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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 5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 30年 1月 30日（火） 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． 議事 

（1）平成 30年度行政評価の実施について 

（2）持続可能な予算編成システムの方向性について 

（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）・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）・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

欠席３名 

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： これより政策評価委員会を開会いたします。本日の議事は２件でございます。事務局

より議事の内容について、簡単にご説明をお願いします。 

行政経営課長： 本日ですが、来年度の行政評価の実施に向けまして、まず評価方法の見直しの案と、

実際に評価を活用していく予算編成システムの見直しの方向性について、ご説明をさせ

ていただきます。その上で、委員の皆様からご意見等をいただき、それらを踏まえて来

年度の実施につなげてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

原田委員長： 今日ご議論いただくのは、我々が実際に外部評価として何をやるのかということでは

なく、庁内でどう行政評価を動かしていくのか、どう制度改革をするのかということに

ついてのご説明だと承知をしております。 

２．議 事 

（1）平成 30年度行政評価の実施について 

原田委員長： それでは、１つ目の平成30年度行政評価の実施について、ご説明をお願いします。 

行政経営課長： 

 

資料５－１「平成30年度行政評価の実施について」をご覧ください。主に３点です。 

まず一つは、予算編成システムへの活用方法の見直しを図りたいということです。見

直しの理由ですが、「資源の再配分」「事務事業の見直し」といった予算編成への活用に

関する機能の改善を図りたいということです。現状としては、予算編成へ活用するにあ

たりまして、事業属性の整理が十分になされていない点があるということで、これまで

も委員の皆様からご指摘をいただいているところです。また、活用するための予算編成

のプロセスが、システムとして整備されていないという現状がございます。そういった

ところを改善していきたいということです。 

二つ目は、来年度も引き続き外部評価を実施してまいりたいと考えてございます。そ

の際の対象施策の選定基準についてですが、今年度と同様の基準で選定をしていきたい

ということです。内容の変更はございません。 

三つ目は、平成30年度のスケジュールです。資料５－３でスケジュール案を記載して

おりますが、今年度と同様の流れで進めていきたいということでございます。 

続いて、具体的な予算編成システムへの活用方法の見直しについて、順次ご説明を申

し上げます。資料５－２をご覧ください。事業属性の分類、評価対象、それから活用方

法の３点について、見直し内容を整理しております。 

まず、事業属性の分類についてです。現状では、事務事業を「義務的事業」、「建設・

整備事業」、「維持管理事業」、「計画策定事業」、「政策的事業」、「内部管理事業等」に区

分しており、その中で、各所管課がそれぞれの事務事業についてどの区分に該当するか

を判断し、分類しているのが現状です。 

これに係る見直しとしては、はじめに事業を予算事業単位で「①法定事業（実施内容

まで法定されている事業）」、「②維持管理事業（施設やシステム等の維持管理等に関す

る事業）」、「③財政調整算定事業（23区共通基準があり、事業量・対象・実施の有無に

裁量がある事業）」、「④任意事業（すべて区の裁量で行っている事業）」の４つに分類し

た上で、①と②の要素がある場合は「Ａ：義務的事業」、③と④の場合は「Ｂ：任意的

事業」に分類するというものです。なお、内部管理事業等については、従来どおりの考

え方です。 
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具体的には例１のとおり、予算事業が「①法定事業」であれば、事務事業の分類は「Ａ：

