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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 4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 10月 16日（月） 18時 30分～20時 00分 

開催場所 庁議室（本庁舎 5階） 
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（１）行政評価の課題整理と今後の予定 

（２）その他 
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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)・大﨑映二（行政アドバイ

ザー）・水島正彦（豊島区副区長）・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

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４回の政策評価委員会を開会いたします。 

本日の議事、進行について、初めに事務局からご説明ください。 

企画課長： 今年度の政策評価委員会では、本格実施を開始しました施策評価の外部評価を前回

までの２回、４施策に対して行っていただき、区の内部評価の妥当性や評価手法など

について、ご意見、ご示唆を賜りました。 

本日は、その２回の実施におきまして、委員の皆様よりご指摘をいただきました、

ご意見、ご指摘のうち、全庁的にフィードバックが必要と考えられる課題への対応方

法等について、事務局からご説明をさせていただきまして、来年度へつなげていきた

いと考えております。よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（1）行政評価の課題整理と今後の予定 

原田委員長： これより議事に入ります。先ず資料４－１のご説明を事務局よりお願いいたしま

す。 

行政経営課長： それでは、資料４―１と参考資料として別紙４－１をご用意ください。 

まず、資料４―１をご覧ください。項目ごとに、委員の皆様より頂戴した意見・指

摘事項とその対応方針ということで整理をしております。 

初めに「指標」についてです。１点目として、できる限り補助指標を設定すること

が望ましいというご指摘でございます。対応方針ですが、補助指標・満足度指標の設

定については、評価マニュアルに適切に記載し、庁内の周知を図ってまいりたいと考

えてございます。 

指標の２点目としては、右肩上がりの指標だけでなく、満足度などの中身を測る分

析をしていくべきというご指摘でございます。例えば、別紙４－１でみると、地域区

民ひろばの子育て世代を含む年齢層の登録率、あるいは区民集会室の利用率というこ

とで、言ってみれば数字でなおかつ右肩上がりを期待するような指標の設定となって

おりますけれども、やはりその満足度という視点も重要だろうというご指摘でござい

ます。これに対する対応としては、やはり指標の考え方についてマニュアル等に記載

をし、周知をしていきたいと考えてございます。 

３点目は、隔年あるいは３年ごとといった調査データを成果指標とすることが適切

かというご指摘でございました。これにつきましては、施策の達成度を測る上で重要

な指標であれば、成果指標とすることは妥当であると、区としては考えているところ

です。ただ、それが、例えば数年間ずっとその数字というところにつきましては、適

切な補助指標を設定することで、経年で成果を測ることができるよう工夫をしていく

べきだと考えているところでございます。 

 次に、「施策達成状況」のご指摘についてです。達成状況分析については、各事務

事業の実施結果によるエビデンスを示しながら説明していくことが、信憑性の高いも

のになるというご指摘でございました。別紙４－１の７頁をご覧いただきますと、治

安対策の推進における記載がございます。例えば、環境浄化パトロール、これは区民、

地元住民への強い姿勢を示す効果があるとか、あるいは、地元から客引きが減った等

の声が寄せられているなどのように、感覚的な表現といいますか、そういった記述に
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なっております。こうした点については、可能な限りデータを示しながら、客観的な

