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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 2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 509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№３－２－３】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 

外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・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)・益田直子（拓殖大学政経学部准教授）・

城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

説明者 
保健福祉部長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、障害福祉課長、障害福祉サービ

ス担当課長、生活福祉課長、西部生活福祉課長 

事務局 企画課長 
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審議経過 

１．開 会 

外山副委員長： これより、第３回の政策評価委員会を開会します。 

こちらの分科会の進行を担当する外山です。よろしくお願いいたします。 

まず、本日の議事について、事務局よりご説明をいただきます。 

企画課長： 今年度から新たな取組みとして、施策評価における外部評価を実施しており、本日は

9月12日に続きまして２回目となります。 

今日は、「困難を有する子どもやその家族への支援」と、「社会参加の促進」という二

つのテーマを対象としておりまして、こちらの分科会では「社会参加の促進」を対象と

いたします。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 2回目） 

対象施策②：【施策№３－２－３】社会参加の促進 

外山副委員長： 早速、議事に入りたいと思います。 

議事の進行方法について、事務局より説明をお願いします。 

企画課長： まず、施策の概要につきまして、所管部長から説明をいたします。次に、施策を構成

する事務事業について各所管課長から説明をいたします。そして、施策評価の進捗状況

等について、改めて所管部長より説明をさせていただきます。その後、資料３－２の施

策評価のポイントの観点に基づき、質疑応答及び意見交換といたします。 

最後に、講評ということで、区の行った施策評価が妥当か、また現状や課題がわかり

やすく整理されているか等について、委員からコメントをいただければと存じます。 

外山副委員長： それでは、まずは施策の概要について、ご説明をお願いします。 

保健福祉部長： （資料３－３－②施策評価表により、施策の目標、施策の現状と課題、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） 

外山副委員長： 続いて、施策を構成する事務事業についてご説明ください。 

高齢者福祉課長： （資料３－３－②施策評価表により、高齢者元気あとおし事業、高齢者クラブ運営助成

経費について説明） 

障害福祉課長： （資料３－３－②施策評価表により、障害者用ヘルプカードの作成・普及、手話通訳派

遣・手話講習会事業、障害者文化活動推進事業について説明） 

障害福祉サービス担当課長： （資料３－３－②施策評価表により、心身障害者移動手段提供事業について説明） 

生活福祉課長： （資料３－３－②施策評価表により、被保護者自立支援事業について説明） 

福祉総務課長： （資料３－３－②施策評価表により、豊島区シルバー人材センター運営費助成事業につ

いて説明） 

障害福祉課長： （資料３－３－②施策評価表により、地域活動支援センターⅢ型運営費補助事業経費、

障害者自立訓練（機能訓練）事業、心身障害者福祉センター福祉事業、心身障害者福

祉センター施設提供事業、地域活動支援センター事業、重度心身障害者「土曜余暇教

室」事業、視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費について説明） 

外山副委員長： 続いて、事務事業評価表により各事業の評価結果をご説明ください。 

高齢者福祉課長： （資料３－４－②事務事業評価表により、高齢者元気あとおし事業、高齢者クラブ運営

助成経費について説明） 

障害福祉課長：  （資料３－４－②事務事業評価表により、障害者用ヘルプカードの作成・普及、手話通
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訳派遣・手話講習会事業、障害者文化活動推進事業について説明） 