義務的事業」に分類します。また、例３のようにＹ事業という事務事業があって、それ

が「①法定事業」と「④任意事業」の２つの予算事業で構成されている場合は、評価上

は「Ｂ：任意的事業」として分類するという考え方です。同様に例４のとおり、事務事

業が１事業で予算事業が１事業であっても、その予算事業が「①法定事業」とそれに上

乗せをした「④任意事業」的な部分がある場合は、「Ｂ：任意的事業」にするという考

え方です。こういった区分をした上で、その判断を政策経営部で行うというのが従来と

大きく違うところで、これにより分類の精度を高めていきたいということです。 

次に、評価対象についてです。現状は、内部管理事業以外の事業については、事業属

性の分類に関わらず、全て評価の対象にしております。これについて、事務事業分類の

精度を高めた上で、「Ｂ：任意的事業」に分類された事業のみを評価対象とし、「Ａ：義

務的事業」に分類されたものは評価対象外にするということで、メリハリを付けて評価

を実施してまいりたいと考えております。なお、内部管理事業は、従来どおり評価対象

外とするという考え方に変更はございません。 

それから、活用方法についてです。現状としては「Ｃ：縮小」と「Ｄ：終了」、この

評価となった事業は、予算査定の段階で活用をしております。しかし、それ以外の予算

編成にかかる場面では、行政評価はほとんど活用されていないという状況です。新たな

考え方としましては、この「Ｃ：縮小」、「Ｄ：終了」を予算査定に活用するという点で

変更はありませんが、予算編成のプロセス、予算編成システムの見直しを行いまして、

新規・拡充事業の採択判定を行う中で、行政評価を積極的に活用してまいりたいと考え

てございます。つまり、新規・拡充事業を採択する際に、新たに生み出す事業について

の議論と合わせて、ビルド・アンド・スクラップについても同じレベルで査定をする。

新規事業だけでの議論ではなくて、それに伴いスクラップをする事業についても提示し

てもらい、査定をしていこうという考え方でございます。説明は以上です。 

原田委員長： ありがとうございました。 

まずは、事業属性の分類と、それによって評価対象を絞っていくことについてご意見

をいただきたいと思います。今日の議論を踏まえて、庁内で引き続き検討することにな

ると思いますので、外部評価を担ってきた当委員会の委員として、行政内部で評価をす

る仕組みについてどう考えるのかということです。 

ご意見、ご質問ございますか。 

Ｄ委員： ビルド・アンド・スクラップというのは、維持管理事業にも関係すると思うのですが、

これは評価から外すということなのでしょうか。 

行政経営課長： 今後、事業分類を新たにこういう形で分類した上で、「Ｂ：任意的事業」に当たるも

のをスクラップの対象としたいということです。 

原田委員長： 典型例としては、「①法定事業」というのは例えば生活保護、「②維持管理事業」とい

うのは例えば公共施設の指定管理、そういったものが相当するのかなと思うのですが、

これを評価したとしても、やめられるものではないというのが義務的事業というところ

で意図していると思いますけれど、そういう理解でよろしいですか。 

行政経営課長： おっしゃるとおりです。 

原田委員長： そういう意味では、やめられそうなものというのが「④任意事業」であったり、共通
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基準はあるものの実施の有無に裁量がある「③財政調整算定事業」ということでしょう。 