裏付けに基づいた記載に努めることとしたいと考えてございます。 

次に、「施策貢献度」についてです。１点目として、施策貢献度の設定は、事業の

事後的な評価で設定しているのか、それとも将来の期待値も含めて設定しているのか

がはっきりしておらず、全体として統一したほうがよいというご指摘でございます。

対応ですが、区としては、過去の貢献度に将来の重要度も含めて総合的に判断し、貢

献度の割振りを行うという考え方でございます。事業によってまちまちにならないよ

う、評価マニュアルに明記し、周知をしていきたいと考えてございます。 

２点目の指摘として、事業特性が義務的事業に該当するもので、義務的部分と区の

政策的部分がある場合は、それぞれの部分が分かるように記載したほうがよいという

指摘でございます。今回の施策評価において義務的事業については、施策貢献度の欄

は義務的事業と記載する形でした。しかしながら、義務的事業も施策の貢献度という

点からすると、非常に重要な事業であるという場合がございますし、また義務的事業

ではありますが、区がそれに上乗せをすることで、政策的な部分も含めて事業として

行っているものも中にはございます。こうしたことも踏まえますと、単純に義務的事

業ということで優先順位から外すという考え方がよかったのかどうかという点があ

ろうかと思っておりますので、義務的事業の区分方法については、どのような形がよ

いのかを含めて、見直しをしてみたいと考えてございます。 

次に、「施策を構成する事務事業」についてです。こちらについては、予算規模が

小さい新規事業が施策を構成する事務事業となっているが、既存の類似事業に組み込

んで事業を再編成するという考え方はないのかというご指摘でございます。例えば、

別紙４－１の10頁の施策を構成する計画事業に「障害者用ヘルプカードの作成・普及

事業」というのがあり、これが85万円という事業でございます。こういった事業につ

いて、どうなのかというご指摘です。対応としては、類似重複事業するものは整理す

るというのは基本的な考え方でございますので、事務事業の単位について見直しを行

い簡素化に努めたいと考えております。ただ一方で、事業費の多寡にかかわらず、事

業として頭出しをしていきたいという判断も場合によってはございます。そういった

ことも含めて、計画事業は未来戦略推進プランとの整合性を図りながら、見直しを検

討してまいります。 

最後に、「全体の記載」について、区民にとって分かりやすいということを意識し

た評価表の記載方法・表現を再考する必要があるというご指摘でございます。それぞ

れの評価表を見てみますと、記載事項について、例えば、文章の量ですとか、あるい

は箇条書きであったり通常の文章であったりと、やや見にくいような部分もあろうか

と思います。簡潔・明瞭な記載に努めてまいりたいと考えてございます。 

以上が外部評価でのご指摘事項に対します区の対応方針ということでございます。 

原田委員長： ありがとうございました。 

この間、２つの班に分かれ、それぞれが二つの施策を２回に渡って、主管部局と一

緒に評価のレビューを行ったわけですけれども、本日はその総括的な審議ということ

であります。 

私は、施策の貢献度などについての内容や、全体的な今後の動かし方も含めて意見



29 第 4 回会議録（291016）.docx 

- 4 - 

があるのですけども、まずは、皆様方からご意見があれば、伺いたいと存じます。 

Ｄ委員： 確認をさせてください。指標についての２点目、右肩上がりの指標の向上を求める

だけでなく、満足度などの中身を測る分析というところですが、これについては、利

用の場合は混雑度などもあるので、ただ増えればいいという話だけでもないというこ

とを申し上げた記憶があるのですが、その話なのか、そうではないのか、教えていた

だけますか。 

行政経営課長： これにつきましては、満足度についても、評価するに当たっては指標として適切に

設定していくという、もともとそういう考え方を持って臨んではいるところですが、

なかなか、それが有効に使われてなく、結果として、数字で語るような形の指標設定

になっているということがございます。それについて、定性的な部分もありますけど

も、区民の満足度というある意味非常に重要な部分について、そこのところに意識を

当てて、施策の達成度を見ていくということも必要なのではないかというように理解

をさせていただき、このような整理としているところです。 

Ｄ委員： この右肩上がりの指標という場合には、最終的に適正値みたいなものもあるという

ような話が一つ考えられるのと、これと満足度の話というのはつながるのかなと。満

足度自体はとても大切な話だと思うのですが、この右肩上がりの指標という話と、満

足度というのは、何か違うような気が、別に分けた方が良ように思いますが、いかが

でしょうか。 

Ｇ委員： 私もこの件については意見を出しておりまして、アウトプット指標ばかりで、アウ

トカムの指標をとるのは難しいということですけれども、もう少し中身を、例えば、

施設の利用であれば、施設の開設目的、利用目的にあわせた指標を工夫して取るよう

にしたらどうかというふうに申し上げたところです。満足度というのも、もちろん良

いとは思いますが、いずれにしても、アウトカムの話かなと思っております。 

事務局： 補足でご説明させていただきます。頂いたご意見としては、例えば、施設の利用と

いうことであれば、利用率であれば100％を目指す、あるいは利用者数でいうと青天

井みたいな形で目標を言っていけば切りがないというような感じになってしまうの

で、例えば利用率なら50％でいいものとして、そこからさらに満足度というところ、

実際に利用してもらう方たちにとって、満足できる施設にしていくために、満足度を

測っていくというような考え方というのが、指標の取り方として、あっても良いので

はという意見でございました。なので、そういった視点も考えていくほうが良いので

はないかということでまとめたものです。 

Ｄ委員： そうおっしゃられると、利用率が50％まででは満足度というのは指標として重要性

が低いと聞こえてしまうので、やはり利用者数と満足度というのは、平行というか、

別の話であって、一緒に書かれてしまうと何となく抵抗を感じるのですが。 

Ｅ委員： 私も違う意味で、利用者数や利用率だけの指標ではないところをというお話をした

のですが、例えば、利用者数、利用率の中身はどうなのかという話で、豊島区ならで

はの課題がもしあったとしたら、子育て世代の地域区民ひろばの利用率とか、ひとり

暮らしの高齢者の数とか、そういうもう少し踏み込んだところを頭に描いて、目標も

設定し、調査もされたらいかがでしょうかということで、多分、満足度とは少し違う

ところだと思うのですが、そんなお話をさせていただきましたので、数ではない、そ
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の質、中身みたいなところというのは、もう少し考えられてもよいのかなと思いまし

