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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第 2 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 26年 9月 2日（火） 10時 00分～12時 00分 

開催場所 第 2委員会室（本庁舎 4階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 議 事 

(1) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

(2) 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）・外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・益

田直子（立教大学法学部特任准教授）・大﨑映二（行政アドバイザー）・猪岐幸一

（公認会計士）・池田隆年（日本経営協会理事・開発センター長）・水島正彦（副区

長）・ 藤忠晴（政策経営部長） 

区側 

出席者 

総合相談担当課長・総務部長・総務課長・男女平等推進センター所長・区民部長・

区民活動推進課長・地域区民ひろば課長・東部区民事務所長・西部区民事務所

長・文化商工部長・文化観光課長 

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: 第２回政策評価委員会を開会いたします。まず、具体的な議事に入ります前に、進行に

ついて事務局からご説明をお願いします。 

事務局： 本日から、現在の後期基本計画、成果指標等に基づきまして、進行管理についてのヒア

リングを実施させていただきます。本日はその１回目ということで、現計画では 26の政策

に対して 67の成果指標を設けておりますが、そのうち９つの指標につきまして所管部局か

らご説明を申し上げます。その後、先生方と意見交換のお時間を持たせていただきたいと

思います。 

お手元に４種類の資料があろうかと思います。指標の数に応じまして、時間の割り振り

をさせていただいております。まず、資料１－１でございますけれども、こちらにつきま

しては成果指標が３つございますので、全体を 30分枠で進行してまいりたいと思います。

その他の資料の部分につきましては、指標が１つか、２つということでございますので、

20 分枠と想定しております。大変駆け足で恐縮でございますが、30 分枠の場合には前半

15 分、20 分枠の場合には前半 10 分を各部局からの説明の時間とさせていただきたいと思

います。それぞれの資料に政策の概要、成果指標の状況、政策全体に対する現時点での評

価といったものがございまして、全部含めまして 10 分から 15 分で所管から説明をさせて

いただき、その後、意見交換をさせていただきたいと思います。 

本日、関係部局が複数ございまして、多くの職員が参加させていただいております。私

から簡単に、職名と名前だけご紹介申し上げます。 

施策名 参加と協働の基盤づくりにつきまして、区民部長の陣野原でございます。 

区民活動推進課長の柴でございます。 

地域区民ひろば課長の八巻でございます。 

東部区民事務所長の山澤所長でございます。 

西部区民事務所長の竹内所長でございます。 

続きまして、多様性を尊重し合うまちについて、こちらは複数の部局がございます。ま

ず総務部長の永田でございます。 

総務課長の鈴木でございます。 

男女平等推進センター所長の小椋でございます。 

文化商工部長の栗原でございます。 

文化観光課長の齋藤でございます。 

政策経営部総合相談担当課長の廣瀬でございます。 

その他、関係部局の随行で係長級の職員が同席させていただいております。 

私からの概要説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（１）基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

原田委員長: シート①の１、参加と協働の基盤づくりについて説明をいただきましょう。 

区民部長： 最初の政策であります参加と協働の基盤づくり、政策の概要について簡単にご説明申し

上げます。 

まず、シートに沿ってご説明申し上げますが、参加と協働のまちづくりを推進するため
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に、地域には区民、町会等々の地縁団体、ＮＰＯ、事業者と様々な活動団体がおりますが、

この地域の多様な主体、活動団体に対しまして、お互いに地域の課題あるいはそれに関わ

る情報を共有する、そういった主体が協議する場あるいは機会を設けるというところがご

ざいます。それとともに区民あるいはそれぞれの活動団体をさらに活性化、活発化すると

いうことと同時にそれぞれの交流の場もそのような中で拡大をしていく、そのような環境

づくりも必要だということで施策を進めております。 

この政策に当たって、具体の施策については３つございます。 

地域活動の活性化と連携の促進は、計画事業レベルでは区政連絡会等まで含めて４事業

を進めております。また、２点目の協働の仕組みづくりは、計画事業レベルでは２事業を

率先して進めております。３点目の地域住民の交流の促進を施策の中では重点施策に位置

づけておりますが、計画事業では８事業で、合わせまして 14の計画事業を構成しながら、

施策あるいは政策を進めております。 

政策の概要については以上でございます。 

以下、成果指標の進捗状況について各担当課長からご説明申し上げます。 

地域区民ひ

ろば課長： 

それでは、参加と協働の基盤づくりの指標の１番の区民ひろばの運営協議会の委員数、

２番の地域区民ひろばの利用者数ということで、両方とも地域区民ひろばのことを指標に

してございますので、まず地域区民ひろばのことをご説明させていただきます。参考資料

とアンケートをご覧ください。 

区民ひろばは、交流の場を確保して地域コミュニティの活性化を図り、地域の課題を地

域の皆さんが自ら考えて解決しようとする地域力の再生を目指すということで、基本計画

でも大きな柱になっております。この地域力の再生を目指す一つとして地域区民ひろば施

策として挙げております。 

１番でございます。平成 15年に「区民ひろば」構想を役所が打ち出しました。このとき、

ことぶきの家という高齢者向けの施設が 16 施設、18 歳未満の方が利用できる児童館が 24

館ございまして、これらの機能を合体させまして地域区民ひろばとして生まれ変わるとい

うようなことでございます。年齢による利用制限を外しまして、小さなお子さんからご高

齢の方まで誰でも利用でき、また小学校区を一つの単位として、１つの小学校区に１施設

というような展開で進めてきてございます。 

２番として、地域区民ひろば条例、自治の推進に関する基本条例を制定しまして、この

拠点としてひろばが動き出すという歯車が回ってございます。また、平成 22年にＷＨＯの

セーフコミュニティの拠点として進めていくという大きな柱を２つ掲げてございます。 

３番の区民ひろばの考え方としては、ひろばが中心にございますが、周囲に町会、青少

年育成委員、ＰＴＡ、施設のご利用の方、民生・児童委員、それからＮＰＯ、いろいろな

方でひろばを支えていくという考え方になってございます。この支えている方たちで運営

協議会をつくっていくということで、現在 18施設がございます。また、区の業務を委託し

て自主運営を進めていくという形で、現在は５地区進んでございます。 

４番の運営状況といたしましては、１から５までということで基盤事業を実施してござ

いまして、25年度は合計約 66万人の方がご利用なさっています。 

５番目の区民ひろば開設の経緯ということで、先ほど申し上げましたように、ことぶき

の家と児童館を１つずつ合体させてきたということから、平成 17年から 26年までで 19施
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設、19の小学校区、そして 27年には 22小学校区全てが整う予定でございます。自主運営

モデルについては、22年から進んでまいりまして、27年には６地区整備されるということ

で、22分の６が自主運営という形になってございます。これがひろばの今までの歩みでご

ざいます。 

また、ひろばマップ（冊子）の９ページをご覧ください。豊島区の地図の中に 20地区で

実施している各ひろばを書いてございます。27年度はプラス２地区ということで、全地区

の整備が終わるという形になってございます。 

それでは、ヒアリングシートにお戻りください。 

１番の区民ひろば運営協議会の委員数の推移ということで、先ほどお示ししましたよう

に、この運営協議会はひろばを地域の皆さんで支えていくという大きな指標でございます。

この指標として選定理由に書かせていただきましたので、区民の皆さんが自主的活動のま

ず第一歩を示すということで、出発点になる指標でございます。 

目標の設定根拠としましては、大体１地区 40人前後で構成されておりますので、その目

標達成ということで、922地区で大体 900を掲げております。おおむね 27年度以降になれ

ば、達成可能と考えてございます。 

取組状況としては、先ほどお示ししたとおり全地区が設置されますと随時立ち上げをし

ていくような動きになってございますので、最後の目白・豊成地区については設置されて

から運営協議会をつくっていくという予定でございます。 

また、達成に向けた課題としては、やはり委員の固定化、高齢化が進んでございますの

で、若い方、子育て世代の参入が非常に問われているかと課題として認識してございます。 

２番目の区民ひろばの利用者数でございます。区民ひろばの利用者数は順調に推移して

ございまして、27年度にはおおむね 75万人がお越しになるのではないかという見込みで、

今年度は 70万人を見込んでございます。大体これはバロメーターとする数値だと思ってお

りまして、多くの方が誰でもお越しいただくということを設定の根拠としてございます。 

次に、成果としては順調に進んでおります。現在 19地区と要町地区という形で実施して

ございまして、20 地区、24 施設になってございます。こちらのほうは、24 年度にＷＨＯ

のセーフコミュニティの認証を受けまして、その拠点として区民の皆様がそれに対して活

動する場所として位置づけられましたので、非常に大きな要因となっていると思います。

また、インターナショナルセーフスクールといいまして、小学校も安全にというような取

り組みをしてございます。それをひろばで支えるというような形になってございますので、

その２つの小学校と２つのひろばが一緒に動いてございますので、そういった形で利用者

数もこれから上がるのではないかということで、順調に推移していると考えてございます。 

成果指標１、２の説明は以上でございます。 

区民活動推

進課長： 

次に、３番目の協働事業の実施数についてです。 

協働事業は、区と地域の主体、町会、自治会、地縁団体、ボランティア団体、大学、Ｎ

ＰＯ、事業者、そういったものの地域の主体間が対等な協力関係により実施する事業活動

というような定義になっております。 

指標の選定理由ですが、自治推進基本条例 26条によって協働事業の推進、支援すること

が自治の推進につながるということで、協働事業数を指標としております。 

目標の設定根拠ですが、協働事業が事業目的に応じて実施されるため、急激に増加が見
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込めないということで、毎年４％程度の増の目標を設定しております。 