障害福祉サービス担当課長： （資料３－４－②事務事業評価表により、心身障害者移動手段提供事業について説明） 

生活福祉課長： （資料３－４－②事務事業評価表により、被保護者自立支援事業について説明） 

福祉総務課長： （資料３－４－②事務事業評価表により、豊島区シルバー人材センター運営費助成事業

について説明） 

障害福祉課長： （資料３－４－②事務事業評価表により、地域活動支援センターⅢ型運営費補助事業経

費、心身障害者福祉センター施設提供事業経費、地域活動支援センター事業、重度心

身障害者「土曜余暇教室」事業、視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経

費について説明） 

外山副委員長： 最後に、施策の進捗状況等についてご説明ください。 

保健福祉部長： （資料３－３－②施策評価表により、来年度の方針等について説明） 

外山副委員長： ご説明ありがとうございました。 

それでは、資料３－２の施策評価のポイントをもとに、質疑応答を行ってまいります。

委員の皆様お願いいたします。 

Ｅ委員： 障害者用ヘルプカードの作成・普及事業についてです。現状の評価の中で、認知度が

上昇してきているというコメントがあります。評価の場合は、来年度以降どうするかと

いうことも考えなくてはいけないので、認知度が上がっているのであれば、何パーセン

トぐらい上がったのか、何部作成して、何人が付けていて、区民の認知度がどのくらい

かということが、こういう事業では非常に重要だと思います。認知度などが分からない

のであれば、実際にはこの時点で評価ができないと考えたほうがよいのではないかと思

いました。 

外山副委員長： では、次の委員お願いいたします。 

Ｂ委員： 施策の目標が年齢や障害の有無、経済状況などにとらわれることなく、とあるように

施策の対象は高齢者、障害者、低所得者であることが確認できました。そこで、それぞ

れの対象者について幾つかご質問します。 

１つ目が高齢者に関する施策です。施策の現状と課題のところには、元気な高齢者が

地域の中で活動する場を求めているとあり、この元気な高齢者が施策対象であることを

読み取ったわけですが、これは具体的にはどういった人が該当するのでしょうか。 

２つ目は、障害者の施策についてです。施策の達成度を測る指標の推移の一つとして、

「障害者が地域の方に理解されている、おおむね理解されていると回答している区民の

割合」とあります。このアンケート調査の対象は、施策の対象である障害者ではなく一

般的な区民であると理解しておりますので、それを前提に考えると、先ほどＥ委員から

の発言にもありました、ヘルプカードやヘルプマークという具体的な事業展開を始めて

いるので、むしろそれらをご存知ですかと聞いたほうがよいように思いました。この聞

き方では、回答者は非常に広い解釈の幅で回答してしまうので、そうしたことによるデ

ータの不正確な採取というものを防げるのではないかと思います。 

もし、障害者施設なり障害者本人が答えられるのであれば、障害者本人がどんな印象

をお持ちなのかと聞いたほうが、この指標の解釈の振れ幅が少し狭まると思いますし、

区として知りたい内容に合致してくるのではないかと感じました。なので、ヘルプカー

ド、ヘルプマークのアンケート結果を指標とする可能性があるのか、または既にデータ

をお取りなのかについてお伺いします。 
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それから３つ目は、低所得者に関することで、施策の達成度を測る指標としては、生