た。 

Ｃ委員： 先ほど、Ｇ委員がおっしゃった点が私は非常に重要だと思っていて、施設を例に出

せば、施設の設置目的というのは当然、条例上書かれていて、本来そこがどうかと。

仮に、実際のニーズよりもキャパシティが大きく作られてしまった場合、稼働率や利

用率というところでは、例えば先ほどの話で言えば、50％が既に上げ止まっているけ

れども、稼働率だけを問題にしてしまうと、本来の設置目的から利用者の制限を外し

て、ただ増やして使ってもらえればいいというふうにいってしまうと、それは成果を

表している形にはならないので、目的に合わせたところを把握して表現していく必要

があるのではないかということだと、よくわかります。 

原田委員長： 他にはいかがでしょうか。 

Ｂ委員： 満足度と利用の関係ですけれども、満足しているから利用率が高まり、そして利用

を繰り返して、リピーター率が高まっているということであるならば、まさに、この

利用率、利用者数というものが、その利用者の満足度をあらわすのではないかと思い

ます。 

逆に誰がその情報を見るのかというところを、やはり意識する必要がありまして、

満足度を示されたときに、誰が満足度を見て、次の行動に、施策を良くするための行

動につながるのかというところを意識したときに、満足したから利用という行動へ移

ったということであるならば、利用率でカバーできますけれども、満足度を示すこと

で何か次の行動につながる指標になるならば載せたら良いと思います。そうでもない

ならば、施策評価ではない別のところで、例えば広報とか、そういったところでお使

いになられる情報としてはよいのではないかと思いました。 

Ｆ委員： 右肩上がりの指標というのは、大体が過去のトレンドを見ながら目標を設定してい

ると思います。ただ、現実は高原状態になる、そういうケースがほとんどだと思うの

です。例えば、がん検診というのは、ある程度の受診率にいったら、そこから更に上

げるのはなかなか大変な面があります。しかし一方で、母子保健というのは100％に

なるようにしなければいけない。それこそ、来ない人に電話をして、「どうされたの

ですか、健診を受けてください」というぐらいの努力をして、100％にしなくてはい

けない。そういうことでは、やはり右肩上がりだけの指標でなくて、満足度と言うか

どうかは別として、別の中身を測るものはあったほうが良いように思います。 

先ほど、Ｃ委員がおっしゃっていましたけれど、施設などは利用率が高いほどいい

のですけども、需要との関係ですよね。それほど需要がないのに施設が複数あったの

では、利用は伸びません。ですから、事業によっては補足的な指標と言いますか、中

身を測るものがあったほうが良いなと改めて思いました。 

Ａ委員： 満足度指標を設定することや、調査データが複数年に１回などの場合に補助指標を

設定することもよいのですが、それらがマニアックになることによって、区民にとっ

てそれが読みにくく、分かりにくくなってしまわないよう、区民に分かりやすいとい

うことと裏腹にならないよう、見やすい、分かりやすい資料というのを構築していく

必要があるのではないかなと思いました。どんどん細かく、分かりやすく数値化する

のはいいのですが、果たしてそれが区民にとっての分かりやすさと合致するかという
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ことも、併せて考えてよいのではないかと思います。 