取組状況、成果ですが、区民活動推進課で年１回全課に対し、協働事業の実施について

調査し、結果を区のホームページで公表しております。また、多様な主体からの区の事業

との協働についての相談窓口となっており、申し出がなされた場合は事業の主管担当部署

の紹介や調整等もしております。多様な主体の基盤づくりの支援として区民活動センター

を設置しまして、活動場所の提供とともに活動を支援する相談員を配置しております。平

成 25年度の区民活動センターの登録団体が 32団体、相談件数は 228件となっております。 

達成に向けた課題です。庁内向けに平成 21年度に協働推進ガイドラインを定め、各主管

課による多様な主体との協働事業は徐々に浸透しております。22年度以降、協働事業数は

漸増しており、事業目的に応じ協働事業が実施されていると考えております。指標目標数

は到達しておりますけれども、行政だけでは達成できない、複雑な、また困難な課題はま

だまだ多くございますので、地域の様々な団体との協働は今後も必要と考えています。現

在は、区内のＮＰＯ団体をはじめ、活動を始めたばかりの団体を支援するため、区民活動

センターの利用の周知と、区民活動補助金の創出支援事業の限度額と補助率もアップして

おります。今後も、新たな団体が区内で活動しやすいように工夫を重ねていきたいと考え

ております。 

区民部長: 最後に、政策全体の評価を簡単に、ご紹介申し上げます。 

政策全体の評価の書きぶりが、指標に絞って書かせていただきましたので、内容が少し

具体化されておりますが、進渉状況は協働事業と地域区民ひろばの２つに大きく分かれて

おります。 

協働事業につきましては、当初は協働事業として提案を区民から受け、実施するという

過程をとっておりましたが、22年以降は協働事業が定着してきておりますので、その制度

自体は現在やめております。 

課題ですが、協働事業は１つの部署で完結するような形態をとることがなく、やはり複

数、それも多くの部署が関わらないとなかなか協働事業として成立しない場合があります。

そのための調整に時間がかかるということがあります。また、区民あるいは所管課から、

地域の課題を解消するために年度途中でもしなければならない場合がありますが、その場

合の対応についてもやはり検討等に時間がかかることがございます。 

区民ひろばは先ほど申し上げたとおりです。比較的、全体としては順調に進んでおりま

すが、やはり運営については、若年層の運営協議会の委員あるいは利用者の状況がやや足

らないと思っています。 

環境の変化につきましては、外部要因として少子高齢化、人口減あるいは震災等に伴い

ます安全・安心等の影響がございます。それに応じた取り組みは先ほどのとおりしており

ます。 

今後の方向ですが、協働事業に関して申し上げますと、やはりこれは今後詰めていかな

ければならない制度だと思っております。そのためには、やはり行政の方の体制を迅速に

対応できるような推進能力を上げていかなければならないということと、やはり何より地

域の課題が供出するように、団体との意見交換等の機会をより多く持たなければいけない

と考えてございます。 

区民ひろばの方は、まだ全区の設置ではございませんので、全区設置を目指します。ま
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た、全区設置後、運営をさらに地域に広がるように進めていきたいと思っております。 

以上でございます。 

原田委員長: では、質疑応答に入ります。端的に議論してまいりたいと思いますので、端的にお答え

ください。特に指標の達成度合を中心にご議論できればと思います。 

まず、私からですが、どのような判定をすればＢ判定になりますか。Ｂという判定にす

るとした場合、どこぐらいまで下がるとＢなのか。つまり、なぜこの３つの指標について

Ａなのか。３番目はともかく、１番、２番について数字でお答えください。 

地域区民ひ

ろば課長： 

 

27年度の区民ひろばの委員数 900をおおむね達成できると考えておりますので、これは

Ａだと認識してございます。また、区民ひろばの利用者数が 22年度から落ちずに少しずつ

上がっている、また、セーフコミュニティの拠点という位置づけをしております。この 75

万というのは妥当な数字だと思っており、Ａとさせていただきました。 

原田委員長: 実際の実績がどれぐらいであったらＢだったのでしょうか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

前年度を下回るとＢになると考えてございます。 

原田委員長: 25年は下回っていないのですか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

はい、25年は下回ってございません、利用者数ですので。 

原田委員長: 委員数はどうでしょう。 

地域区民ひ

ろば課長： 

委員数については、多少の変動が入っていると思っております。出たり入ったりという

ことがございますが、おおむね 700 人をキープしてございますので、これはＡだと判定さ

せていただきました。 

原田委員長: Ｂとする場合はどれぐらいになると。 

地域区民ひ

ろば課長： 

50人程度を下回ると。 

原田委員長: ということは、数字で言うと。 

地域区民ひ

ろば課長： 

700人程度です。 

Ｃ委員： 今の関係で、指標の１ですけれども、このままで達成できるということですが、今ご説

明があったとおり出入りがあるということですから、出入りがあることとこの過去の 22年

からの数字の動きを考えると、一般的には 900 人まであと２年間で到達するのかと少し疑

問があるのですが、その辺りはどう評価されていますか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

22 年度から運営協議会は変わらず 18 カ所ということで推移してきた数字でございます

が、今回２か所と、27年度にプラス２カ所ができますので、あと４カ所できるというよう

な想定のもとですと達成できると考えてございます。 

Ａ委員： 運営協議会はＮＰＯ化して自主運営を促進するというお話でしたが、自主運営化すると

協議会の委員数は一般的に減るのでしょうか、増えるのでしょうか、余り変わらないので

しょうか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

おおむねＮＰＯの役員となりますので、若干減る程度でございます。ＮＰＯによって差

がありますが、30人程度になってございます。 

Ａ委員： そうすると、促進するということは、少しずつ減っていくという予想がつきませんか。 
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地域区民ひ

ろば課長： 

ＮＰＯにすると委員数が減るというようなご指摘は、そのとおりでございます。ただし、

ＮＰＯに移行したときに、賛同されてＮＰＯに入ってくださるというような形もございま

す。運営協議会がより違う方も巻き込んでいくというような要素もございますので、その

辺りは一概に減るというようなことも申し上げられないかと思います。 

Ａ委員： ただ、それは構成員が増えるのであって、委員が増えるというふうには言えないのでは

ないですか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

ＮＰＯになるということは運営協議会の構成員がそのまま移行するという形にもなりま

すので、ＮＰＯの構成員として賛同なさると、この運営協議会という形態は増えていくと

いうようなご理解をいただければと思います。 

Ａ委員： ＮＰＯを構成する人がイコール委員になるわけですね。 

地域区民ひ

ろば課長： 

はい。ただ、出入りはございます。同じ人がというようなことはございますが、そうで

ない場合もございます。 

Ｄ委員： 小学校の学区ごとに構成されているということで、その学区の人口というのは大体区で

お分かりだと思います。その中で何パーセントぐらいの方が参加してくれているのかとい

う発想がまず１つあるのかと思います。また、特に参加率の悪いところが出てくるのでは

ないかと思います。良いところであれば活発にしてくれるのでいいですが、そうでないと

ころが問題になるのではないかと思うのですが、その辺りはどのようなチェックをされて

いるのでしょうか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

ひろばの利用は、まず登録をしていただくような形になります。登録が１年更新になり

ますので、４月になるとまたその登録をするという形になります。ひろばによって、その

学区域の何パーセントの方が利用なさるかというと、大体 30％ぐらいが登録されていると

いうことで、ひろばによって差がございます。また、これも年齢構成によって差がござい

ますが、平均的にはお子様 30％、大人 30％、高齢者 30％というような登録をされてござ

います。 

Ｄ委員： 最低このぐらいはなくてはいけないというような基準はあるのでしょうか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