活困窮者就労準備支援事業支援対象者数とされています。目標値が12人、実績値が47人

で達成率は391.7％となっています。目標値が何故この数値になっているのかについて

お教えください。 

外山副委員長： ３点ご質問がございました。１点目は私も同感でして、その対象が例えば65歳以上の

区民とあるところと、60歳以上の区民というところも出てまいります。まずは、元気な

高齢者というところからお答えをお願いします。 

高齢者福祉課長： 元気な高齢者という範囲は、なかなか難しいところがありますけれども、この施策の

中で申しますと、介護保険の介護認定を受けていない方が健康といいますか、元気に動

ける高齢者という一つの定義になるかと思っております。 

事業の中でも、高齢者元気あとおし事業というのは、施設等でボランティア活動をし

ますので、当然介護度が高い方はそういうところに行って活動はできません。なので、

介護認定を受けていない方、または受けていても要支援などの軽い方、ご自身で外に出

ていける方というところが考え方の区切りかと思っています。 

もう一つ、対象の区民のところですが、高齢者クラブでは主に 60 歳以上の区民とし

ております。高齢者の定義は一般的には 65 歳となっていますが、これから一緒に活動

する仲間ということでの位置づけとして、60歳から対象にしているところです。 

福祉総務課長： この施策については、福祉全体を横串で刺して捉えようということなので、そのター

ゲットというのは、本当に難しいと思っています。特定の対象者ではなく、支援が必要

な人すべてと思っていますので、そういう意味で、例えば元気な高齢者で希望する人に

社会参加の場を提供するのはもちろんですし、そうでない人たちにも社会参加をしても

らわなければいけない。年齢も事業によっては 65 歳以上のもの、60 歳以上のものがあ

りますけれど、それぞれ目的が違います。本当に事業を必要としている人はいますので、

そこをどう上手く、効率よくカバーできるかの工夫をしていくのだと思っています。 

保健福祉部長： 施策が社会参加の促進なので、元気な高齢者となっていますが、実際にはその前段階

として元気な高齢者を増やしていくという、いわゆる介護予防というところがありま

す。なるべく長く社会参加をしていただくというところが前提としてあって、それで元

気な高齢者ということだと思っています。 

外山副委員長： ２つ目の質問の、ヘルプカードについてはいかがですか。 

障害福祉課長： 指標として使っている数値は３年毎に行っている調査の結果で、施策評価表の数値は

28年度に実施したものです。今回の施策評価にあたっては、これまでと同じように調査

した結果を指標として使う形にしたところです。今後は、ヘルプマークとヘルプカード

という分かりやすいものができましたので、その認知度を測ることで考えていきたいと

思います。 

また、障害者を対象としたアンケートですけれども、この調査とは別に行っておりま

す。理解されていると思うかということについても、聞いてございます。 

外山副委員長： ご指摘があったように、そちらを使用するのもよいかもしれません。なお、調査も３

年毎というのであれば、達成度を測る指標として適切かどうかということも、今後少し

考えていかなければならないと思います。 

それでは、３つ目の質問についてのご説明をお願いします。 

福祉総務課長： まず、生活困窮者の事業としてどういったことを実施しているかをご説明すると、本
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庁舎４階に、くらし・しごと相談支援センターを設け、そこで様々な取り組みを行って

います。最初は相談を受け、必要な支援につなげるのですが、様々ある中には就労に関

しても何通りかの対応をしていまして、一般就労ができるような人に対しては、同じフ

ロアにハローワークの出張窓口がありますから、そこにつないでいます。一方で、一般

就労ができないような人に対しては、第一段階として寄り添い型の就労支援です。実際

に企業まで付いていって、単に面接等につき合うだけでなく、本人の状況で通常の求人

では無理な場合には、それぞれに合わせた求人を企業と相談して作ってもらうという、

そういった個別求人開拓というのも第二段階として行っています。 

そして、ここで指標としている就労準備支援事業は第三段階で、そういった求人を工

夫してもどうしても難しい人に対して、中間的就労ということで暫く簡単な作業をやっ

て慣れてもらうとか、本当に付きっきりで何とか就労ができるような状態にもっていこ

うとするものです。 

社会参加の促進ということで、就労準備支援事業の支援対象者数を指標の一つとした

わけですが、その目標値が低い理由としては、制度自体が 27 年度に始まったというこ

とで、基本計画を策定した時点では手探りの状態でした。目標値の 12 人というのは国

が想定して出してきた数字で、全国的な値としてはほぼ妥当だったかと思いますが、豊

島区においては今申し上げたような仕組みが上手く構築できたことで、想定よりも実績

が上がったということです。 

Ｂ委員： 国が目標値を示してきたということですか。 

福祉総務課長： 国のほうで全国的にその人口規模に応じて、目標値、想定値を出しております。 

外山副委員長： 確認ですが、実績値というのはご説明にあった中間的就労の方ですか。 

福祉総務課長： そのとおりです。指標は対象者数なので、中間的就労ということで支援をした人です。 

外山副委員長： そうすると、中間的就労を提供する側の施設というのは増えているのですか。 

福祉総務課長： 施設は増えています。 

外山副委員長： 施設が増えれば、受入れ数も増えますよね。 

福祉総務課長： 受入れも増えますが、ただ、指導員が付きっきりでやっていますので、そういう意味

では受入れが増えるだけではなかなか厳しいところがあります。 

外山副委員長： 指導員は増えているのですか。 

福祉総務課長： そこは増やしていないです。 

外山副委員長： わかりました。ありがとうございました。 

次に、私から別の質問をさせていただきます。 

手話通訳派遣・手話講習会事業の活動指標のところで、手話のほうは登録手話通訳者

数で出していて、要約筆記者は派遣回数でカウントされています。これは何か理由があ

るのでしょうか。 

障害福祉課長： 要約筆記については、会議等において、あらかじめ要約筆記者の派遣要請があった回

数ということで出しております。 

外山副委員長： 筆記者というのは、登録はしないのですか。 

障害福祉課長： 登録ではなく、業務委託をして専門的な能力を持つ方にお願いをしています。 

外山副委員長： 事業者を使っているので、登録者ではなく回数で出しているということですか。 

障害福祉課長： そのとおりです。 

外山副委員長： わかりました。 
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ほかには如何でしょうか。 