原田委員長： 他にはいかがでしょうか。よろしいですか。 

では、私から申し上げますが、私が豊島区と関わり始めたのは2006年頃だったと思

います。政策評価に関わって欲しいとお話があり、２年間くらいお引き受けをした記

憶があります。その後、私も海外に行きまして、戻ってきて2012年から再び政策評価

という場面で、この作業をやってきて、この後どうするのだろうというのが、素朴な

感想としてはあります。 

この間、基本計画を策定する審議会の会長を２期に渡ってお引き受けした。最初は

前計画の後期の策定をお引き受けした。そのときに、いろいろ指標が設定されていま

したけれども、後期になると当初設定した指標が使えないという話を多く聞かされ

て、10年間回していくのにどうするのかという話をその当時していました。そして、

今回の基本計画において私が審議会の中でお約束したのは、設定した施策について

は、進捗管理もしっかり政策評価委員会でやっていくということを申し上げました。 

初年度は、この委員会として、試行ということで実施しました。２年目以降、来年

以降もそうなのですけども、進捗管理としての機能をこなしていかなければいけな

い。そのときに、どういう制度設計で臨むかということを、昨年度、この委員会で議

論をして、達成率が目標値と大きく乖離しているもの、要するに上振れがひどいもの、

そして下振れがひどいものをピックアップし、主管部局と議論をしましょうというこ

とだったわけです。今回、取り上げた４施策の評価の我々のレビューの結果、やはり

過剰達成というのは、行き過ぎだったねとか、過小の達成、要するに下回ったのは、

本当にひどかったねというような情報が、この２回の分科会の議論から得られたかと

いうと、残念ながら、そこについては得られていない。そういう意味では、別の観点、

指標についてはこういった点があるよねという宿題は改めて、またいただいたという

ことであります。 

そういう意味では、望ましい指標というのを基本計画の段階から設定していれば、

できたのかもしれないということは言えたのでありますが、もし適切な指標が設定さ

れていれば、どうだったのかということについては、今回得られなかったということ

です。 

こうした中で、来年度以降、どういう施策をピックアップして、まな板の上に乗せ

て、議論していくのかということが、今回はなかなか得られなかったと。他方で考え

てみると、もし、今回の４つの施策に設定されている指標そのものに関わる問題とし

て、今回のピックアップがなされたとすると、裏返して言うと、指標上は全然問題な

い100％プラスアルファぐらいであるけれども、もっと本当は大きな問題が施策上あ

るという可能性も否定はできないということであります。 

ですから、差し当たり、今回の４つに関しては、たまたまそういうことがわかった

ので、ほかも全部そうだとは言えないのですけれども、果たして、どうしたらいいの

だろうかというのを、基本計画を描いてきて、そして、政策評価のほうでチェックを

しましょうといった責任者の一人として、すごく悩むものなのです。 

Ｃ委員： 難しいのですが、私は、評価は評価自体として精度を高めるというか、記述水準を

上げていく。あるいは問題点があれば、指標の修正なり、追加なりをしていくという
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ことは片方でやりつつ、もう片方はやはりそれぞれの現場が、これを使いながら、次

年度どうしようかということを考えていくというふうに仕向けていくことが何より

必要だと思うのです。そうでないと、評価表作成事務になってしまいます。各部署が、

例えば課長中心にマネジメントを現実にやっていきましょうというタイミングは予

算要求しかないわけで、予算要求にどう反映されたのかということを、毎年繰り返し、

問い続けていくというか、評価表との関係としては、施策評価、事務事業評価との関

係を予算要求の段階で、ちゃんと関連づけの説明を求めていくということをやってい

けば、現実に使われていくものになっていくと思うのです。 

そうでないと、本来は総合計画を見ながら、その進捗を見ながら、行政は進めてい

くのだというのは頭では分かっていても、それが自分の所管する予算に全く反映され

ていないで、前年どおりの予算要求を課長が見逃していたならば、何も変わっていか

ないということになりますので、そういう事務レベルのところに行政経営課として働

きかけていく、あるいは財政課として連動して働きかけていくということをやる必要

があるかなと。そうすれば、評価表の精度も上がっていくのではないかと思います。 

原田委員長： つまり、進捗状況の管理という観点だけではなくて、主管課からすると、日常的な

年度に必ず一度はやってくる予算というものに、こういうものを結びつけていくこと

によって、真剣に考える契機とさせるというような話ですかね。 

Ｃ委員： 例えば、資料４－１でいうと、施策達成状況のところにエビデンスを示しながら説

明していくという記述がありますが、これがまさに指標の話であって、これを誰に向

けて説明していくのかというのと、最終的には区民に向けてエビデンスを用いながら

説明をしていく。予算の合理性、あるいは予算が決まった後での、それぞれの部署の

取り組みの合理性というものが裏付けられていくわけで、現場でそれぞれが使ってい

くという観点もあわせてやっていかないと限界があるのかなというふうに思います。 

Ｅ委員： 私どもでは、評価というのは、一部はやはり職員教育、能力の向上というところに

力点を置いていました。どういうことかというと、自分のやっている業務がどこに結

びついて、どういう効果を得ているのか、これをきちんと自分で理解してもらうため

のツールとしてです。 

その点からいうと、今回の豊島区の評価においては、事務事業評価表と施策評価表

が必ずしもリンクしていない感じが強くしました。なおかつ、政策目標ともうまくリ

ンクしていない感じがしました。つまり一人ひとりの事務事業を担っている職員の

方々が非常に苦労して評価をされているけれども、それが施策評価にうまく盛り込ま

れているのだろうか。それが政策目標までどう結びついているのかというのがうまく

表現できていないので、何か苦しいところが文章でも感じられるなというのがとって

もあったのです。 

私どもではどういう指導をしていたかというと、君たちは課長が、ここでいうと施

策評価を書く材料を出しているのだから、課長がそれをうまくまとめれば施策評価が

できるようなくらいの気持ちで書けと。課長の施策評価はそれを部長がうまく政策評

価ができるように書けと。表現は悪かったかもしれませんが、連携、連動をきちんと

考えて仕事をして、評価をしなさいというところで能力の向上を図っていました。 

原田委員長： Ｃ委員の意見もそうでしたし、Ｅ委員の意見もそうだったのですが、評価結果その
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ものを使うということだけではなくて、予算要求のレベルなのかどうかはわかりませ