気になるところとしては、義務的事業と任意的事業がどのくらいの割合になるのかと

いうことです。それが仮にわからないとして、従来の区分でいうと、今までは所管課が

この分類をしていたので、政策経営部が判断するところの基準とは違うという可能性が

仮にあったにせよ、義務的なものというのは引き続き存在したわけです。そういう意味

では、それ以外の事務事業がどこに分類されるのかということです。例えば、現行の分

類の「建設・整備事業」、公共施設を建設するというものは、新分類ではどこに区分さ

れるのでしょうか。 

事務局： 例えば、新たに道路をつくるような場合は、基本的には財政調整算定事業ということ

で23区の共通基準に照らしていて、その基準を超えるグレードの要素がある場合は任意

的な事業に入ってきます。一方、既存の道路を舗装するというようなことは、維持管理

事業になるという整理です。 

原田委員長： 区道の整備をするときには、一定の財調上の配慮があるわけで、そういう意味では「③

財政調整算定事業」ということでしょうし、都市計画決定している道路についても決ま

っているということでは一見、法定のようですが、法律でつくることが義務付けられて

いたわけではないということでしょう。 

それと、「計画策定事業」は今後、どこに分類されるのでしょうか。 

行政経営課長： 法定の計画は法定事業、それ以外の場合は任意事業という分類となります。 

原田委員長： 従来の「政策的事業」というのは、任意事業に入るという理解でよろしいですね。 

そういう意味では、分類がこれまでの６分類から５分類になるけれども、中身が精査

された上で、義務的か任意的かということで大きく振り分けられるということです。評

価対象事業数はどのくらいになる見込みでしょうか。 

行政経営課長： この整理をするプロセスでは、一定程度簡素化されるという期待もあったのですが、

概数で申しますと数十事業が対象から外れるという程度で、全体で評価対象事業は約

600事業ありますので、それが半分になるとか、そういうことにはならないというのが

現在の感触です。 

原田委員長： 実際にこのようにきれいに分けて、評価対象が整理されるということはよいのかもし

れません。他方で、義務的事業について、例えば道路の維持管理が華美にすぎるといっ

たものが評価対象から外れることになるわけですが、これは決してほったらかしという

ことではなく、予算査定で見られるという理解だと思います。そういう意味では、評価

をするのか、財政当局が見るのかということの違いになるのかなという気がいたしまし

た。 

（２）持続可能な予算編成システムの方向性について 

原田委員長： それでは、議事２に移ります。事務局より資料の説明をお願いいたします。 

行政経営課長： 資料５－４をご覧いただきたいと存じます。 

まず、予算編成システムの見直しの背景に係る基本的な認識です。大きく２点ありま

して、一つが将来の財政負担への対応ということです。今後、投資的経費や公債費の増

など歳出需要の増加が見込まれているところですので、今の段階から将来の安定的な行

政サービスを行っていくということでの予算編成システムを確立しておきたいという

ことです。 
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もう一点は、ビルド・アンド・スクラップの実効性強化を図る必要があるということ