今は基準を設けてございませんが、学区域の半分ぐらいの方は登録していただきたいと

いうふうに思ってございます。 

ただ、他の学区域からも登録されていますし、近隣区からもご登録なさっていますので、

そのようなところもこれからは課題かと思ってございます。ですので、複数登録ができる

という把握の仕方をしてございます。 

Ｅ委員： 委員数、利用者数という数の中で、お話の中に若年層やお子様、子育て家庭の参加とい

うお話があったと思うのですが、委員数だけ見ていくと危ないような気がしておりまして、

委員の方が次の方にどんどん受け継いでいってくれているのか。つまり、流動率というと

おかしいかもしれませんが、どんどん変わっていくかどうか。それから、委員の内容がそ

のような若い方に浸透しているのか、そちらが増えているのか。その辺りはいかがでしょ

うか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

ご指摘のとおりだと所管課は認識してございます。18年に初めて運営協議会が設立した

ときから、委員長がお代わりになるときは、ご病気等で続けられないといった理由で次の

方が委員になるのですけれども、それもなかなか難しいというところは現実にございます。

その中で、内容的なことと今ご指摘をいただきましたけれども、若年層は、施設は利用さ



 第 2 回会議録(260902).docx 

- 8 - 

れるのですけれども、委員として参画するというようなことは非常に負担感があるという

ような形で思いますし、子育て世代のお母様たちが委員として参加するというのは子育て

で忙しいというような課題もございますので、ある程度の年齢になったら委員として参加

していただくという道筋をつけていくのはこれからの課題だと考えてございます。 

Ｅ委員： もう一つ、補助金、補助率のアップについて、最後の方に少しお話があったと思います

が、区民ひろばのことですか。 

区民活動推

進課長 ： 

いえ、区民活動です。 

Ｅ委員： 区民活動全般でしょうか。 

区民活動推

進課長 ： 

はい、全体です。 

Ｅ委員： これはお考え次第、政策によると思うのですけれども、補助金、補助率をアップすると

きに、今のような若年層や参加したいところに集中的に何かお金を使うというようなこと

は考えていらっしゃらないのでしょうか。 

区民活動推

進課長 ： 

そのような形ではなく、通常 50％の補助金なのですが、１年目が 70％、２年目が 60％、

３年目が 50％というような形で、最初の事業のスタート時点に比率を多くしております。 

Ｅ委員： お伺いしたかったのは、協働事業の場合、もともと基本計画の中には公共的サービスの

担い手をつくるという表現がありますが、それですとお金を出して自主運営や、業務委託

ということにお金を使わざるを得ないかと思うのですが、それはこれからも続けられるの

か。それとも、協働事業という中で若い方も含めた住民の方をコミュニティ施策の中に引

っ張り込んでいくのか。その辺りが少し政策の成果指標を判断するときの、これからも出

てくるような気がしているのですけれども、その辺りのお考えはいかがでしょうか。 

区民活動推

進課長 ： 

現在、若年層を引っ張り込むような形がなかなかできていない状況です。現在、10人ぐ

らいの区民団体のようなところも、新たに事業をする場合の補助ということで位置づけて

おります。 

Ｂ委員： この数値達成を牽引する要素とそれを妨げるリスクとを勘案したときの数字がこの達成

目標であると過去の視点からは見えますが、牽引する理由としては、新たに運営協議会が

設立予定であるという点とＷＨＯセーフコミュニティの認証、ＩＳＳ認証の取得などが考

えられる。リスクとして考えられ得るのが、３番目の行政事業の実施数については行政だ

けでは達成できない複雑かつ困難な課題が多いということがございまして、これが何であ

るのか、どのようにお考えになっているのかを教えていだきたい。 

また、先ほどから、子育て世帯も含めた若い委員の参加という話が出ております。これ

も不確定要素の一つですけれども、この若い年齢層というのは、どのぐらいの人をターゲ

ットにしているか、もう少し具体的に教えていただけるとありがたいと思います。 

地域区民ひ

ろば課長： 

１点目は、行政では達成できない諸問題は具体的にどのようなことかというご質問かと

思います。小学校区に置くということは、小学校のエリアが地域の皆さんが活動するのに

ちょうどいいエリアだと思っております。例えば、認知症になった方がいらっしゃるとい

うような発見がなかなか行政の方では耳にできないことをこの地域区民ひろばに実際に住

民の方からお声かけがあって専門機関につないだというようなこともございます。ですの

で、一番地域に根差した大きさの小学校区というようなエリアの設定をしているところが、
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やはり行政では目の行き届かない細かいこともひろばでは目が行き届くのではないかとい

うふうに考えることが１点でございます。 

それから、２点目のご質問で、若手の参加の年齢層ということですが、具体的には 30代、

40代後半ぐらいと認識してございます。 

区民活動推

進課長 ： 

協働事業の複雑、困難な課題ということなのですけれども、例えば、やはり首都直下地

震が懸念されておりまして、合同防災訓練といったものについては、町会の方々、消防団、

消防署、警察署、学校のＰＴＡといった多様な団体と一緒に実施することによって、やは

り効果が出るということで、毎年これは協働事業の一つとして続けられています。 

また、例えば環境浄化パトロールなど、最近でも危険ドラッグの事件が起きたと思いま

すけれども、まちのパトロール、清掃活動、そういったものにつきましては、地元の商店

街の方々、町会の方々と一緒に環境浄化の推進委員会をつくって、区の職員や警察も入っ

て一緒にパトロールをする。そういったものもやはり行政だけでは達成できない課題です

ので協働事業として進めていると。 

また、若い人の参加という視点で、例えば学生による区のテレビ広報番組の制作を広報

課でやっておりまして、区内の大正大学、帝京平成大学、立教大学など、インターンシッ

プとして学生による番組の制作など区の広報番組をつくってもらっているというような事

業もあります。 

Ｂ委員： 大学生だと 20 代ですから、先ほどのお話の 30 代、40 代後半にプラス 20 代と幅広い若

者の参加を期待していると。20 代、30 代、40 代ですと背景が様々に異なりますので、も

う少しターゲットを絞られると、より効果的な達成指標への道筋ができるのではないかと

思います。 

原田委員長: では、続きまして次の政策、地域力再生ということで、お願いいたします。 

区民部長： それでは、地域力の再生、政策の概要をご説明申し上げます。 

地域環境の変化、ライフスタイル、一般に言われたとおりでございますが、総体として

やはり地域の力、先ほどの町会に代表されるような地縁団体のみならず、地域で活動され

ている団体の数や活動が以前よりは弱くなっているのではないかと。これを回復して再生

していくために、地域で様々な活動をされている団体への支援を強化していくとともに、

やはり自らの地域の課題を自ら解決していくという機運を上げるための取り組み、解決の

方向を推進していく、そのための政策でございます。人材の育成が重点施策になってござ

います。 

概要は以上でございます。２つ指標がございますが、それぞれご説明いたします。 

区民活動推

進課長 ： 

それでは、１つ目の成果指標について説明します。 

区内に 129ある町会・自治会の加入状況です。 

指標の選定理由ですが、町会・自治会の加入率は、地域の支え合い、助け合いに対する

区民意識を反映するというようなことで選んでおります。 

目標の設定根拠です。首都直下地震、孤独死など社会的不安がある中で、地域のつなが

りの必要性が再認識されているとしております。 

取組状況・成果です。転入者へ町会加入パンフレットを配布したり、中高層集合住宅建

築時の町会加入等の協議を条例で義務づけることで、町会への加入を促進しております。 

達成に向けた課題ですが、町会・自治会会員の高齢化、役員のなり手がいないなど、町
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会・自治会の組織力低下が課題となっております。 

地域区民ひ

ろば課長： 

それでは、２番目の成果指標、町会と地域区民ひろばの運営協議会との協働事業につい

てご説明いたします。 

指標の設定といたしましては、町会とひろばが両輪になっているというような形で考え

てございます。実際に先ほどのお話の運営協議会の中には町会の方が多く参加してござい

ますので、やはり課題が一緒になるというふうにお考えいただければよろしいかと思って

おります。 

目標の設定根拠としては、22地区全てでひろばが展開されることを前提にしてございま

すが、１地区当たり大体年間４つの事業が町会と協働できるのではないかとみて設定いた

しました。 

取組状況としては、何をもって協働事業とするか判断が非常に難しいということで、実

績として記載されているものの中から、お祭りなどで町会と連携した、協働したというよ

うなことを抜き出してございます。一定の数値でできていませんので評価としては進んで

いないというような形でＣ評価としてございます。 

課題達成に向けてということで、コミュニティの活性化のためには、やはり両方の組織

でタッグを組むということは非常に大事なことであると考えてございますが、他にＮＰＯ

や団体、それから企業、地域の大学、高校、中学校といったような形の連携も広くとって

いく方がよいのかと思いまして、この指標の設定には少し課題が残るかと考えてございま

す。 

区民部長： 最後に政策全体の評価ですが、これも成果指標を中心に記載させていただきました。町

会の関係と、ひろばの運営協議会の関係の２点でございます。 

進捗状況につきましては、町会の加入は先ほどの説明のとおりでございますが、特に一

般の転入者、一般区民に対してはリーフレットとホームページで周知しておりますが、間

接的な形になります。直接的に加入率が一つのバロメーターになりますので、加入の協議

を、特に豊島区の場合はマンション住人が多いものですから、マンションができるときと、

それからマンションができ上がった後も加入の協議をするような仕組みを引いてございま

す。既存マンションにつきましては管理組合があるのですが、協議がなかなか進まない、

あるいは最近始めたばかりということもあり、進んでいないような状況でございます。 

町会とひろばの関係は、先ほどの指標の説明のとおりなのですが、ここで全体として低

調であるというのは、事業数から言えば低調なのですが、実際は先ほど申し上げましたよ

うに運営協讓会の中に町会の役員あるいは町会員が入って委員として活躍されております

し、その意見は運営の中で反映されておりますので、事業数を一つの指標として評価すべ

きかどうか、この辺りは少し課題があるという先ほどのとおりでございます。 

環境の変化については、少子高齢化、特に高齢化に伴いまして、町会などはやはり役員

中心に高齢化が進んでなかなかなり手がないということもございます。先ほどのマンショ

ン住人の関係で言えば、なかなか加入していただけないというような課題、状況の進みぐ

あいがございます。 

区民ひろばにつきましては、全体として先ほどの位置づけ、運営状況ですので、進展を

このまましていきたいと思っておりますが、今後の方向性について特に申し上げますと、

地域の担い手の代表的な例であります町会の方々、特に活動の中心になっている役員の
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方々が、高齢化が進んでいて活動そのものを維持するのに精一杯という状況がございます。

この辺りをいかに世代交代、先ほどの若い層を入れるということもありましたけれども、

そういった方々をいかに巻き込んでいくかということが 1つございます。 

区民ひろばと町会の関係ですが、区民ひろばの施設を拠点に事業を展開しているという

こともありますが、やはり町会の中に位置づけられて、町会等の行事も徐々に進めており

ます。その点では、どちらもコミュニティを担っている施設あるいは団体ですので、この

辺りの取組をなるべく連携ができるように一層進めていきたいと考えてございます。 

原田委員長: では、先ほどと同じ質問ですが、指標２つございますけれども、どのようなレベルに達

したらＡなのか、どのようなレベルであったらＣなのかを数字でお答えください。２番に

ついては、どうなればＢなのかも含めていかがでしょう。 

区民活動推

進課長 ： 

では、まず１番の方ですが、今 52.7％でＢです。数字を設定するのが非常に難しいので

すけれども、現在 23区でも平均加入率がかなり低い中で、この数字ということなのでＢと

いう評価です。Ａとするとしたら、大体 60％にいけばＡかと考えております。 

原田委員長: 今のお話を予め考えていらっしゃったのか、それともこのぐらいかと今思っていらっし

ゃるのか、どちらなのでしょう。 

区民活動推

進課長 ： 

前から大体このぐらいかという見当はつけてはいるのですけれども、60％を超えればよ

い方かと思っておりますし、40％を下回ればやはり何とかしなければいけないなと考えて

おります。 

原田委員長: もう一点だけ。ＢやＣということになると施策を構成する事業に何か問題があるのでは

ないかと考えるのが普通だと思うのですが、具体的にどういった事業をどのように見直そ

うとお考えでいらっしゃいますか。 

区民活動推

進課長 ： 

 