んけれども、評価の行為を重んじているということになるのでしょう。 

私も基本的に、ずっとそう思ってきたのですけれども、そうなると先月の２回のそ

れぞれ４施策についての評価のレビューというのは、一種のトレーニングであるとい

うふうに位置づけてしまえば、比較的気持ちは楽になるわけです。他方で、企画課長

からすると、それはそう単純に言われると、ちょっと困ってしまうと。要するに基本

計画の後期に向けた見直しの際、どうなったのかとなったときに、まだ指標の設定を

修正しているところなので、もう少しお待ちくださいみたいな話になってくると、企

画課としてはもたないというところもあるかなと思います。 

ですから、どこかで、そのトレーニングということは非常に重視しながらも、使っ

ていくというところに、ある程度移行する。極端に言うと、指標がうまくできていな

くても、使ってみる。そうすると現場は、こんなの使えませんよ、こういうふうにし

ますというふうにするか、これはすごい療法で、ノンエビデンスに基づく仕事を我々

としてやれということになるような気もする。今回の４施策は目標値と特に大きく乖

離があったものを選んでおり、全般的なマジョリティではないと思いますけれども、

そうかどうかという確信がとれない中でどうしたものか、２年後とか３年後とかとい

うものを考えてしまうのです。 

Ｄ委員： 今回は極端な達成率の施策が選ばれたのであって、むしろ、指標として不適切なも

のが出てきたのであり、そこに選ばれてなかったのは案外適正だったのかもしれない

と考えているのですが。 

原田委員長： なるほど。その仮説も成り立ちますね。先ほどＦ委員がおっしゃったように、高原

状態にいっているものもあるかもしれない。そうすると、去年と比べていきなり10％、

20％上がってくるということもないだろうと。もし上がるものがあるとすると、元々

もう上がっているだろうと。むしろ、今回ピックアップしていないものは指標の設定

がうまくいっているのではないかという仮説ですよね。 

そういう意味では、チョイスするべきではないほうからチョイスをしたのかもしれ

ないということもあるのですが、ただ、我々としては、やはりおかしいのを見ていく

というのは、そんなに間違っていないと思うので、そこだけ正せたということである

と、むしろ真ん中に寄せる、その作業の一過程であると考えることもできるかなとい

う気がいたします。 

Ａ委員： 今、おっしゃっていたサンプリングの取り方ですが、これはやはり重要であって、

今回は少しそういうものに偏りといってはおかしいですが、極端過ぎたかなという反

省はしなくてはならないと思います。 

それから、職員のために、今後のためにやる部分と、やはり区民への説明責任を果

たす部分とが両立するかどうか、そこをきちんと議論をして、まずは、どっちかにや

って、それをかみ砕いていくとか、そういうことは少し考えないと、同時はここへ来

て難し過ぎるとか、そこを言われても職員の方はなかなか大変なので、その辺のとこ

ろは役割分担というのですか、していってもいいかなと思います。 

Ｆ委員： 同じようなことかもしれませんが、行政は議会のチェックを受けるわけです。事務

事業評価も極めて重要な議会の目で見ていただかなくてはいけないのです。事務事業
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評価の結果に対する議会からの質問としては、経費の削減はどのぐらいだったかとい

