 

ところが、今はそんな単純ではないと。要するに放っておくと人が亡くなるとか、と

んでもないことが起きてしまう。要するに、こうなったらまずいから、とにかく下支え

をするというような施策イメージの変更みたいなところが、理想値、まあほどほど値、

限界値、ここは下がっちゃいけないというところを中心的にやっていかないといけな

い。それができれば、Ｃ委員がおっしゃったけれど、それで同じにしようというような、

多分社会的な合意というのは、だんだんできつつあると思います。 

ですから限界値的な目標をもった施策のようなイメージに、変えていく必要があるの

だろうと。育てるというのは、すごくポジティブなものですけど、もうそんなものでは

ない。だからそういう意味では名前もよくないですね。もっとポジティブじゃない言い

方を、じゃないような状態にするという感じにするほうが、イメージ的には合うのかな

という気がお二方の話を聞いてみて思いました。 

Ｆ委員、いかがでしょうか。 

Ｆ委員： 皆さん方とは別の意見なのかもしれませんが、今、ちょうど、区議会の第３回定例会

が始まったばかりで、あすから一般質問が始まりますが、この子どもをめぐる問題が非

常に多いです。虐待とか、貧困とかですね。それから、児相の移管の問題、社会的養育

の施設があるということで、今、里親をやっていただいている方が12世帯しかないので

す。そういう中で、ニーズがどんどん高まっている。 

それから、民間の支援の組織、先ほど言ったように子ども食堂とか、そういった方々

とうまく連携をとる必要性があると思います。 

それから人材育成。児童相談所の専門性をもった職員を２年や３年で変えるわけには

いかないわけです。継続的にずっとケースにかかわっていく必要がある。そういった子

どもをめぐり、子ども家庭部は今500名ぐらいでしょう。そのうちの400名は保育士です

が、それを除いても100名ぐらい。子ども家庭支援センターもそういう中でいろいろ苦

労してやっているわけです。 

我々のやるものは、そういうところまで幅広く考えながら施策をし、もうこれはここ

まででいいと、だけでも、一生懸命やろうじゃないかということも私はあっていいと思

うのです。１から100までやってもいいと思っています。そういう内部の組織合意をき

ちんとした上で、目標を設定するのは、それはそれなりに非常に意義のあるものではな

いかなとよく思います。 
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原田委員長： 委員のおっしゃること、私も基本的には全く同じように思います。行政は社会・経済

のお医者さんなのです。全部治療することはできないですし、どこかで、お金も限られ

ている。エネルギーも限られ、リソースも限られています。その中で、何を達成するか

ということだろうという気がします。 

その前に、先ほど施策イメージという話をしましたけど、基本構想を議論するときに、

「貧困」という言葉を使うかどうかということを少し議論した記憶があります。その当

時は、貧困というのは特定の主張をなさる方々のタームだったような気がします。今や、

総理大臣が貧困を撲滅しようというような時代になっているわけで、やはり大分流動的

な施策の領域なのだろうということはわかりますが、投入できるリソースが有限だとす

ると、ここより下が多くなってはいけないというところを中心に発想していくと。多分

それは悪いことではない。それで下ったら、そもそもの行政の存在理由はなくなってし

まうものなので、その発想もあるかと。多分それは、区民からすると合意が得られると

ころではない。差し当たり、なくならなくてよかったというところは、最低で共通の合

意が得られるところかという気がＦ委員のおっしゃっている内容からわかったところ

です。 

では、いろいろと議論をさせていただきながら、少し議論を整理してきたつもりでは

ありますが、もう一回り、簡単にコメントだけいただいて、まとめていきたいと思いま

す。 

Ｃ委員： 施策評価表の16番の貢献度の考え方で、区民ニーズという、事業の有効性が高いもの

として、貢献度を設定していますという話ですが、事後評価として、やったことについ

て、施策に対するそれぞれの事務事業の貢献度ということで捉えているのか、あるいは、

それも踏まえた上で将来、これは成果向上余地があるとか、力を入れていくべきだとい

う要素まで入れて、事後評価だけではなく、将来まで入れて判定しているのか。この辺

は、全体の仕組みとして統一されていないと、施策評価自体が機能しなくなると思うの

ですが、この施策については、記述から見ると将来も含めてと考えられます。 

子ども家庭部長： 結論から言えば、おっしゃるとおりで考えています。事後的にもそうですし、ここは

来年度以降外せるかといったら外せない。というものについて、星の数が多いと。 

Ｃ委員： 何でお伺いしたかというと、もしそういうことだと、将来も含めてということで区民

ニーズというものを入れてしまうと、区民ニーズに対応していけば、貢献度が挙がるの

かという話になるので、ちょっと違う話が出てくるのかと思います。なので、基本的に

は、事務局のほうとここをどう整理するかというのを一旦押さえてもらうといいかと思

います。 

あとは、事業の性格はこの評価シートの中でどううまく表現していくのか。それから

職員の方が一生懸命やられたようだから、成果をうまく表現がもう少しできないかとい

うところで、工夫されるというのがいいのかと思います。 

原田委員長： ありがとうございました。 

貢献ということで言うと、やっぱり貢献するものとされるものとの関係なので、ニー

ズではないのでは。というＣ委員からのご意見だったのかと思います。 

Ｄ委員： 後ろのほうの細かい指標もやはり増えたらいいのか、減ったらいいのかわからないと

いうものが結構あるので、Ｃ委員がおっしゃっている極端な例だと事故死の数ですと

か、逮捕者の数ですとか、あとは登校拒否とか、待機児童のことも、明らかに減ったほ
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うがいい数字は、多分ご専門だったら出てくるのではないかという気がします。もっと