です。毎年、一定の事業を新規・拡充事業として打ち出すわけですけれども、それに対

する既存事業のスクラップが非常に少ないということで、増分主義の抑制という点でい

うと、なかなかビルド・アンド・スクラップが機能していないという現状があります。

また、現行のスクラップは、既存の事業の継続を前提とした予算の見直しに留まってお

り、制度本来の趣旨である事業の廃止や再構築には至っていないという面もございま

す。近年、新規・拡充事業は増加しており、財源を確保するという視点からも、ビルド・

アンド・スクラップの実効性を強化する仕組みを取り入れたいという考え方です。 

見直しの概要ですが、スクラップ方法については現在、新規・拡充事業の一定割合、

通常は一般財源の50％をその実施する翌年度から２か年に分けてスクラップするとい

う、言ってみればスクラップの痛みが先送りされているというのが現状の仕組みです。

これを、新規・拡充事業のうち、法定事業、維持管理経費を除く任意的事業について、

その一般財源と同額をその事業開始年度とその翌年度にスクラップをするという仕組

みに改正したいというものです。スクラップの開始時期を１年前倒しして、新規・拡充

事業と合わせてスクラップも同時に捉えていくという考え方です。 

具体的な見直し案としましては、①法定事業、②維持管理事業、③任意的事業という

ことで分類した上で、①と②についてはスクラップ額の設定対象とせず、③の任意的事

業について一般財源の100％をスクラップ率にするということです。 

スクラップの実施方法ですが、まず「新規・拡充事業の提案」と「スクラップ計画」

の一体的な査定ということです。提案された新規・拡充事業の採択の場面において、ス

クラップについての議論がなかなかされないというのが現状です。これを、スクラップ

についても同時提案してもらい、一体的に査定をしていきたい。これが第一点です。 

次に、行政評価の活用ということです。スクラップ案を同時提案することと合わせて、

行政評価を活用していきたいということです。 

また、スクラップ率につきましては任意的事業の100％ですけれども、それを１年目

に35％、２年目に65％ということで段階的にスクラップをしていくということです。な

お、ここについては３年間で分ける方法なども考えているところです。 

そして、スクラップ計画の考え方ですが、一つの新規事業を提案する際には、それに

対して同額の事業をスクラップするということでは、なかなか対象経費が捻出できない

ということも想定されますので、一つの事業単位について課全体の既存の事業で考え

る。あるいは、部局内での調整も含めてスクラップ計画を提案するということで進めて

いきたいというのが、現在の考え方です。その際に、スクラップと同等と認めてよいも

のとしては、決算見合いでの削減、また、歳入確保が予算に反映させられる場合、つま

りその新規事業を採択すると歳入がこれだけ確保できるという場合、あるいは業務委託

をすることで人員が削減でき財政効果が出る場合などが考えられます。 

説明は以上でございます。 

原田委員長： ご説明を伺っての感想としては、区の所管課が新しい事業を提案する際に、これまで

は既存事業の見直しについて考えることなく、新しいことだけを言ってくるという現状

を見直したいということだと思います。そういう意味では、削減するものを常にペアで

持ってこなければいけないということになりますが、一方で、既存の事業に見直すべき
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事業があるかないかというのは、新規事業の必要性、行政需要上の必要性みたいなもの