Ｂ委員： 評価表の書き方に関することで、こうすると更に読みやすくなるのではないかという

部分ですけれども、施策の対象者として高齢者、障害者、低所得者が挙げられています

ので、全ての項目において、そういう順序でお書きになられるとよろしいかと思います。 

それと、施策の現状と評価の欄では、低所得者に関わることが読み取れず、また、達

成状況分析のところでも高齢者に関する記述はありません。全てにおいて三者がセット

できれいに読めるようになると、読み手のほうにもすっと入ってくると思います。 

Ｅ委員： ここまでのお話を伺っていて、区の皆さんの頭の中で社会参加というのは、共生、介

護予防、コミュニティなど様々なものが関係しているのに、これらの事業でもって地域

における自立生活支援、社会参加の促進を整理したというところに、ご苦労と大変さを

感じました。 

ただ、やはり豊島区ならではの問題点というのはあるのだろうと思うのです。この施

策でメインターゲットを今年はここに置く、あるいはこの５年間はここに置きますとい

うのが、もう少し見えるようになると、評価が納得しやすくなるのではないかと思いま

す。評価自体がおかしいとか、変だとか、恣意性があるというところは全くないと思い

ますが、説得力みたいなもの、ターゲットをどこに絞っていくか、これはこのようにし

たというところが書き込まれていれば、ご苦労の部分がよくわかるし、もっと納得でき

るものになるかと思います。 

Ｂ委員： 今、Ｅ委員がお話しになったとおり、対象者が三者に分かれているということで、そ

れぞれの社会参加を促進するという点を包括的に見られている。しかも政府や豊島区の

向かう方向性が、まさに多様な人たちを分けることなく、包括的に、総合的に、横断的

に支援をしていくということでありました。しかし一方で、やはりある程度ターゲット

を絞らないと、必要なサービスが行き届かないということもあろうかと思います。 

例えば、高齢者であったとしても、60 歳と 70 歳では随分と違いが出てくるかと思い

ます。この年代は５歳間隔くらいでとよく言われますけれども、やはりある程度ターゲ

ットを絞っていかざるを得ないと思いますので、元気な高齢者という定義であれ何であ

れ、やはり明確に定義づけた上で、対象者をどう関係づけるかという視点が大事になろ

うかと思います。 

何でも横断的だからということでなく、運用するに当たってケースを追う場合でも、

やはり定義をきちんとされることによって、次の支援にも上手くつなげられるのであろ

うと思います。生活困窮者就労準備支援事業の対象者となっていた方が、障害者施策の

対象に移ることもあるでしょうし、おそらくこの三者の中で、どこかの時点で移ってい

くということがあろうかと思います。なので、やはりある程度ターゲットを絞って、そ

の人が何を必要としているのかが明確でないと、そうした連携、横断的な運用というの

は難しいのだろうと感じています。 

それから、生活困窮者就労準備支援事業は、生活保護に至る前のセーフティネットと

しての位置づけであるならば、生活保護の数値とも関係が出てくると思います。両方を

見ながら運用されると、区民もセーフティネットが機能していると思うでしょうし、区

としても、この事業によって社会参加を促しているのだという自信にもつながっていく

と思います。是非ともそのような発想で指標を見ていただければと思います。 

外山副委員長： Ｂ委員がふれられた生活困窮者のところ、ここの指標の数値が突出していることが影
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響して、外部評価の対象になっているところかと思います。したがって、施策評価表の