わかりやすいものにしていただいたほうがいいのではないかと思います。 

原田委員長： この準備のプロセスを議論の中でもＤ委員の一番気にしていらっしゃったのは、やは

り指標というのは、区民といろいろな政策情報をやりとりする中の一番重要なファクタ

ーですので、うまく情報がそこに集約されていないと、どんなメッセージをやりとりし

ているのかというのが、ちょっとわかりづらい。それはいつも委員がおっしゃっている。 

Ｄ委員： 評価されて、納得されないのであれば、意味がないと思いますし、やはり納得してい

ただけるご自分たち、ご自身が納得できる指標にしないといけないと思っているので、

その辺、よくお考えいただければと思います。 

Ｆ委員： 現場の職員は本当に苦労をして、頑張っていると思います。 

原田委員長： 私も委員がおっしゃるとおりだと思います。ただ、施策評価表、施策評価そのものが、

この評価の中にぐっと集約されて、ＰＤＣＡのファンクションとして機能している状態

に今はないのだろうと。やっていること自体とこの紙が、うまくぴったりくるようなと

ころがあるといいのではないかという気がします。 

だからなさっていることそのものだとか、目指している方向そのものは、多分誰も否

定をしないと思うのですが、それをうまく写真でとると、この写真がぴったりＰＤＣＡ

のＣのところ、チェックのところだという感じになってくると先ほどの指標の話もあり

ましたけど、いいんだろうなと思いました。 

部長から、我々の理解が十分できていないところもありますけども、何かコメントや

ご意見等ございましたらお願いします。 

子ども家庭部長： あくまで基本計画という、非常に重要なものから始まっているところなので、簡単に

批判してはいけないというところから始まって、いろいろ苦労しながら書いていますけ

ども、全ておっしゃっていただいた見方、考え方、全て私としてはそのとおりだと思い

ます。 

多分、もし、あした変えていいというのであれば、一つはもちろん、重篤なことが起

きないこと、事故が起きないこと。それを挙げたいと思います。危機管理的ですけど。

ただ、それで終わりでいいのかということもありまして、いつだって達成できるという

話もあります。そうだとすると、これが定まった後、特にいわゆる底辺の部分と言われ

ている子どもの貧困対策、我々も名前をちょっと変えて、未来応援と言っていますけど

も、要は１人でも多く、自分は不幸だなと思う子を減らしたい。１人でも多く幸せだっ

たなと思う子を増やしたい。最近言われているのが、いわゆる冒頭にお金持ちかという、

いわゆる経済的なものだけではないということが特に言われていまして、お金持ちのう

ちは虐待がないかというと、そんなことはないわけです。 

そういうことなので、非常に主観的なものかもしれませんけれども、アンケートとか

そういうものでしか把握できないかもしれませんけど、いわゆる満足度と言われている

ような部分での捉え方も非常に重要なのかと。豊島区で育ってよかった、育ててよかっ

たと思ってもらえる方を増やすということが一番区民の方にわかってもらえるかなと

思います。それをどうやって出すかというあたりは、また研究しなきゃいけない。 

原田委員長： 先ほどＣ委員がおっしゃった目標に関して、これが達成できている状態だというイメ

ージとか現場環境は皆さんお持ちなので、それをうまく捕まえるようなものをまずは探

していただくというのが一番だと思います。アンケートは多分あり得るとは思うので、
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それが一番実感にぴったりきて、一人一人のケースであろうとも、そういう実感を捕ま

えた指標であってほしいというのは理想論ですが、それができるかどうかはわからない

ですけど、努力をしていただくことはできると思いますし、そういう改善を少しでもし

ていただきたいと思っております。 

３．その他 

原田委員長： では、大体一通り議論はできたという気がしております。非常にご丁寧な資料と非常

に細かな説明をいただきました。ありがとうございました。事務局から何かありますか。 

行政経営課長： それでは、次回の政策評価委員会についてです。10月16日、月曜日に開催をさせてい

ただきたいと考えています。今年度実施しました外部評価についての課題整理を行うと

いうことでお願いしたいと存じます。 

以上でございます。 

原田委員長： では、以上をもちまして、第３回の政策評価委員会を終了したいと思います。ありが

とうございました。 

 

会議の結果 
（１）対象施策①：【施策№４－１－２】困難を有する子どもやその家族への支援につい

ての外部評価を実施した。 
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