現在、やはり町会の役員のなり手、それから高齢化が進む一方で役員のなり手が少ない

ということですので、役員になる人を町会の仕事につけるような形で、いろいろな講座、

例えば町会の会計についての講座や、女性の方にも入ってもらって役員になってもらうよ

うなことを働きかけていきたいと考えております。 

Ｄ委員： 指標の設定の仕方ですけれども、先ほどのところとも絡むのですが、先ほどは両方Ａで、

今度ＢとＣというのは非常に抵抗がありまして、両輪であるというのはおっしゃるとおり

だと思いますし、連携がとれていないから評価も変わってくるということもあるのでしょ

うが、評価の仕方に連携がとれていないのも１つあるのではないかと思うのですね。先ほ

どの区民ひろばの方で、延べの利用者数で評価されていますが、使う人は放っておいても

何回も使うと思うのです。ただ、人口のうち何人登録しているという人が、先ほど５割と

おっしゃって、今度は６割という数字は出てきているのですが、その辺りに一貫性がない

と思うのと、やはり区民ひろばにしても、こちらの町会にしても、入ってくれない人の方

が問題なので、そちらをどうするかということに重点を置いた評価の仕方をされないと、

実態が見えてこないという印象があるのですが、いかがでしょうか。 

地域区民ひ

ろば課長： 

ご指摘はごもっともだと感じております。やはり区民ひろばと町会は地域に根差した、

第一のコミュニティと考えてございます。ですので、区民ひろばが、若手が入ってきて活

性化すれば、町会のほうにも誘われていくというような連鎖反応があるのかと現場を見て

いて思いますので、やはり両輪で動いていくのがよろしいのかなというようなことだと考

えてございます。 
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Ｃ委員： 今の町会・自治会の加入の関係なのですが、例えば成果指標の１番の自治会加入率です

けれども、52.7％で評価Ｂになっています。これより上がっていかないのが果たして行政

の取り組み方の問題なのか、むしろ区民側の問題なのか。もし区民側の問題であると区の

担当者の方が認識するのであれば、例えばこういった達成に向けた課題のところに、要す

るに加入しない区民側に問題があると、そのぐらいの記述、発信があってもいいのではな

いかというのが１つあります。あるいは、例えば自治会・町会に加入しないと自分の生活

に何が困るのかということがうまく伝わっていないから、そこが行政の役割として欠けて

いるのだということであれば、行政の取り組みによってまだ上がっていく、いわゆる成果

の向上余地がある、このように判断できるのかと思います。 

その辺りの評価の仕方にかかわって、私はそのように考えるのですけれども、どうでし

ょうか。 

区民活動推

進課長 ： 

町会への加入率についてですが、非常にこれは難しいのですが、一方では色々な助け合

いをしなければならない、そういったような時代の必要性を感じておりまして、コミュニ

ティというものを見直していこう、そういった動きはあるのですが、それが町会だけなの

かと言うと、そういうわけではなく、今いろいろな形で町会以外のコミュニティも出て、

選択の幅も広がっているという部分もあります。 

それから、やはり町会加入にメリットを感じない方というのが非常に多いと町会の方か

らは聞いております。やはり町会加入を勧めにいくと、どのようなメリットがあるのだと

いうことで、やはり入らない方は多いと。 

また、マンションへの町会の加入促進の取り組みを進めておりますけれども、こちらの

方も徐々に効果は上がってはきておりますけれども、やはり大きなマンションが建った場

合、そこに例えば 200、300という世帯が新たにできるのですけれども、マンションだけで

管理組合をつくり、その中でコミュニティをつくるという部分もあり、なかなか町会に入

ってきません。それから、町会の方からマンションの方に行ったとしても、オートロック

で入れないような状況で、なかなか町会加入に結びつけられないような、そういったよう

な社会的な事情もあると思っております。 

Ｃ委員： もしそのような認識であれば、町会・自治会加入率が果たして地域力の再生の指標とし

て成立するのかという、そもそものところにいってしまうこともあると思います。これは

意見として申し上げます。 

Ｇ委員： 今の町会加入率ですけれども、この町会加入の中高層の建物ができたときに協議をしな

さいという条例ができる前、10年前の加入率は、大体 45％ぐらいだったと思います。なか

なか５割を超えるということが難しい中で、中高層は協議を義務づけるということができ

てから５割を超えたという意味では、マンション人口が町会に加入してきた成果と言うこ

とができると思います。ですので、町会加入率ということで全体では 52.7％ですけれども、

その中で例えば戸建てのお住まいの方と、中高層マンションにお住まいの方でどのぐらい

実態があるのか、もう少し細かくこの加入の数字を所管で整理していただければ、十分指

標としては成り立っていくのかなと。５割を超えるというのは、10年前からすればすごい

なと思っています。 

また、やはり町会に加入したらメリットがあるというパンフレットは、町会と多分所管

の方で一緒につくって用意してあります。そういうものも持っていくと、結構、中高層の
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方々の加入というのは進んでいくのかなと数字を見ながらそう思いました。 

Ｅ委員： この仕事は本当に難しい仕事だと思いますし、予算も多分限られているところだと思う

のですけれども、Ｃ委員が今おっしゃったことを自分なりに翻訳すると、ここの政策の指

標とこの書き方では区の役割が見えてこないのです。拝見していると、確かに数字として

はおっしゃるとおりなのですけれども、多分選定理由の中に、加入率としてある地域の支

え合い、助け合いに対する区民意識をどう高めるかというのが区の仕事であって、結果、

加入率が高まったということになるかもしれません。そのものが後の今後の課題や方向性

に出てくるとしたら、区民の方々の意識をどう高めるか。メリット、デメリットをお示し

するのであったら商品販売と同じになってしまうので、そうではなくて祭りだけでいいの

か、一緒にできることはもっとないのかといった辺りをもう少し区の役割を広げて考えれ

ば異なる視点も出てくるのではないかと思いました。 

区民部長： この指標を取り上げるには非常にもろ刃のところがありまして、単に数値だけ捉えれば

ご指摘のとおりです。本区の特性から言えば、先ほどのマンション住民が多いというのも

あるのですが、人口の流動率が非常に高い。居住年数５年未満の方が半分というような状

況です。そのような中で、町会のように永続してお住まいになって活動に関わるという意

識を持たれる方がどれほど結果としてこの数字にあらわれるかというのは、区の取り組み

として言えば、やはり今ご指摘のありました、区民意識をコミュニティの関係でどう結び

つけるか。端的に申し上げますと、お祭りも重要ですが、お祭りだけでいいのかどうか。

ただ、やはり町会の活動がどのような活動をしていて、地域の細々した問題をどう解決し

ているのかが外に出ていないというのが、非常に外から入ろうとしている方々に対して足

らない部分です。これについては、町会は任意団体なのでなかなか口出しするのは難しい

という行政の限界はあるのですが、やはりそこを踏み越えてしていかなければならないと

いうのが行政の課題としてはあります。 

一方で先ほどのひろばは、やはり公の施設の運営の中で事業を展開しておりますので、

事業の参加の利用者の関係で言えばチョイスできるという選択の問題になってくるところ

もありますが、やはり地域の中にひろばがありますので、そこでどういう問題が生じてい

て、町会をはじめとする団体とどう取り組んでいくかということをしていかなければなら

ない。そういう中で、居住年数の短い、長いはありますけれども、あるいはマンションに

住んでいる、住んでないという問題はありますが、区民の意識を高めて、身近なコミュニ

ティの中で自らできる問題を解決していこうという機運を上げていかなければならない。

数字としてはなかなか上がりにくい数字ですが、やはりこれは設定して追求していく。６

割がＡかどうかという問題はあるのですが、そのように行政としては追求していかなけれ

ばならない。自らの存立基盤にも関わる話ですので、そういうことでしていきたいと思い

ます。 

原田委員長: 私は基本構想審議会会長もしておりますので、この議論をしっかり覚えていただいて、

次に生かしていただければと思います。指標の議論はこの場だけではどうしようもないの

で、ぜひ次の計画のときに私にお伝えください。 

続きまして多文化共生の推進のご説明を頂戴することにいたします。 

文化商工部

長    : 

まず、多文化共生の推進４－１の政策の概要は、「人種、国籍を問わず、区民は多様な価

値観をもっています。外国人を含めた多様な区民が、互いに尊重し安心して暮らせる多文
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化共生を推進し、豊かなコミュニティの形成を図ります」ということでございます。 