とは全く無関係なところがあります。本当はやりたいのだけれど、やめるものがなけれ

ば提案できないということになるわけで、そのあたりをどう考えるかということです。 

また、区民の行政需要に合致しているかどうかは別として、今やっている事業を淡々

とやるということも、一応可能な仕組みだということです。それと、部局を超えた予算

の再配分ということも、結果的になくなりがちになるという気はするのですが、逆にい

うと、部局単位の中でのリシャッフルということが、結果的に促される仕組みなのかな

という気もしております。 

ご意見、ご質問いかがでしょうか。 

Ｅ委員： 今、委員長がおっしゃられた懸念、本当にそのとおりだと思うのです。確認をしたい

のですが、スクラップについては予算規模ですとか、事業の緊急性とういうことに関わ

らずということでしょうか。 

行政経営課長： 予算規模につきましては、予算編成のプロセスの中で、最終的にどういう規模になる

かというのは、その後になって全体が固まってくるという状況ですので、予算編成の段

階では、その時点での得られる情報の中で組んでいるということがございます。 

今後、詰めていかなければならないところではございますが、スクラップの基本的な

考え方としては、ご説明した内容で整理をしているところです。 

原田委員長： 新規で認める事業の予算額と、実際にやめる、あるいは今後やめていく事業の予算額

が同じであるということは、常に見ていくということでよろしいですか。 

行政経営課長： そのようにしたいというのがこの考え方です。 

Ｇ委員： 評価を活用するには、予算査定の制度とリンクさせなければいけないということが

元々ございます。これまでの新規・拡充事業ですが、右肩上がりの時代にはスクラップ

をせずとも、新しく増える原資で実施してきたということです。今後、それがなかなか

できにくくなるので、そろそろ自分たちの裁量で始めた事業、今までの既存の分もあり

ますが、今後も裁量で始めたいというのであれば、既存の事業と新しい事業、ともに任

意事業の場合には、それの入れ替え、再構成といったことを一度考えてくださいという

ことです。シーリングで一律削減をした分で新しい事業を行うというのでも、人件費を

圧縮して新しい財源を捻出するというのでも結構なのですが、いずれにしても新しい事

業を始めるのであれば、経営的な発想を出してもらわないことには、これからの時代に

対応できる行政組織にならないだろうというのが出発点です。 

今、委員長からも難しい質問をいただいて、全庁的な調整をどうするか、あるいは時

機に応じて何がしかのことをやらなければいけないという要請も含めて、それにどう応

えるかというのは、配分できる原資が別にあるとすれば、その配分の方法は別途手当て

をするということも考えなければいけませんが、それを最初から前提にしてしまうと経

営的な発想で見直してくれということにはなりにくいということです。 

原田委員長： 何といいますか、直接トップのところに話を持っていく部局が出てくると穴が開いて

しまうみたいなことは容易に想像ができますし、また、政治的なファクターというのは

常に残るだろうなという気がします。 

それと、実際に新しい事業をしたいという部局、課であれ、その中に本当に事業でう

まくいってないものがあるとは限らない。あるいは、うまくいってない予算に見合った



29 第 5 回会議録（300130）.docx 

- 7 - 

ものがあるとは限らないわけです。ですから、そういう意味では評価をするというより

は優先順位を付ける。例えば、この事業は一定程度の成果が出ているけれども、新しい

取り組みのほうが良いので新規事業を実施する。評価が「Ｃ」や「Ｄ」であったという

ことではないと。場合によっては「Ｃ」や「Ｄ」という評価は、新しい事業を行うため

に付けるものであるというような、事業そのものの効果がどう出ているかということと

は別に、何らかの新規事業との見合いでの優先順位の結果、劣後するものが振り落とさ

れていくということになるのかなという気がするのです。 

極端に言えば、すべて「Ａ」みたいな事業でもスクラップをしていくということであ

り、あるいは、やめるものがなければ、部局からすると手を挙げて新しく実施したいと

いうことが言えないということでしょう。 

Ｃ委員： 全体としては、部長や課長にスタッフ単位のマネジメントを求めて、しっかり予算要

求をするようにと、そういう仕組みにしたいと理解しました。今まで実施してきたもの

をそのまま確保した上で、これが必要だ、あれが必要だということを壊すために、こう

いう形にしたいということだと思います。 

そこで重要なのが、「スクラップ計画は事業単位ではなく、課ごとに作成する（部局

内での調整も可能）」というところで、ここが仕組みとしては一番のポイントになると

思います。そういう意味では、たとえ抱えている既存事業がどういう事業であれ、必ず

スクラップ計画を出させる。つまり、それは部とか課としての部分最適案だけれども、

まずは部分最適案を出させた後、例えば、本当に各方面からの要請に応えるために、ど

うしても今までの枠の中でやろうとすれば、これをやめますよと。こういうものがそれ

ぞれの部局から出てきたときに、それを最終的にどう判断していくかという全体最適の

予算案が作れる形になるので、ここは絶対に守るべきなのだろうと思います。 

もう一点、懸念としてお話ししておきますが、歳入に経常的収入と臨時的収入がある

のと同じように、歳出にも経常的な支出と臨時的な支出となるべき種類のものがあるわ

けです。スクラップをするのが臨時的なもので、ビルドされるものが経常的な事業とい

うことであれば、これはバランスが整わないので、いわゆる安易なテクニカルに走ると

ころは、釘を刺しておくような運用をしていけばよいかなと思います。 

これができれば、結果的に評価対象外となった義務的な法定事務なども改善が進ん

で、そこで多少なりとも財源が出せれば、そちらにも手を付けていくという、それぞれ

の部局もマネジメントが働き出すはずです。実施してみて問題点が出れば、また２年目

に改善するぐらいのつもりで取り組んでいただければと思います。 

原田委員長： 従来で言うと、いろいろな役所で議論されてきた枠予算みたいな発想ですよね。ただ、

必ずしもすべてスクラップが達成できない、このようにきれいにいくかなというところ

はあります。 

Ｃ委員： 始めれば各部局もいろいろ言ってくると思うのです。そういう意味では、スタートの

時に説明をしっかり行っておくことと、少し表現を変えると、管理職のものの考え方を

変えさせるという取り組みを、予算編成というイベントを使ってやっていくのだという

ぐらいのつもりで取り掛っていけば良いのではないかと思います。 

Ｅ委員： あえて心配なことを申し上げると、自分が一職員だったらどうするかなと思ってしま

うのです。若い職員が積極的に何かを提案したり、申し上げたいことがあったとしても、
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それがこのビルド・アンド・スクラップによって抑え込まれるような気になってしまわ

