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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 26年 9月 17日（水） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 第１委員会室 

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）・益田直子（立教大学法学部特任准教授）・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）・ 藤忠晴（政策

経営部長） 

 

欠席者３名 

区側 

出席者 

子ども家庭部長・子ども課長・子育て支援課長・教育総務部長・教育総務課長・学

校運営課長・教育指導課長・学習・スポーツ課長 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

企画課長 : これより、第４回政策評価委員会を始めさせていただきたいと思います。 

まず、委員の皆様の出欠でございますけれども、外山委員、大崎委員、水島委員の３

人の委員からご欠席の連絡をいただいております。 

それから本日参加をさせていただいております区側の部課長の紹介を簡単にさせて

いただきたいと思います。 

子ども家庭部長、石橋でございます。 

子ども課長、大須賀でございます。 

子育て支援課長、猪飼でございます。 

教育総務部長、天貝でございます。 

教育総務課長、坪内でございます。 

学校運営課長、井上でございます。 

教育指導課長、清野でございます。 

文化商工部 学習・スポーツ課長、關でございます。 

本日は、柱としては３本目「子どもを共に育むまち」ということで、12の成果指標に

ついてお願いしたいと思います。 

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 : それでは、資料４－１－１の最初の３－１ 子どもの権利保障について、所管の部局

から説明をお願いいたします。 

子育て支援課長: 子どもの権利保障の政策でございます。 

児童虐待やいじめなどに対しまして、子ども自身や子育てに不安を感じている親が安

心して相談や救済を求めることができる体制の整備、また子どもの自主性、主体性を育

む交流、活動の場を整備し、全ての子どもが人として尊ばれ、いきいきと自分らしく育

つことができるよう、施策を展開していくものでございます。 

まず、成果指標の進捗状況の１番、マルトリートメント（大人からの不適切な関わり）

に関する通報・相談件数でございます。要保護児童等の状況を記した内容でございます。 

こちらにつきましては、21年度末 560件という現状値をもとに設定したものでござい

ます。こちらの相談件数ですが、日本また東京都全体として年々件数が上がっていると

いう状況でございますけれども、豊島区につきましては 22年度から 25年度までほぼ減

少傾向にあるという内容でございます。 

指標として非常に悩ましいところがありまして、事態があって相談がないというのが

一番困るというところもあるのですけれども、新規通報をふやしながら継続事案を解決

に導いて、総体として数が減っているという状況でございます。 

取組状況・成果でございますけれども、困難事例に対しまして警察等々の協力が得ら

れやすくなっております。また、関係機関とのスムーズな連携の結果、見守り終了ケー

スが増え、改善率が上がっているという内容でございます。評価としてはＡとさせてい

ただいております。 

子ども課長： 続きまして、子どもスキップ開設数です。子どもスキップは、学校施設を活用した小
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学生のための放課後対策事業です。 