こうした中で、やはり一番大きなポイントは外国の方々との共存共生だと考えてますの

で、今の豊島区の外国人の方々の状況がどうなのかということを簡単に触れさせていただ

きます。 

まず、豊島区の７月１日現在の外国人人口は２万 669 人でございます。総人口が 27 万

4,616人ですので、割合は 7.53％でございます。成果指標の 22年度が設定の現状値 4.3％

と入ってございますが、22年度は 7.1％でございますので、数字上は若干増えております。

ただ、あくまでこれは住記登録をしていただいている外国人の方の数値ですので、実感と

してはもっと多くの方が住んでいるのではないかと考えてございます。 

国籍で言えば、99カ国の方々がお住まいになっています。上位からご紹介申し上げます

と、１番が中国籍、２番が韓国または朝鮮、３番がネパール、４番がベトナム、５番がミ

ャンマーでございます。この上位５カ国を足しますと１万 7,000 人以上になりまして、２

万の中の９割近い国籍がこの上位の５カ国で占められているというのが豊島区の現状で

す。そうした方々は、当然国籍だけではなくて、所得水準や教育レベルも非常に多様化を

していると認識してございます。また、インターネットの普及により、ＩＴを使ってグル

ープを組んでいるという傾向が非常に大きいと思っております。また、外国の方も住民で

ある以上、外国人に対する施策につきましては福祉、教育、医療、防災、全ての事業に関

わってございます。 

そうした中で、これからご説明させていただきますのは、文化商工部といたしまして、

彼らにとって最も大きな課題であるのはやはり言葉の壁だと思いますので、それをどう取

り除いていくのかということを中心にお話をさせていただきます。 

計画事業といたしましては、外国語ボランティア事業を挙げさせていただいてございま

すので、その部分で担当課長の方からご説明をさせていただきます。 

文化観光課

長    : 

それでは、ヒアリングシートに基づきましてお話させていただきます。 

施策の体系は、多文化共生の推進ということで、所管部局は文化観光課でございます。 

成果指標といたしましては、なかなかこちら設定が難しゅうございました。地域で外国

人との交流があると考えている区民の割合ということで、具体的に使っておりますのが協

働のまちづくりに関する区民意識調査でございます。現状値ですが、設定年度 22年度のと

きは 4.3％、25 年度のときは 5.3％と上向きでございましたので、評価はＡと設定してご

ざいます。先ほど委員長から色々お話がございましたが、こちらについて何割がＡだとか

何割がＢ、Ｃという評価は、私どもは現時点ではしておりません。傾向としてこのように

出ておりますので、着実に進んでいるということでＡ評価とさせていただいてございます。 

指標の選定理由ですが、外国人との交流を身近に感じること、つまり意識の関係が必要

な要素でございますので、ここを選定としているものです。 

目標の設定根拠も同様でして、継続的な区民意識の向上ということが必要なため、こち

らは外すことができないものと考えてございます。 

取組状況でございます。こちらは、私どもの所管しておりますのが１事業でございます。

外国語ボランティアですが、外国人の方がいらっしゃるイベントには各種ございます。例

えば西口公園で、バングラデシュの方がいらしたり、台湾の方にお使いいただいたり、ま

た様々な外国人の国際交流等々をしているＮＰＯの方もいらっしゃいますので、そういう
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様々な機会を通してＰＲをしてお話しております。もちろん転入される方等々にもお話し

ているところでございます。 

達成に向けての課題でございます。外国人住民の増加ですが、特にアジア圏が豊島区は

増加しております。ですので、派遣を希望する言語も、アジア系が増加しております。特

に中国語等でございますが、そちらの派遣を希望する言語に対応可能なボランティアがい

ないという現状がございます。具体的にはやはり英語等が中心となってボランティア登録 

をされるという方が多くなっております。ただ、アジア圏の方が必ずしも英語ができるか

ということとマッチしませんので、そこのところが課題として考えてございます。 

政策全体の評価になります。事業の変化等もございますが、今申し上げた需要への対応

ということ、実施の工夫ということですが、派遣希望言語に対応できない場合があるほか、

例えば命に関わるような病院の受診の場合、またはお金の関係があるような法律問題の場

合、ご相談の上で、できる範囲のことはさせていただきますが、お断りするケースが多く

ございます。と申しますのが、こちらの外国語ボランティアが、名前のとおり区民の方の

ボランティアで成り立っている事業でございます。ですので、そちらの役割分担について、

そこまでボランティアの方にお願いできるようなことなのか、個々の案件ごとに確認して

対応している状況でございます。 

環境の変化でございますが、2020年はオリンピック・パラリンピックがございます。そ

ちらに向けてということもあるのですが、アジア系ももちろんですが、最近、欧米系の方

が増加しているのを肌で感じております。街を歩いていると肌で感じると同時に、区内の

ホテルの方でもそういうようなことで、確実な統計はとられていない上での話なのですけ

れども、そういうお話は聞いているような状況がございます。ですから、今後の方向性に

なりますが、そういうものも含めてイベント等の機会を利用して翻訳、通訳ボランティア

を広く募集して派遣対応可能な言語の拡大を図っていく。また、個人からの派遣依頼に対

応するための問題点の整理を行っていく必要があるのではないかと考えております。 

最後に、実績と計画でございますが、計画事業数３とございますが、このうちの１つが

外国語ボランティアということでございます。２つは、防災、教育のほうの領分が関わっ

てきております。その中の１事業として、25 年度で言えば 14 万 2,000 円余、計画事業と

しては 29万円、翻訳、通訳派遣の支払い等の金額を記載しております。 

原田委員長: １政策１指標ということですが、この数値が上がっていますけれども、それは具体的に

構成している事業の効果だとお考えですか。 

文化観光課

長    : 

間接、直接的かどうかはわかりませんが、間接的にももちろん関与していると思ってお

ります。 

原田委員長: では、このパーセンテージを上げた理由については、どうお考えでしょうか。 

文化観光課

長    : 

豊島区の国際化施策を申し上げますと、例えば外国語のボランティア事業は１事業でご

ざいます。その他にも、例えば姉妹都市の交流がありますし、各課ごとに国民健康保険の

案内や清掃事業、放置自転車の案内等が多数ございます。放置自転車の関係では外国に無

償譲与しているというような交流もしてございます。そのようなもので効果が組み合わさ

り、だんだん上がってきているのではないかと考えてございます。 

原田委員長: そうなると、指標が上がろうと、下がろうと、構成する事業を見直すということにはな

かなかならない。もしこの数値が仮に下がっていた場合にも、うまくいっていないという
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のは、その施策を構成している事業が悪いからだとは必ずしもならないということですね。 

つまり、施策と事業が比較的１対１というのはなかなかつながってないのかなという気

が私はするのですが、いかがでしょう。 

文化商工部

長    : 

おっしゃるとおりでございまして、事業を抱えているところはほとんどが外国人の方々

との対応がございます。そうしたものが全て積み上がってこの意識調査のところに反映さ

れていると考えてございますので、多文化共生の推進という非常に数値化しにくいところ

の指標ということで、今後見直していくことも考えていかなければいけないのかと考えて

ございます。 

Ａ委員： 通訳や翻訳のボランティアを拡大することで、いわゆる地域で外国人との交流があると

考えている区民の割合が増加するというお考えですね。そこのご説明をいただけますか。 

文化観光課

長    : 

おそらく委員のご質問されているとおりだと思います。私も、そこの方が直接にこの成

果指標が絡んできているかというと、やはり疑問な点はあると思っています。 

Ａ委員： 他の区でしているような通訳、翻訳という道ではなくて、日本語を学んでもらうような

取り組みというのは余りしないのでしょうか。 

文化観光課

長    : 

例えば文化商工部内で学習・スポーツ課がいろいろな方を対象に講座をしております。 

文化商工部

長    : 

豊島区は６つの大学といろいろと事業をしてございますけれども、その中で学習院大学

と立教大学と共催させていただきまして、外国の方に向けて日本語教育はさせていただい

てございます。 

原田委員長: この前、報道があったものですね。 

文化商工部

長    : 

そうです。 

Ａ委員： それはおそらくかなり日本語の知識のある方であって、問題はしゃべれない方でありま

して、ご存じのように豊島区は日本語のいわゆる教室が多いところでございます。そうい

ういわゆる日本語の語学学校との連携というようなものは考えていないのでしょうか。 

文化観光課

長    : 

連携は考えてございます。事業として挙げさせていただいた外国語ボランティアのほか、

もう一つこちらにはございませんが、ホームビジットという制度がございます。ホームス

テイという１年間や半年といった長期のものとは違い、１日、半日単位で、語学学校の方

に日本家庭に訪ねていただくホームビジットという制度がございます。そちらにつきまし

ては、区内の専門学校、語学学校等々に、もちろん立教大学も含めてなのですけれども、

学生にご紹介して、今来ていただいているような状況です。 

Ａ委員： 取り組みの多様化が必要ではないかという気がいたしまた。以上です。 

Ｂ委員： 今までの説明の中で、様々な施策や事業、取り組みがなされているのに、この通訳ボラ

ンティアのところだけを取り上げて経過を観察しているというのはなぜですか。 

文化観光課

長    : 

正直申し上げまして、当初の段階ではこちらが一番いい指標だと設定しておりましたの

で、経年比較というのは必要だと思っておりますので、そのまま設定しております。 

ただ、今委員等のお話がありましたとおり、何らかの形でそれをフォローするものとい

うのは必要なのではないかと考えてございます。 

Ｇ委員： 多文化共生事業で、例えば学校における教育がございます。そちらの方では、日本語教

育ということで、教育センターの方で全く日本語がしゃべれないようなお子さんが転入し
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てきた場合、来てもらって日本語学級に週１回行ってもらう、また学校に直接通訳の方が

訪問して学習支援をするとか、そういった事業は行っております。それも多文化共生の推

進の中の位置づけの事業になります。 

構成の仕方につきましては、様々関連する多文化共生の事業がございますので、そのあ

たりは今後整理する必要があると思っております。 

Ｅ委員： 関連して、先ほどの区民部の参加と協働も大事なのですけれども、どうしてもいろいろ

な部署でされていらっしゃる各種の事業が、ここに一つのテーマとして集約される部分と

いうのがおありになると思います。逆にいうと、内部の部門間の連携あるいはその政策が

幾つかの目標を持つとしたら、この多文化共生ではこういうところが役立つとか、あるい

はこういうアイデアがあるのだがそちらの部署ではできないかとか、そのような話し合い

というのは頻繁に行われているのでしょうか。 

文化観光課

長    : 