ないかということです。一職員の気持ちになると疑問なところです。 

もう一つは、自分が部長や課長だったら逆にどうするかと考えたときに、スクラップ

になりそうだと思ったら、事業名を変えるなど少し操作をして、新規・拡充事業として

持っていく手はないだろうかといように、裏道も考えてしまうかもしれない。その辺は、

やはりよく見ていかなければならないと思います。 

それと、大きな目的があり、部局をまたがる事項について事業提案をするような場合

は、ビルドやスクラップの調整が難しくなり、結果、予算に反映させるのが難しくなっ

てしまうかなというところもあります。ただ、そこは逆にうまくやることで、この制度

がもっと生きるかなという気もいたしました。 

行政経営課長： まず、スクラップ計画が非常に重要だという点については、ご指摘のとおりだと思っ

ています。少なくとも現状のやり方では、所管部局が自ら事業を廃止するというのは、

やはり言い出しにくいという状況がございます。区でもかつて、財政状況が本当に立ち

行かなくなってしまうような時期があったわけですけれども、そのときに、行財政改革

プランを打ち出して、事業を休止する、廃止するということを全て提示し、議論をして

きたという経験もあるわけです。そういった意味では、スクラップというものを明らか

にした上で、一定の議論をしていくことは非常に大切だと思っております。 

それから、若い職員の発想が抑制されないようにというのは、確かにそういう点は必

要と思ってございます。職員が萎縮してしまうような形になってしまうと、それはそれ

でどうなのかなという点はございます。ただ一方で、若いうちから経営感覚を身に付け

て、新たな企画提案についてもその財源はどうするのかということを、自ら考えて提案

していくというところまでもっていければという思いもございます。ご指摘の点はそう

ならないよう留意して取り組む必要があると思っております。 

部局をまたがっての提案への対応ということにつきましても、そういったことが出て

くる可能性もありますので、制度設計については引き続き内部でも議論して、整理をし

ていきたいと考えてございます。 

原田委員長： Ｅ委員の最後の部分のご意見は、部分最適は、部分最適にしかすぎないので、やはり

トータルでその最適化を考えることが必要ではないかということだと思います。 

そのあたりは、それでも部分最適もできていないのだから、部分最適からやりましょ

うというのが今回の見直しなのかなという気がしました。 

自分だったらどうするかということを、やはり思いますよね。事業を廃止するのはや

はり忍びないと。例えば、維持管理事業であれば管理費を抑えることはできるわけで、

そこでコストダウンをすると。事業をやめるのとコストダウンは同じではないかと言わ

れたときにはどうなるのでしょうか。 

行政経営課長： 部局が自らそういった工夫を提案してくるということであれば、それはスクラップの

考え方に取り入れていくというのはあってもよいと思います。こういう場合はどうなの

かというのは、いろいろ出てくると思いますので、今後検討してまいります。 

原田委員長： こういう想像は無限にありますけれども、その対象の根拠をコントロールする提案を

所管課が出してくるというのはあるという気がします。いずれにしてもスクラップ額の

管理はしっかりしていかなければならないと思います。 
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Ｇ委員： 現在のビルド・アンド・スクラップのように長いスパンでやると、ビルドとスクラッ