設計という部分もありますが、その理由を記載する。例えば、目標値の 12 人は国が算

出したもので、実際にはこのくらいで、それでいくと本来の達成率はこのくらいだとい

うことが書ければよいのかなと思います。 

ちなみに 29年度以降は独自に算出したものですか。 

福祉総務課長：  そのとおりです。 

外山副委員長： 来年度以降は、きちんと達成率が見られるということだと思います。 

ほかにご意見等ございますか。 

Ｇ委員： この施策の目標は、積極的に社会参加できる環境整備ということです。施策の達成度

を測る指標としては三つ選んでおりますが、シルバー人材センターに関することは選ば

れておらず、事務事業評価の現状評価が「Ｂ：普通」で、施策貢献度の星印は一つとな

っています。一方で、生活困窮者就労準備支援事業は指標として選ばれ、指標重要度の

割合も30％と高くなっています。この判断の違いをご説明ください。 

なぜかと言いうと、シルバー人材センターでの就業には、生きがいづくりとか、経済

的な理由とかいろいろあるでしょうが、同じ就労の機会を提供する事業であると思われ

るなか、片方は指標として選び、シルバー人材センターは施策貢献度が低いという、そ

こを少しご説明いただきたいのです。 

福祉総務課長：  シルバー人材センターでの仕事は、実情としては就労と言えるようなものではなく、

生活ができる程度の収入が得られるものではありません。なので、生活に困っている人

はシルバー人材センターではなく一般就労を求めます。シルバー人材センターも社会参

加には違いなく、高齢者の就労は非常に重要で、もっと積極的に就労の場を提供できる

ものでなければいけないと思っているのですが、今どちらが求められているのかという

意味では、生活困窮者支援というのは意義があると思っています。 

Ｇ委員： それから、この施策には構成する計画事業が 15 事業あります。それぞれの事業の 29

年度予算額を見ると、ヘルプカードの作成は 60 万円、視覚障害者の情報・コミュニケ

ーション支援事業は 11 万円となっています。これらは新しい事業であり新規事業とし

て頭出しをしたいという意図があるのかと思うわけですが、こういった事業は既存事業

の中に組み込んで、事業を再編成するという考えがあるのかどうか。また、重度心身障

害者「土曜余暇教室」事業なども 269万円の事業ですが、これは障害者文化活動推進事

業ですとか、他の文化事業と統合させるというような努力をされて、この施策にぶら下

がる事業数をもう少しコントロールするというお考えはないのかお聞きかせください。 

障害福祉課長： 確かに似たような事業は多く、まとめられるかどうかも考えられるのですが、障害と

一言で言いましても身体、知的、精神といった障害種別になっており、身体でも視覚障

害者と聴覚障害者では異なってくるというところがあります。その辺も加味しながら、

今後検討していきたいと思っております。 

福祉総務課長： 福祉は非常に細かい事業が多く、前々から課題になっていたかと思います。高齢者の

事業も簡単には合わせられなかったのですが、幾つか整理してきたつもりです。対象者

が違えば別にというのはあろうかと思いますが、ターゲットが同じで目的が同じであれ

ば、それをまとめる方向でいかなければと思っています。 

Ｅ委員： 今のお話は、区の内部としては当然のお話かもしれませんけれど、外部から見て重要

なのは、こういう福祉関連については他の事業以上に費用対効果を見なければいけない
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ということです。小さい予算でも効果が上がっている、認知度が高い、評価がされてい