現在は、国際担当のセクションは文化観光課が担当しております。いろいろなヒアリン

グ等をさせていただきますが、その中でどんなことをしているのかと確認させていただい

ていることになっていまして、あとはそれぞれの所管のところが日々の業務の中で区民の

方、特に外国人の方とお付き合いをする中で、課題と思ったことを個別に対応していると

いう状況です。 

Ｅ委員： このようなものはどうかというような、アイデアを推したりすることはないのですか。 

文化観光課

長    : 

ございます。私は観光セクションですので観光関係も含めてなのですが、既にお住まい

の方で日本語に慣れている方なら大丈夫なのですが、外国人の方でやはりお困りになるこ

とで一番大きいのは、自分が今どこにいるかわからないということです。地図等の案内板

がございますが、そういうものについては多国語表示でぜひ配慮してほしいというような

お話をさせてもらいます。料理のメニューもそうです。加えて、例えば現場に合わせた多

言語化のメニューを相手のニーズに沿ってしてほしいようなことはお願いしております。 

もう一つつけ加えさせていただきます。この取り組みというのは区だけで済むものでは

ないと思っております。区内全域の取り組みがやはり必要だと思っていますし、行政だけ

でするものではなく、やはり民間の方の取り組みも必要だと思っています。民間の方もそ

う思っていらっしゃいます。そのようなことで、インバウンド推進協力会という、観光客

になってしまうのですけれども、外国人の方に日本に来ていただいて、安全・安心に街を

周遊していただこう、お住まいになっていただこう、見学していただこうという取り組み

なのですけれども、このインバウンド推進協力会におきまして、外国語の案内板、掲示板

であったり、表記であったり、冊子であったり、ホームページであったり等、そういった

ようなものを私どもと一緒に研究している区内のグループがございます。構成団体は、区

内のホテル関係の団体、観光協会、小売りの皆さん、具体的にいいますと駅前の百貨店、

電器量販店等、生活必需品のところから観光名所、宿泊先まで、いろいろなところを網羅

するような形でインバウンド推進協力会をつくっております。 

Ｂ委員： 観光客と住民を分けて、指標をおとりになられないと数字が使えないものになってしま

いますので、よろしくお願いします。 

原田委員長: 以上をもちまして多文化共生についてのディスカッションを終えたいと思います。 

続いて平和と人権の尊重に移りましょう。 

総務課長：  それでは資料の４ページになります。４－２、平和と人権の尊重についてご説明させて
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いただきます。 

政策といたしましては、豊島区は 23区で初めて非核平和都市宣言をした都市でございま

すけれども、非核平和の大切さや人権問題についての正しい認識を普及させるということ

で、豊かなコミュニティの基礎となる平和や人権に関する意識を高めるということでござ

います。 

施策の体系は１つで、平和と人権の尊重ということでございまして、現行の基本計画に

おきましては、豊かな地域社会の基盤となる平和を大切にする心を育むこと、また人と人

との交流を大切にして、お互いに相手を思いやり、尊重する地域社会を築くことというこ

とです。 

所管部局ですが、平和、また人権、啓発については総務課が、また人権相談については

相談事業の一環の中で政策経営部広報課が取り扱いをしているところでございます。した

がいまして、大枠は私のほうから説明をさせていただきますが、総合相談担当課長のほう

からもあわせて説明をさせていただきます。 

まず、成果指標につきましては、協働のまちづくりに関する区民意識調査の割合という

ことで、平和と人権を尊重する社会であると考えている区民の割合を成果指標として設定

をしているところです。 

選定理由ですが、平和と人権が尊重されているかどうかを区民がどのように実感してい

るかということを捉えるということで、このような意識というものは短期間に変動するよ

うなものではございません。一定期間の中で傾向が把握できるというふうに考えておりま

すので、毎年の調査ではございませんけれども、この区民意識調査の数値を用いましてそ

の達成度を測っていきたいと考えております。現状値として設定されているものは平成 22

年度の数値でございまして、15.6％でした。直近の数字ですが、25年度の数字として 16.8％

ということで、目標が上昇することとしてございますので、22年度に比較いたしまして上

昇しているということで、Ａ評価とさせていただいております。 

目標値の設定根拠は、啓発する機会や相談件数が増加しているということで、平和や人

権に関心を持って、また尊重する社会であるというふうに考えている区民の割合が増加す

るということを考えております。 

また、取組状況と成果につきましては、まず平和について申し述べさせていただきます

が、例えば核実験を実施した国に対する抗議文の送付というようなことで、核兵器から区

民を守ろうとする区の姿勢を内外にアピールしているということでございます。また、人

権が尊重された社会を実現するために他団体や東京都との連携を図りながら、主に啓発活

動を通じまして人権問題の解決に取り組んでおります。その他、法律相談あるいは人権身

の上相談等の相談事業を実施しておりまして、区民が日常生活を営む上で発生する様々な

悩みや課題に応えられるように各種相談事業を実施しているところでございます。 

また、達成に向けた課題ということで、区民の意識を短期間に変えることは非常に難し

いことであり、やはり地道な活動が必要だと考えております。継続ということが非常に重

要なことと思っております。また、今後の外的環境ということで、１つには未だに多くの

国が核兵器を保有している世界情勢や、ＳＮＳなど、フェイスブック、ツイッターなどイ

ンターネットを介した新しい人権問題なども今後対応をしていく必要があると考えており

ます。 
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政策全体の評価ということで、担当から分担をして説明をさせていただきます。 

まず、事業の進捗状況として、平和の啓発事業ということで、年４回、本庁舎のロビー

でパネル展を開催しております。本日も１階のロビーで、長崎市原爆資料館からお借りし

た資料展を実施しているところでございます。また、人権擁護委員と協力しながら、人権

週間における街頭啓発活動や人権の花事業等、主に小中学生向けの事業を共催いたしまし

て、小中学校の半数以上で毎年実施をしているという状況でございます。また、非核平和

都市 30周年の際には、長崎市と共催いたしまして、長崎市の被爆者を招いた被爆体験講話

を、記念式典あるいは区立小学校、区民ひろばで実施しておりまして、区民に広くそのよ

うな機会を提供しているということでございます。 

環境変化ということで言及させていただきますと、近年ヘイトスピーチということで、

外国人の排斥を目的とするデモ行動が特にマスコミが頻繁に報じるということがありまし

て、今後の区民の平和と人権への意識に影響を与える可能性がありますので、そういうと

ころにも注力をしていく必要があるのではないかと考えております。 

総合相談担

当課長 ： 

相談事業でございますけれども、政策経営部で担当しておりますので、ご紹介をさせて

いただきます。 

主な相談事業といたしましては、弁護士による無料の法律相談を行っております。また、

人権擁護委員による人権身の上相談、それから行政相談委員による行政相談ということで、

直営の専門相談についてはこの３つを行っておりまして、問題解決の糸口となる助言等を

行っているところです。これらは通年行っておりまして、当初事業量として想定されまし

た５年間で 6,500 件と掲げておりますけれども、年間約 1,400 件程度の相談に応じており

まして、そちらの進捗状況としてはほぼ想定どおりかと考えております。この他に、数字

で出ていない面といたしましては、本庁舎１階に区民相談コーナーを設けまして、ノンジ

ャンルで区民からの生活全般に関する相談を年間 5,000件ほど受けております。 

こういった相談の内容としては、人権問題等に限らず、高齢者からの相談が大分多くな

っておりまして、これが少子高齢化に伴う今後の課題かと捉えております。また、外国人

につきましても相談が 600 件ほど内訳でございまして、その中で中国語の相談が多いと理

解している次第でございます。 

総務課長： 最後に今後の方向性といたしましては、多様な人権問題に対する理解を深めるための意

識啓発を行っていく必要がありまして、その上で 2020年の東京オリンピック・パラリンピ

ックに向けまして、東京都が人権施策推進指標の見直しを始めるというようなことを聞い

ておりますので、豊島区といたしましても 2020年まで、これまでに設定した指標をさらに

上回る数値を目指して取り組んでいく必要があるかと考えております。なお、総事業費で

すが、26年度以降に増えておりますのは、相談の非常勤職員の雇用ということで、一般的

な事業の実施の経費ではございませんので、予めご承知おきください。ご説明は以上でご

ざいます。 

原田委員長: それでは、質疑応答に入りますけれども、先ほどと同じようなお尋ねをいたします。ど

のぐらいの数字であればＢになるのでしょうかというのが１つ。 

それともう一つは、この数値が今回上がっているわけですけれども、それは構成事業が

効果を生じているということとお考えなのかどうか、お聞かせください。 

総務課長： 今回はＡ評価とさせていただきましたけれども、Ｂは横ばいと考えておりますので、
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15.6％という数字でＢになるという認識でおりました。 