プの関係が曖昧になってしまう部分があります。役所はやはり人事異動のことを考えな

くてはなりませんので、３年以内の、もっといえば２年で何がしかの責任を果たすとい

う姿勢を明確にしようとするものです。初年度からしっかりスクラップを出してもらわ

なければ、その態度、意志の強さがわからないという、そういう設計の仕方になってご

ざいます。 

Ｃ委員： その姿勢を前面に出し、やはり最適化を行うのだということを言い続ければよいと思

うのです。つまり、課長として抱えている人材や財源も含めて、そこの最適化を行って

いく。結果として事業も最適化していく。限られた条件の最適化というのが、こういう

取り組みの一番のキーワードになると思います。 

原田委員長： この話は行政評価と関係なくなってしまっているのですけれども、評価をずっとやっ

てこられた部局としては、結局、評価というよりは優先順位付けだけなのだということ

になってしまうと、本当はいけないのでしょう。理想的には何か新しい事業を始めよう

とするときに、うまくいっていない、よくない事業があって、それを拠出するものが潤

沢にあって、それを廃止しましょうということであればよいのでしょうが、そういう理

想的な状況が常にあるとは限らないわけです。ですから、この仕組みを動かすことによ

る副作用というのは、評価がややどうでもよくなってしまうこともあるということが、

この委員会としては気になります。 

Ｄ委員： 実施されようとしていることは分かってきたのですが、委員長がおっしゃるように、

この委員会との関係はどうなのでしょうか。 

原田委員長： 同じ評価を我々は外部評価として実施するわけです。庁内の予算編成システム、行政

評価の仕組みを再構築すると、それは外部評価にも緩やかに連動してくることがあるか

もしれないので、ご意見を賜りたいということでよいでしょうか。 

行政経営課長： はい。 
 

 そのとおりです。 

Ｃ委員： そういうことも踏まえて、予算要求の説明書は、施策評価表と事務事業評価表である

こと。つまり、そことの辻褄が予算要求と合っていなければ、例えば、議会に対して説

明もできないですし、区民に対しても説明ができないということです。こういうことを

知らしめていくことも、もう一方でやっていかなければならないと思います。 

原田委員長： 例えばですが、評価の内容はどうでもよく、事務事業を施策の中にどう位置づけるか

ということに努力をするということにもなりかねません。根本的な問題としては、評価

というものを自律的な仕組みではなくて、何かのために使うとなると当然、使うべき何

かの仕組みに連動させて制度がややゆがんだ運用をされるということです。これは仕方

がないことですけれども、そのことも込みで実施をしていく、プライオリティの付け方

の問題かなという気がします。 

施策評価を純粋にやっていく、単純にきれいな評価システムを構築し活用したところ

で、意味がなければしょうがないという話でしょう。では、意味がある仕組みにしてい

くと当然、評価の仕組み自体はゆがんだ運用が一部に出てくるということかなという気

がします。 

いろいろ議論をさせていただきました。ある程度のところで、レビューをしていくし

かないのかなという気がします。一度実施してみて、来年度の予算査定のときの活用状
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況みたいなものをこの場にフィードバックしていただき、我々の懸念ですとか、心配だ

とか、予測といったものが、どれくらい現実的なものだったかということを、ぜひ共有

させていただければと思います。 

総じて何かご意見等ございますか。 

Ｄ委員： 見直しというのは、もう少しハード的な箱物の話だと思っていました。そう思ったの

はこの委員会が最初に始まった頃のことですが、現在の施設をそのまま維持していくの

は今後難しいのではないかという話があったかと思います。今回はそういう話ではない

のですが、ただそういうことも今後必要なのかなと思いました。 

Ｇ委員： おっしゃるとおりで、この行政評価というのは本区では最初、事務事業評価から始ま

って、施策評価を試行で行い、外部評価も実施しました。指定管理者評価もやり、外郭

団体の経営評価もやりました。やっていないのが施設の評価です。先ほど委員長がおっ

しゃるように、評価にどういう意味をもたせるかということで、やはり今後の社会経済

状況に応じた持続可能性にどれだけの役に立つのかということで、今、最後の跳躍とい

うか、最後の背伸びをしようとしているところでございます。 

施設評価につきましても、やはり箱物の話は周期的に出てまいりますので、今後また

そういうのも出てくると予想はしてございます。ただ、今の優先順位を考えますと、事

務事業評価も十数年やって、施策評価も実施し始めたということですので、新たな段階

というのが、内部統制の話かもしれないですけれども、外部の方にご意見をいただきな

がら、役所の中のガバナンスというものを、より良くするという姿勢だけは堅持したい

と思っています。今後、評価のあり方、施策評価と予算の関連のあり方、そして重要な

施設評価、箱物もどのように見えるようにするのか、新公会計制度も今年度から導入さ

れまして、予算システムも一目一課となって出してまいります。ちょうど今、端境期に

あると思いますので、そういったことも含めて、総合的なアドバイス、ご意見を頂戴し

ていきたいと考えてございます。 

原田委員長： 豊島区において、行政評価はもう十数年行っております。やはり少しずつ変えていか

ないといけないかなと思います。 

その他の議事がなければ、これにて政策評価委員会を終了いたします。 

本日が今年度最後の委員会となります。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

 

会議の結果 
（１）平成 30年度行政評価の実施について意見交換等を行った。 

（２）持続可能な予算編成システムの方向性について意見交換等を行った。 
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