うものが多く、実際に数字でお示しすることはなかなか難しいところもあります。 

一方で、職員に対しては、事務事業評価でこういう指標のもとに、こういうサービ

スをやると。先ほど来、委員の皆さんがおっしゃるように、行政評価というものはや

り方次第で、職員に対して物凄い効果があると考えております。 

Ｂ委員： もっと先に発言すればよかったのですが、先ほど原田委員長の提起された問いを理

解するならば、どんなに適切な指標設定をしたとしても、それが実際には、現実に何

か大きな問題を見逃している可能性が出てくるのではないかというような、そういう

現実とのずれみたいなものが、時間の経過とともに現れていくのではないか、という

ふうに読み取ったところです。その場合、確かに指標が全てを物語ることは難しくて、

ロジックモデルというものを皆さんご存知だと思いますけれども、評価を行う上で

は、どのような資源をインプットして、それを使ってどのような活動、アウトプット

をして、そのアウトプットの結果、どのような人々の考え方が変わり、そして行動が

変わり、そして社会的な改善をしたいという課題が変わったのかというインパクトに

つながるという発想です。そのロジックモデルに依拠して、目標を設定して、資源を

入れて、それでアウトプット活動をしてというふうに、指標を作っているわけです。 

そのロジックモデルそのものの、やはり制約の話をなさっているのかなというお話

もしまして、あくまでも、全てのインプット、アウトプット、アウトカムの関係とい

うのは、仮説にありますので、まさに原田委員長がおっしゃったような、それはあく

までも仮説なのだという意識を共有するということは、大変大切であろうかと思いま

す。 

まず、それが出発点になりまして、先ほど来、ご意見を聞いていて思いましたのは、

やはりゴールは何なのかと。この施策のゴールは何なのかということを議論するとい

う、その議論のための土台みたいなものはすごくきちんとお作りになられているの

で、その土台を使いながら、関係者と議論を続けるということが一番あり得る現実的

なやり方だろうと思います。 

ただ、２点目としてありますのが、今、評価の結果の利用とか、資料４－２につい

てのご説明はこれからだと思いますけれども、評価結果の反映といったときに、さま

ざまなアクターが多分、評価者の中にも、いろんなものを想定なさっているのだと思

うのです。議会の話が出てきたり、区民の話が出てきたり、それから職員の方の日々

の運営の話が出てきたりするわけですけれども、その評価という情報が、現場レベル

で、すごく小さな回り方をする、評価の指標を見ながら、その現場の改善をしていく

というものもあるでしょうし、資料４－２のようにもう少し長いスパンで予算過程と

いう、その長い輪の中に、ループの中に入れて話をするというのもあるでしょうし、

もっと大きなループとして、議会に対しての審議の場で使ってもらう、予算編成の議

論の中で使ってもらうという、評価の情報というものを小さな現場でのループを回し

ながら、さらにそれをもう少し大きなループというふうに、また、区民のループとい

う、最も大きなループというそういう発想で使うということがあるのではないかなと

思います。 

ですから、３点目になりますけれども、先ほど、Ｆ委員からのお話にもありました
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が、評価をすれば経費が削減できるというのは、どうも事業仕分けの影響なのか、そ

ういうようなイメージを非常にお持ちのところが多いようですが、豊島区ではロジカ

ルモデルに基づいて、インプット、アウトプット、アウトカムの発想で、全てきちん

と指標をお立てになられているので、ある意味、こういうものですよというお話をし

て、認識を少しずつ変えていくという、そういうことが必要なのかなと思います。 

それは諸外国でも、これはこういうものですと、こういうふうに使うもので、その

結果、ここの予算が削減されることもありますし、逆に、ここの予算が削減されると

効果がこういうふうに削減されてしまうことになるのでと言って、日々、業務の中で

おやりになられているロジックモデル的な発想でお話をしていくということで、そう

いうことなのかと、事業仕分け的な評価結果でいったら、すぐに削減されるというも

のではないという、そういう知識の共有みたいなものは必要かなと思います。 

少し元に戻りますと、多分現場の職員の方で求められているのは、評価指標を使っ

て、そしてすぐに短期的なスパンで業務に反映させていくという、そういうところが

どこまでできているのかなというところは疑問にありまして、そのときには、現場の

現業で動かしている人たちにそれを全て委ねてしまうのは、結構酷なのではないかと

思います。むしろ、評価専門担当官ではないですが、政策経営部の方が担えるのか、

全部できるとは思いませんけれども、定期的に何かお困りのことはありませんかと、

指標どうですか、役に立っていますかというふうにして、指標が本当にどう活用され

ているのか、定期的に現場に確認をしてみるという、評価専門官ではないですけれど

も内部評価の仕組みはどこか必要なのかなと思います。諸外国の例が頭の中にあるわ

けですけれども、内部評価者という評価者がいて、その人たちが、定期的に何か困っ

ていることはありませんかみたいな、そういうようなことがあればいいと思うのです

けれども、それを全部現場の方にお任せをするのは、ちょっと難しいかなと思います。 

原田委員長： たしか事務局で、昨年度の試行実施の際に、ロジックモデルみたいなのを作ったと

思います。ところが、やはり現場ではできていないのです。こういう指標がいいので

はないがということでぽんと置いているだけで、どうしてこういうところに、この事

業のラインナップや施策がいくのというところを、ロジカルに論理的に導いたわけで

は決してないんですよね。事務局如何ですか。 

事務局： 委員長がおっしゃるように、昨年度試行した際に、施策への影響度を大きい順から

並べて整理をするというロジックツリーを作りました。ただ、今年は本格実施の初年

度だということもありまして、そこまで所管部局に負担を掛けるのはどうかというこ

ともありまして、作成を義務づけるという判断を見送ったところです。今後は、そう

いったこともやはり考えていきたいと思います。 

原田委員長： まだ、そういう意味では、区全体でもそうした発想で、最終的なアウトプット、ア

ウトカムみたいなものが、どうやってもたらされるのかということについて、ロジカ

ルに、事業と施策を並べて考えてみることに成功しているわけでは、どうやらなさそ

うですね。 

Ｂ委員： きれいなものを作ろうとなさると思うのですね。しかし、それはなかなか難しいこ

ともあるかと思いますから、もちろん、なるべくそれを目指すわけですけれども、や

はり議論をすると。担当者同士で議論をして、こういうことなんだ、こういう目標が
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あるんだこの施策はとして、先ほど、Ｅ委員からありましたけれども、日々の業務の