また、この数字の事業の実施に伴う反映ですけれども、全てとは言いがたいとは思いま

すけれども、啓発活動の一定の成果を指標があらわしているものと考えております。 

原田委員長: 他の要因はどのようなものでしょう。 

総務課長： この平和人権に関する事業は、行政だけではなく、民間の団体も当然行っているものと

思っております。社会の中でいろいろな機運がございますので、行政の発信だけではなく、

様々な発信が重なってこの数字にはなっていると考えております。 

Ａ委員： 相談のところでお聞きいたします。幾つかの相談が挙がっているのですが、行政相談委

員は総務省の行政相談委員のことですよね。それから、区民相談は区の職員の方が対応す

るということですよね。 

総合相談担

当課長 ： 

まず、行政相談は、総務省の委嘱を受けた行政相談委員が６名おります。人権身の上相

談は、法務省の委嘱を受けた、区内で 12人の人権擁護委員がいらっしゃいまして、ご相談

を受けていただいています。法律相談に関しましては、豊島法曹会のご協力をいただきま

して、43人の弁護士が輪番で相談を受けております。その他に、一般相談ということで、

本庁舎で職員が対応して、専門相談に回したり、その場で解決できるようなアドバイスを

しているという事業を行っています。 

Ａ委員： そうすると、ここに挙がっているのは総相談数であって、人権や平和に関係ないものも

入っているということですか。 

総合相談担

当課長： 

一般の区民相談のものは数字としてはここには掲載しておりませんけれども、法律相談

が 1,379 件、人権身の上相談ということで、人権擁護委員が直接お部屋で相談を受けた件

数は 20件ということでございます。 

Ａ委員： 特に行政相談は国への苦情や職員の対応等があるので、関係ないものも入っているとい

うことですね。 

総合相談 

担当課長： 

現在としては予算項目も事業も一本化しておりまして、区民相談事業の中で位置づけて

おりますので、最初のこの目標の設定とは少し環境が異なっていると思っております。 

Ａ委員： 相談内容で十分わかるので、こういうときには抽出して対応した方がよろしいかと思い

ます。以上です。 

Ｄ委員： 私も相談業務についてなのですが、積極的にこの相談を受けられていて、さらに今後予

算も増やされるということは、活発にされているということで評価はできるとは思うので

すが、一方で、次から次へと相談件数が増えているということは、次から次へと問題が起

きているということですので、その結果がこの成果としてＡでよろしいのかどうかという

のはどうお考えになられますか。 

総合相談課

長   ： 

総事業費は 26年度から増えておりますけれども、これは来年新庁舎において土日開庁す

るのですが、区民相談コーナーも土日開庁の職場になっておりまして、一般の区民相談を

受けるための非常勤職員の配置の関係で増えております。予算についてはそのような理由

で増えるということでございます。相談件数そのものについては、３つの相談については

ここ数年安定して推移していると理解しております。 

原田委員長: これは従来から言われることですが、相談の件数を指標にするときの難しさということ

ですね。 

Ｃ委員： 平和施策についてなのですが、啓蒙ということでは誰も反対するところはないのですが、
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取り扱い方によってはかなり政治的な状況というのも入ってくる可能性があるので、非常

に施策として立てるのは難しさがあると思うのですが、例えば取組状況のところで、核実

験を実施した国に抗議文を送付したというのは、これは区として送付したということでよ

ろしいのでしょうか。議会でするケースはよく聞くのですが。 

総務課長： 区として発信をするケースと、あわせて区議会で発信をするケースと、両方でございま

す。 

総務部長： 豊島区として非核都市宣言をしておりまして、これは議会の方で議決をいただいており

ますので、区全体として核実験等には反対するという立場になってございます。 

原田委員長: 以上をもちまして平和と人権の尊重のディスカッションを終わりたいと思います。 

続きまして４－３、男女共同参画社会の実現のディスカッションに入ります。 

男女平等推

進センター

所長   : 

政策４－３、男女共同参画社会の実現でございます。政策の概要としましては、平成 14

年 2 月 15 日に区議会の全会一致決議に基づきまして、「区民一人ひとりの人権が性別など

の違いにかかわりなく尊重され、その人らしく暮らしていけるまちを実現するために、豊

島区は『男女共同参画都市宣言』を行いました。だれもが、家庭・学校・職場・地域社会

などあらゆる場において、ともに参画し、責任を分かち合える男女共同参画社会の仕組み

づくりを推進」するというものでございます。 

施策の体系は男女共同参画社会の条件整備となっております。 

個別の計画といたしましては、第３次豊島区男女共同参画推進行動計画、豊島区配偶者

等暴力防止基本計画、こちらは平成 23年 12月に策定しております。 

成果指標は２つございまして、まず１点目が、男女が共同で社会に参加できると考えて

いる区民の割合となっております。こちらは協働のまちづくりに関する区民意識調査（平

成 22年６月実施）の割合をもとにしております。 

こちらの指標の選定理由でございますが、男女共同で社会に参加できると区民が考えて

いるかを把握することで男女共同参画の進展度合いを測ることができるのではないかと考

えております。 

目標設定の根拠ですが、やはりそのように考えている区民の方が常に増えていることが

望ましいのではないかということで、上昇するという設定にさせていただきました。 

取組状況については、意識啓発のために啓発シネマの上映や、エンパワーメント講座、

ワーク・ライフ・バランスのフォーラムの開催を関連する機関や団体と協働して実施し、

広く区民に向けた啓発活動を展開しております。 

達成に向けた課題といたしましては、平成 23年度に男女共同参画に関する住民意識調査

を実施したところですが、結果といたしまして、男女平等推進センターを知っていると答

えた方が 25.7％ということで、割合として非常に低いのではないかと認識しております。

まずは事業を推進していく男女平等推進センターの認知度を上げることによって、意識啓

発も引き続き進めていければと思っております。平成 21 年度には 19.1％しか認知度がな

かったので、若干上がってきているというのはあるのですけれども、やはりさらにもっと

認知度を高めていきたいと考えております。 

また、２点目の指標が女性の就業率となっております。こちらは、区内の 15歳以上の女

性に占める、主に仕事に従事する人の割合で、平成７年、12年の国勢調査ではほぼ横ばい

で推移していたというものになっております。22年度の数値としては 31.0％で、目標は、
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これは国勢調査の数字をもとにするということですので 38％となっております。 

指標の選定理由については、女性が就業して、その能力を発揮し、経済的に自立してい

る状況になっていることで男女共同参画社会の実現をはかる指標の一つになるのではない

かと考え、選定をしたものとなっております。 

目標設定の根拠についてですが、こちらは 17 年度が 31.7％でしたので、目標としては

増えた状況で、38.0％を設定させていただいております。12年、17年以前も横ばいだった

状況があるので、このような設定をしております。 

これまでの取組状況と成果につきましては、資格を持ちながらも働いていない潜在看護

師や、再就職を希望していてもなかなか一歩踏み出すことができない女性向けの講座を関

係機関と連携して開催しております。例えば、潜在看護師の方の講座につきましては、池

袋保健所地域保健課と共同開催したり、今年度初めてなのですけれども、東京しごとセン

ターと女性向けの再就職支援の講座を共同開催する予定となっております。また、ワーク・

ライフ・バランス推進事業者の認定制度やフォーラムを開催することによって、ワーク・

ライフ・バランスの推進、女性が働きやすい環境を整備していくような取り組みをしてお

ります。 

達成に向けた課題でございますが、妊娠や結婚、また介護等を理由に辞職する女性の方

を減らすためには、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを進めていく必要があります。

また、女性の就業については、最近は男性もそういうことがあるかと思うのですけれども、

パートタイムや非正規雇用というようなことがございますので、男女間の格差がなくなる

よう関係機関等と連携しながらの取り組みも必要ではないかと考えております。 

政策全体の評価についてですが、これまで啓発事業等を実施する中で、男女共同参画の

意識は浸透してきている部分もあるとは考えております。例えばですが、今回この指標で

は 20.5％が 20.0％ということですけれども、男女共同参画の住民意識調査を隔年で実施し

ているのですが、そちらで見ますと、男女平等になっていると、そう感じているという方

が、21 年は 34％だったものが、23 年は 43.6％になっているというような状況もございま

す。そういった面からも浸透してきているものもある程度はあるのではないかとは思いま

す。そうはいいましても、やはり固定的な性別役割分担意識や性別による差別や暴力につ

いては、今回配偶者等暴力防止基本計画を定めたり、平成 25年に虐待と暴力のない都市づ

くり宣言をしたりとか、そういった取り組みも進めておりますが、そういった課題も残さ

れていると考えております。引き続き、家庭、学校、職場などでの男女平等意識の啓発や

男女共同参画の視点に立った取り組みが必要ではないかと考えております。 

また、環境の変化については、女性の社会進出に対する意識変化や経済状況の変化等に

よって、女性の就業者は増えている状況があるのではないか、全国的に共働き世帯の割合

が増えているということが国の調査にもございますので、本区においてもそのような状況

も見られるのではないかと思います、そういった背景を踏まえて、区においても、女性が

働きやすい環境整備を進めるために区内事業所におけるワーク・ライフ・バランス推進の

取り組みを引き続き進めていきたいと考えております。 

また、今後の方向性につきましては、やはり具体的な取り組みとなりますと住民の方へ

の意識啓発というような部分が大きくなってくるとは思うのですけれども、学校教育をは

じめとした部分とも連携をしながら、家庭、地域、職場におけるそういった機会を設けて、
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男女平等意識の形成を促進していきたいと考えております。 

原田委員長: それでは、質疑応答に入ります。 

20.5％が 20.0％というのは、統計的には誤差ではないかという気もするのですが、どう

でしょう。 

男女平等推

進センター

所長   : 

そうかとも考えてＢにしようかとも思ったのですけれども、上がるとしてももう少し上

がった方がというような思いもあり、所管としてはＣということで評価いたしました。 

原田委員長: おそらく区民の方からすると、Ｃとなると何か施策を構成している事業がうまくいって

いないのではないかと思うはずなのですが、Ｃとなさるということは多分そのような実感

があるからというふうにも考えることができますが、いかがですか。 

男女平等推

進センター

所長   : 

住民意識調査の結果では男女平等の意識等も進んでいる部分があるのではないかという

お話もさせてはいただいたのですけれども、この 20％でいいのかという問題もあるのかと

思いますので、現状維持よりは上げていきたいという思いで、Ｃでつけさせていただきま

した。 

原田委員長: 区の税金を無限に投入できればしたいとは思うのですが、なかなかそうはいかない中で、

限られた財源を投入してより効果的にその施策の効果を上げていくためには、構成する事

業を一定程度見直していくということ、量的に拡大するということができればいいのでし

ょうけれども、なかなかそうはいかないとなれば、その点についてはどうお考えなのでし

ょうか。 

男女平等推

進センター

所長   : 