るというものあるでしょうし、それ以前に法的に決められたもの、区のサービスとして

やられているもの、それから区民の心を温めるようにインセンティブとしてやるもの

と、事業の区分けよりも別の区分けがあってもよいのではないかと感じています。 

福祉の場合はそれほどデリケートな部分もあると思うので、他の分野とは少し違って

考えてもよいのではないかと思います。 

外山副委員長： ありがとうございました。質疑応答はここまでといたします。 

それでは、評価につきまして講評や提言、さらにお手元には妥当性等に対する評価と

して、妥当、おおむね妥当、見直しが必要という３つを挙げておりますので、そのどれ

に当たるか、その理由についても各委員からお話しいただきたいと思います。 

それではお願いします。 

Ｂ委員： 最終の評定としては、おおむね妥当というところです。その理由としては、まず一番

もったいないと思われるところとして、障害者の指標のところは、他のものをお持ちで

あるならば、そちらをお使いになられたほうがよろしいかと思います。 

それから、なかなか難しいでしょうし、グレーゾーンが出てくることも重々承知で申

し上げますと、やはり施策対象のターゲットはぼんやりさせない、明確にすることが大

事かなと思います。 

先ほども、元気な高齢者とはどのような方かといった時に、介護認定を受けていない

高齢者がまずは該当しますということで、それは確かに指標としても取れているのです

が、他方、要支援などの軽度の方も参加できるようであれば、その方たちもターゲット

にしますということになると、少し広がってきます。やはり、介護認定がいらない、す

ごく元気という方と、何らかの支援が必要という方とでは、また変わってくることもあ

るでしょう。そのあたりは、連携をさせること、どちらかに移行することが前提で、ま

たはグレーゾーンがあるということを分かりながらも、一応の区別というものを常に確

認し続けることは必要になると思います。 

そうすることによって、高齢化の度合いが高まってきたときに、今の定義でよいのだ

ろうかという見直しにもつながっていくと思います。また、職員個人の裁量の幅を余り

大きくし過ぎてしまうと、担当者によって解釈が異なってきて、制度の安定性等から考

えると、よろしくないかもしれません。そういった観点からも、ターゲットがどういう

ものかというところは、職員間の一致を図る必要があると思います。 

外山副委員長： 次の委員お願いします。 

Ｅ委員： 私もおおむね妥当とさせていただきました。一つだけ申し上げますと、共生とか社会

参加ということについて、職員の皆さんがしっかりとイメージをされて、話し合ってや

っているのかというのが、少しだけ疑問に思いました。ぜひその辺は、これからもずっ

と続くことですので、今の区において求められる社会参加、共生社会というのはどうい

うことなのか、ご議論いただければと思います。 

外山副委員長： 次の委員お願いします。 

Ｇ委員： 私もおおむね妥当だと思っております。その上で何が足りなかったのかという視点で

意見を申し上げますと、施策評価表の中の施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析

欄には、今後の少子高齢社会の進展を踏まえると、より多くの高齢者が参加するような

事業展開を検討していく必要があると記載されています。そうであれば、高齢者の社会
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参加、あるいは地域に参加するということがどうなのかについて、もっと分かるように

事業を見せていただければ、この施策はさらに良くなるのではないかと思います。 

また、この施策には、ハンディキャップがある人を社会全体で支えようという福祉的

なところと、高齢者にはもっとプラスアルファをしていこうという、そういう二つの価

値が混ざっているように思えるわけです。それは質的に違っていて、地域における自立

生活支援、あるいは社会参加の促進という中で、同列というか、同じようにはいかない

ものではないかという気がいたしました。 

ですので、そういった沢山の事務事業が同じ施策にぶら下がっているわけですけれど

も、毛色の違う事業については、もっと際立つような評価の仕方を工夫していただいて、

施策あるいは事務事業の再編成というものを不断に検討し、再構築していくことをお考

えいただいてもよいのではないかと思いました。 

外山副委員長： 私も、おおむね妥当ということで評価をさせていただきます。目標値の設定ですとか、

あるいは中間的就労などの意味の説明といったものが、きちんとできればよいのではな

いかと感じました。指標の選択については先ほど言及したとおりですし、細かい部分を

除けば、今後のことも考えながらおおむね妥当ということです。 

最後に総括という意味で、感想を申し上げたいと思います。今日お聞きしながら、大

学の一教員として、学生が何かお手伝いできることはないのかと思いながら聞いており

ました。区内には福祉関係の学部を含む多くの大学があります。特に、高齢者分野につ

いては、若者の力というのが大きな力になるのではないかと感じながら、お話を伺った

次第であります。 

それでは、以上をもちまして、施策評価における外部評価を終了いたします。 

３．その他 

外山副委員長： 最後に、事務局から連絡事項等があればお願いします。 

企 画 課 長： 次回の政策評価委員会は10月16日開催を予定しております。今年度実施しました外部

評価について、課題の整理等を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

外山副委員長： これにて閉会といたします。ありがとうございました。 
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