中でそれを意識し続ける。そうすると、自ずと指標の意味とか、自分がやっている行

動が何のインパクトに影響を与えていると考えればいいのか、その意識づけをしてい

く。そういうことが大事かなと思います。きれいなロジックモデルを作る必要はない

かと思います。できれば、そうなったらいいですけれども。 

原田委員長： これもやはり評価をするという行為そのものを重要視するということですね。 

Ｂ委員： そうですね。そうだと思います。 

原田委員長： おっしゃるところ、そのとおりです。それで全然間違っていないと思うのです。望

ましい方向だと思うので、きれいなものでなくても、来年度の施策評価に当たっては

所管部局が作成して、点検してもらうということは大事だと思います。ただ、これを

ずっとやっていると、また数年後の後期の見直しまで、すぐに来てしまうだろうなと

いう気も他方でするのです。 

どうしたものかなと。先ほどＤ委員の発言に少し救われていて、期待が持てたよう

な気がするので、今年度の判断だけで何かを見切ってしまうということではなくて、

もう少しど真ん中で、普通の順調に進んでいるものをピックアップしてみると、適切

に指標が設定できているということになるかもしれません。 

私は、素朴に、区役所の人たちが、これだけ何十万人もの人たちを相手にして、一

定の経費をかけたとしても、そんなに極端に世の中を変えられないというふうに思っ

ているのです。そんなに直ぐには変わらない。少しずつ変わっていきます。１年間で

一遍に変わることってないので、そういう意味では、指標がやはり飛び出ていたり、

低くなっているというのは、相当世の中の変化が激しいか、何か設定し間違えている

のではないかという可能性は常にあるだろうなと思っています。そういう意味でいう

と、先ほどのＤ委員の意見というのは、そうかもしれないですし、そういうのをやは

りピックアップして、実施してみる必要があるかなと思います。 

Ｇ委員： 議論するために評価があるというのは、そのとおりだというふうに思っています。

問題は議論ができない風土ということかと思っています。Ｆ委員からもありましたよ

うに、評価というのは、打ち出の小槌のように思われていて、評価をやったら今年は

幾ら成果が出るのかということについては、また別の見方でされておるようですの

で、なかなか評価がそういう意味では、深化しないということかもしれません。 

なぜ、その議論をされないのかということは、やはり議論の仕方が問われないから

なのですが、担当者とその上司の係長、あるいは課長とかと、なかなか議論をすると

いう文化がないということだと思っています。率直に言いますと、その指標が洗練さ

れないというか、発展していかないのも、そういう議論がないからかもしれませんが、

問題はその指標が違うのではないか、もっと新しい指標があるのではないかという、

あえて反対側の意見を言う人間を育てていかないので、いつまでたっても、前例の踏

襲しかないということではないかというのが、私の仮説でございます。 

Ｆ委員： 行政職員はディベートが不得手なところがあります。議論をするという訓練、若い

職員に対して是非、取り組んでいきたい。その必要性があると思っています。そうい

うものがベースにあると、こういう議論に関しても、全然、展開が違うのではないか

なと思います。 
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原田委員長： そういうところもあるでしょうね。 