この成果指標は意識の問題でもあるかとは思うのですけれども、個別の計画である男女

共同参画の行動計画の方でも男女共同参画の実現に向けて、各所管で実施している事業で

いかに男女共同参画が進んでいるか測る必要が出てきます。そういった部分も踏まえなが

ら、私どもが行っている啓発活動については、参加率や、ご参加いただいた方の満足度と

を統計としてとっておりますので、そういったところを見ながら、どういった事業を展開

していくのか検討し、精査していく必要があると考えております。 

原田委員長: 消滅可能性都市と言われた自治体の一つとして、この２番の成果指標はどう考えるので

しょう。要するに、これでいいのか、悪いのか。消滅可能性があると指摘されて、区とし

てはこれから改善していこうとするときに、この数字は非常に大事な数字になってくると

私は思うのですが、どうお考えですか。この 31.0％という数字は、消滅可能性があると指

摘された自治体にとって、どう改善していくべきだと考えているのかということです。 

男女平等推

進センター

所長   : 

やはり女性が暮らしやすい、住み続けたいと思ってもらえるような豊島区になっていく

必要があると思います。そういった意味でも、豊島区に住んでいる方が働きたいと思うと

言うのでしょうか、生活をしていく上でワーク・ライフ・バランスがとれているというよ

うな状況がないと、なかなか思うような仕事につけないといったことがあるかと思います

ので、よりよい暮らしになるための取り組みを進めていく必要があると思っております。 

総務部長： この就業率というのが指標としてどうかというのはございまして、おそらくこれは相当

就業率が上がっているのかと思います。それは、景気が悪くなって働かざるを得ないよう

な状況で就業率が上がっているという状況もございますので、本当に女性がこれから伸び

ていって、豊島区の人口が増えていくにはどうすればいいかということが、本音の部分を

Ｆ１会議といって女性がメインの会議をつくり、そこで色々と論議をしていただき、意見
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を賜って、今後の施策に反映していきたいと考えています。 

Ｂ委員： 就業率のとり方なのですが、区内の 15歳以上の女性に占める主に仕事に従事する人の割

合ですが、おそらく一番問題になっているＭ字カーブの深さですね、そこをどう上げるか

なので、そこを他の 23区と比較するなりして、または過去の経年変化を見ていかれると、

より示唆に富む評価になるのではないかと思います。 

男女平等推

進センター

所長   : 

分析等をした上で、女性の豊島区の就業率についても、Ｍ字カーブの部分についても詳

細な検討等を進めていきたいと思います。 

Ｃ委員： 今の議論と関連するのですが、男女共同参画社会の実現と言ったときに、私のイメージ

ですが、どうも女性が就業していくのがいいことなのだと偏り過ぎてはいないかと。例え

ばこの政策目標で、その人らしく暮らしていけるというところを目標にするのであれば、

家事、子育てに専念して地域で活躍していきたいというのも、当然選択肢にあるので、そ

のような意味では、就業率に偏って成果指標というところを見過ぎるのはいかがなものか

と思うのですが、そういった議論はなされたことはあるのでしょうか。 

総務部長： 今、女性の活力、力の活用といいますか、アベノミクスでも言われているのですけれど

も、そのときにやはり女性が管理職になったり、経営者になったりという見方と、あと私

ども地域のリーダーに、町会長などではほとんどいらっしゃらないのですけれども、そう

いう部分に女性がどれぐらい地域のリーダーとして地域社会をリードしてくださるか、そ

の辺りをかなり重視しておりますので、そういうところも見ていきたいと思っております。 

Ｄ委員： 同じ意見なのですが、仕事を通じて活躍していただくというのは私もいいとは思うので

すけれども、その人らしく暮らしていけると言っている中で、余り女性の就職、就業率に

こだわった指標のとり方に疑問を感じるのと、いや、そうではなくてやはり豊島区として

はそうはいっても活躍していっていただきたいと推進をするのかというのは、どう考えて

いるのか。何か一貫性がないような気がします。 

男女平等推

進センター

所長   : 

おっしゃるとおりで、その人がやはり一番生きやすい生き方、自分がそうありたいとい

う形になるのが望ましいと考えております。今回のこの女性の就業率の指標を使っている

ことについてですが、個別の計画では管理職や地域のリーダーの方の割合などの指標も様

使って、どういったことが達成できているかという進捗管理も行っております。今後基本

計画でどの指標を使ってくるのかというのは、また考えていく必要があるのではないかと

思っております。 

原田委員長: 本年と来年かけて計画をつくっていくわけですが、その際にやはり消滅可能性の指標に

対する対応も含めて、指標のあり方については見直しをしていく必要があると思いますね。 

Ｅ委員： お話をお伺いしていると、どうしても国や社会とかと連動した政策なものですからそう

いう気になってしまうと思うのですが、豊島区が社会全体の責任をとる必要はないと思っ

ているのですね。つまり、豊島区として区民の方々あるいは区内の事業所の方々とこれを

どうしていくのかというお話だと思いますので、余り社会に参加できると考えている区民

の割合は、こういう指標を掲げるのは結構なのですが、おそらくそれを補完する、今おっ

しゃられたようないろいろな細かい指標をお持ちだと思いますので、年に１回や３年に一

回だけの点数だけではなく、それを補完する指標をうまくここの中に織り込んでいただく

方が、これを見る区民の方にとってはわかりやすいと思います。 
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Ｂ委員： 男性に関わる指標もあるとバランスがとれるのではないかと思います。 

原田委員長: では、以上をもちまして男女共同参画社会についてのディスカッションを終えたいと思

います。この委員会としては今後もこのような指標についての各部局とのディスカッショ

ンを続けてまいりますけれども、少し簡単な感想だけでも頂戴したいと存じます。 

Ｃ委員： どうしてもやはり政策単位の成果指標、施策単位の成果指標ということで議論しようと

するのですが、その下にある事務事業レベルのものがどう記述に表現されているかという

ところが欠けていると、どうしても質問がそこから入らざるを得なくなったりするので、

なかなか議論が難しいのかなと、そのような印象を持ちました。 

Ｄ委員： まず、成果指標のとり方が非常に難しいのだなと思います。これでいいのかどうかとい

うのもありますし、今後の課題だと思っております。 

Ｅ委員： 私は、言葉の問題にひっかかったのですが、ヒアリングシートの書き方の表現ですね。

何々する、しない、あるいは問われている、何が必要だと、ご自分の事業をここに書かれ

ているのか、第三者的に表現されているのか、少し気になりました。 

Ａ委員： 事前に資料をいただいているわけですので、どうしてもわからないことがあれば、事前

に何か知らせる方法があれば、答弁の中で明らかにしてもらうというのも一つかと思いま

す。 

Ｂ委員： ヒアリングシート④の施策は、意識がどう変わるのかというところになりますので、そ

こに意識が変わるまでの間の論理性というものや、またはどのような事業でこのように意

識が変わると思っているのかというところをもう少し具体的にお話をしていただけると理

解しやすいと思います。 

原田委員長: ロジカルなストーリーが欲しいということですね。 

Ｆ委員： 政策を展開している側ですから、非常に参考になりました。大いに改善する点があると

いう印象です。もう少し区側の説明をうまくすれば、違ったご意見も頂戴できたかと思い

ますが、時間が少ないものですから、もう少し時間を増やしてもよかったかと思います。

改めて考えてみたいと思います。 

Ｇ委員： 今回のここでの議論を踏まえて来年度基本計画の策定の見直しに進んでいくことを考え

ております。地域づくりの方向性として８つ、今回は政策単位で議論いただいていますけ

れども、政策が全部で 26 あります。その政策の下に施策が 72 ということで、そういった

体系を今後どう見直していくかということと、政策の全体評価に対するご意見が参考にな

るのかと思っております。そういう意味で、政策を構成する施策、それぞれ複数ございま

すが、所管課には全体政策の評価を行うに当たりましては、政策を構成する施策を意識し

た上で評価をしていただけると、もう少し議論がこの体系に基づくものとして展開できる

かと感じました。これは事務局も反省するところでございます。 

原田委員長: 私も一言ですけれども、この計画は９年目でございますので成果指標はもう設定して、

それを所与のものとしてディスカッションをしてみたいと、皆さんとしてはいろいろおっ

しゃりたいことがあることは百も承知で、意図的に 100％そのような議論をしてみたと。

それはおそらく次の計画につながってくるだろうと思います。私もわからないわけではご

ざいません。要するに、あの時にあのようなこと言わなければよかったということが今き

いてくるということです。あの時しっかり考えようということをぜひこの一、二年間でし

っかり考えていただければ、そのようなきっかけにしていただければ幸いであります。 
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（２）その他 

原田委員長: それでは、事務局から事務連絡をお願いします。 

事務局： 皆様、本当に駆け足の中で議論をしていただきまして、ありがとうございました。 

事務連絡でございます。次回は、９月 10日水曜日、議員協議会室で６時半開始とさせて

いただければと思っております。よろしいでしょうか。 

原田委員長: 結構です。 

それでは、第２回目の政策評価委員会をこれにて終わりにいたします。 
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会議の結果 

（１） 基本計画に掲げる以下の政策の進捗状況について、所管部局との質疑応答を

行った。 

１－１ 参加と協働の基盤づくり 

１－２ 地域力の再生 

４－１ 多文化共生の推進 

４－２ 平和と人権の尊重 

４－３ 男女共同参画社会の実現 

 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料２－１－１ 基本計画進捗状況ヒアリングシート① 

資料２－１－２ 基本計画進捗状況ヒアリングシート④ 

「地域区民ひろばとは」 