一つに、今回の児童虐待のほうで議論したときに思ったのですが、総合計画の指標

はその当時、一定のディスカッションをして載せたものです。その指標に対して、や

はりこれは守らないといけないもので、達成すべき指標として設定したのだから、そ

れに基づいて測るのだ、測定して評価をするのだ、というふうになるわけですけれど

も、児童虐待の事例が典型的でしたが、数年たつだけで、陳腐化したとは言いません

けれども、大分、状況が本当に厳しくなっている。今まで以上に、区民の方々の意識

や警察の方々の協力が出てきていて、やはりその指標で測るということに対して、た

めらいつつも、約束しているので、一生懸命無理して説明しているという感じが非常

に強いと感じました。 

例えば、後期の総合計画を見直すときには、当初はこういう指標を立てましたけれ

ど、今度はこうやってやりますというようなところの、ある種の柔軟性みたいなとこ

ろは必要だと思います。そうでないと、先ほどＦ委員がおっしゃったような、ディベ

ートをして、あるいはＧ委員がおっしゃったように違うこと、反対側のことを言って

みるとこういう指標ではなくてこういう指標がよいのではないのかという議論を、む

しろ押さえつけてしまうことになると。 

ですから、それはやはり、お二方がおっしゃる組織文化、結果的に整合的になって

しまってよくないのだろうなという気はします。その時に、区民に対する約束という

ところをどう考えるかということは、一つ議論としてあるかなという気はいたしまし

た。 

Ｅ委員： 同じことなのですが、所管部局とやり取りをした際に、やはり職員の方から、この

指標でいいのでしょうか、どうしたらよいでしょうか、というような、ちょっと迷っ

ていらっしゃったり、何か良い知恵はないでしょうか、みたいなお話をいただきまし

た。その場ではすぐ出さなかったのですけれど、今、委員長がおっしゃられたような

ことだと思いますし、それから外部委託も増えてきて、予算も少なくなってくると、

この指標以外にやりようないではないか、自分のやり方としても両手両足を縛られて

いるのだみたいに思っていらっしゃるのではないかというのを感じたところです。そ

ういう時には、ディベートですとか、いろいろ庁内で話し合うのも必要なのでしょう

けれども、やはり自由に、広く相談ができたりとか、あるいはファシリテーションの

ような手法を職員の方々に導入していくことも検討してはどうかなと思いました。 

Ｃ委員： 幾つかお話が出たところで、まず内部のディベートの話ですが、若い年代の職員の

方は慣れているのですが、上のほうの年代の人たちはなかなか難しいと感じていま

す。ただ、これは慣れというか、議論をシンプルにしていくことを心掛けていくと、

みんなでだんだん良くなっていくのかなというふうに思います。 

もう一つ、Ｂ委員の話を伺っていて、専門官というお話が出たのですが、聞きなが

ら思い出したのはもう10年前の話なのですが、ある市で各部に行政評価推進員という

役割の担当官を課長職で置いたのです。ただ成功はしなかった。それはミッションの

権限を明確にしていなかったためで、ただ形だけ置いたというものでした。おそらく

ベースは外国か何かのモデルを見て取り入れたのかもしれませんが、今、お聞きして

いて、そういう役割の人を、例えば係長級でも、部内とか課内を見て、行政経営課と
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議論するような立場の人を設けて展開していくと、もう少し機能していく可能性はあ

るかなとそんなふうに思いました。 

原田委員長： 私が勝手なことを申し上げたので、本来予定をしていた方向に議論が必ずしも進ま

なかったのかもしれませんけれども、今後の進め方、来年度以降の回し方、特にもう

ちょっと先の、総合計画の後期の見直しみたいなところまでも意識していただきなが

ら、どう動かしていったらよいかということを、事務局で改めてご検討いただければ

と思います。 

それでは、資料４－２について、事務局からご説明をお願いします。 

行政経営課長： それでは、資料４－２をご覧いただきたいと存じます。 

行政評価年間スケジュールということでございます。この３月からずっとこれまで

も含めて記載してございますが、10月のところでございますが、本日いろいろご意見

を頂戴しまして、この外部評価でいただきましたものについてもフィードバックをし

たいと考えてございます。それを経て、一つは議会への提出、これは第４回定例会の

時期に予定をしているところでございます。もう一つは、内部的には現在もう既に進

めておりますが、来年度の新規・拡充事業の提案を庁内的に今集約いたしまして、そ

れの中身の精査を行ってございます。今後、その新規・拡充事業につきまして、最終

の査定が順次進められていく予定でございますので、その査定の一つの重要な材料と

いうことで、この施策評価、あるいは場合によっては事務事業評価も含めて、活用し

てまいりたいと考えてございます。 

この新規・拡充事業につきましては、採択は12月から来年１月の当初にかけて行う

ことになりますが、これを踏まえて、最終的に来年度予算へ反映させていくと、この

ような形で進めてまいりたいと考えてございます。 

先ほども、いろいろご指摘もございました予算への反映というのは、これまでも新

年度予算を組みますと、行政評価の結果がどういうふうになっているのかというの

は、議会から問われる場面もございます。これまでもそれぞれの評価につきまして、

その評価結果について、例えば拡充と評価したものが、予算ではどうなったのか、あ

るいは、休止・廃止になったものは予算でどのように取り上げられたのかという部分

につきまして、きちんと説明をしていかなければいけないと思っておりますので、そ

ういったことも含めて、このような形で、来年度予算へ反映させていきたいと考えて

いるところでございます。 

資料につきましては以上でございます。 

原田委員長： 外部評価としては、我々が行ったのは、今年４施策でありますけども、庁内的には

全庁に渡って事務事業評価も、またそれぞれの施策評価も行われているということで

すので、それが、この場に上がってこないものも含めて、最終的な予算につながって

いくということは、今のスケジュールで大体お分かりいただけたのではないかと思い

ます。 

今日の議事といたしましては、今後の予定も含めた行政評価の課題整理ということ

でございました。今年度はこれで終わりにするのか、それとももう一回、今日の議論

を踏まえて予定をされているのか。如何でしょうか。 

行政経営課長： 年度当初は、年間４回程度ということで想定してございました。本日の課題整理等
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も含めて、来年度の評価をどういうふうにやっていくのかということを、改めて整理

をしていきたいと思ってございます。その中で、骨になる部分につきましての考え方

がまとまりましたら、できれば、年度内にもう一度お時間を頂戴して、ご意見を賜り

たいと思ってございますので、現時点で日程等については未定でございますが、その

ように進めさせていただければと考えてございます。 

原田委員長： わかりました。年度末に向けて、だんだん忙しくなる時期ではありますけれども、

試行錯誤がずっとではないですけども、続いているのでありますが、より良い評価制

度、外部評価制度の構築に向けて、何らかのアイデア出しがあるといいなというのが

私からの期待でございます。こういう議論で今日はよろしゅうございますか。 

それでは、次回は年度末に向けてということでございますので、本日の第４回の委

員会をこれにて終了といたします。皆様、熱心な議論、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

会議の結果 
（１）施策評価の外部評価を実施した結果を踏まえ、行政評価の課題等について意見

交換等を行った。 

提出された資料等 

【資料】 

資料４－１  外部評価での意見・指摘事項と対応方針 

資料４－２  行政評価年間スケジュール 

【別紙】 

別紙４－１  平成 29年度施策評価表 