施設数が目標となっておりまして、目標値は 27年度 22か所で、全ての学校に子ども

スキップを開設するものでございます。25年度の達成は 19か所でございます。26年度

は 20か所ということで、達成率 90.9％でございます。 

子どもの安全な居場所として、子どもの多様化しているライフスタイルに対応して、

また放課後児童健全育成事業としまして、学校と連携しながら多様な子どもたちの活動

を保障するという意味で評価をＡにさせていただいております。 

続きまして政策全体の評価ですが、１点はまず虐待防止のネットワークの充実、また

未然防止や早期発見体制の強化が図られたこと、そして児童相談所の移管を視野に入れ

た、さらなる強化が必要だと考えてございます。また、放課後対策事業につきましては、

子ども・子育て支援法により、基準条例をつくることによりまして改善を図っていきた

いと考えております。また、地域子ども懇談会を開設し、地域と学校と保護者、行政の

連携を機能させているところに今力を入れているところでございます。 

今後の方向性ですが、関係機関との密な連携、そして児童相談所の移管を視野に入れ

た強化をしていくことが必要だと思っております。また、子どもスキップにつきまして

は、質の向上と、待機児童を出さないため教育部局と学校との密なる連携が必要になっ

ていると思っております。 

簡単でございますが、以上でございます。 

原田委員長 : まず私からお尋ねいたします。２番の子どもスキップの方は、指標の設定の仕方はと

もかく、実績が 19か所、計画が 20か所で、何となくＡかなという気がするのですけれ

ども、マルトリートメントについては、どれぐらいのレベルであればＡになって、これ

はすごくよくできたＡなのかどうなのか、お聞かせいただけるとありがたいです。 

子育て支援課長: 先ほどの説明でもこの指標の評価には悩ましいものがあるということで申し上げた

のですけれども、やはり虐待等があって、通報がない場合が最悪なわけでございまして、

この数値が単に減っていくだけでは評価ができないというように考えてございます。し

かしながら、そもそもの虐待自体がなければ当然相談もないので、それは結果として数

が少なくなる方がいいのではないかというように考えております。 

区につきましては、継続して対応している部分がおろそかになれば相談件数も年度、

年度で増えていきますので、その部分を解消しつつも、新規の通告、泣き声通報等の通

告を積極的に受けることによって早期発見を図っていくというような、相反するような

指標の捉え方になるかと思っております。 

区については、それぞれ力を入れてやった結果、全国、また東京都で右肩上がりの相

談件数のところが抑制できているのではないかというように考えております。したがい

まして、この 560件の横ばいを下回って、対応を強化しながらこの相談件数が下がれば

Ａではないかというように考えております。 

原田委員長 : この指標の設定の仕方が難しいということは十分承知の上でお尋ねいたしますけれ

ども、もし区として一生懸命していて、色々あれこれやっていて、その結果として 415

件ということであれば、500件を下回ればいいわけですよね。 

子育て支援課長: はい。 

原田委員長 : そのような意味ではかなりよくできているというように実感としてやはり感じてい
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らっしゃるのかなとも思うのですが、実際に全国の児相に対する相談件数は７万 4,000

件と右上がりですよね。その点でいうと、平行線ということはそれなりに効果が出てい

ると。 

それで、それはどの事業で効果が出ているとお考えなのでしょうか。要するに、他は

みんな上がっているのに、うちはこうなのだと、そこは何なのかと。一生懸命して成果

が出ているとすれば、それはどのような事業がうまくいっているのだとお感じなのか。 

子育て支援課長: 端的に申し上げますと２点挙げられまして、１点目がアウトリーチ型の訪問相談を積

極的に展開している点でございます。 

２点目が関係機関との連携強化で、早期の情報を受けること、また対応することを含

めて、特に警察との連携が強まったということが挙げられるかと思っています。 

原田委員長 : もう少しお尋ねをすると、その２つのうち後者は余り豊島区特有ではなさそうな気が

するのですが、アウトリーチはやはり豊島区は比較的一生懸命やっている、そういうこ

とが結果につながっているというようなお感じですか。やはり何か全国的に違う特徴が

あると思うのです。もっと推奨して賛美すべきだと私は思いますけど、そうだとすると

きちんと原因は何なのかということをやはり突き詰めたいというように思うべきでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

子育て支援課長: 一昨日の虐待防止の世界会議でも発表してまいりましたが、豊島区は高密都市で、家

庭が孤立化してしまうということがございます。相談を待つのではなくて、積極的に訪

問していくことによって、その効果が顕著に現れているかと思います。 

相談を受けますよということだけではなくて、１歳のバースデイ訪問という事業もあ

りまして、プレゼントを届けながら、その家庭の状況を見て、支援が必要な場合があれ

ばつないでいく、本人から申し出がなくても見守りできる体制を整えるということが特

徴の一つだと思っております。 

原田委員長 : もう一つだけ、しつこいようですが、それで実感があるのですか。実際にアウトリー

チでお邪魔して、これはうまくいったなという感触があるのだったら、エビデンスとし

ては出てこないが、この資料で十分なエビデンスですけれども、感触としておありなの

かどうか。 

子育て支援課長: 虐待の未然防止というところに力を入れておりますので、虐待が発生する前に親御さ

んが苦労しながら子育てをしている、そういったところで悩みがあった場合に、子ども

家庭支援センターというところもありますので、そちらの利用を積極的に促して、なる

べく孤立化させないということでサービスにつなげております。その結果、虐待まで至

らないケースとして解決されたケースが多いというように実感しているところでござ

います。 

原田委員長 : わかりました。 

Ｅ委員 : 私も委員長と同じ前提に立ってお伺いします。本当にすばらしい取り組みが多いと思

うのですけれども、量の問題と質の問題を１つずつ教えていただきたいのですが、いま

委員長は全国レベルのお話をしました。例えば 23 区内で子どもの数分の相談件数でい

うと、これはどうなのだろうなと。そのような意味でも減ってきているということがあ

ると、とても説得力があると住民の方は思うと思います。 

もう一つは、虐待等の未然防止ではなく、早期発見、例えばとんでもなく虐待された
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後の相談件数ではなくて、内容的にとても早い時点での相談件数が多くなれば、それは

より一層、評価できる結果だと思います。その２つをもし分かれば教えてください。 

子育て支援課長: ２点目、後者の方からご説明させていただきますと、年度を越えて対応する継続件数

と新規で対応する新規件数がございます。早期発見の部分についても新規件数の方でま

ず受けるということなのですけれども、継続件数は比較的難易度が高い困難事例が多い

です。早期発見すれば対処もしやすいということで対応しているということです。継続

件数は年々下がっています。それは、ただ下がるのではなくて、面接等の対応を、これ

は年々ふやしているのですけれども、対応することによって困難事例である継続件数を

減らしていくと。一方で、早期発見が大事ですので、未然防止と早期発見ということで、

新規件数は年々上がっているという状況でございます。継続事案を減らし、新規をふや

して、総体として数が減っているというような状況でございます。 

１点目のご質問ですが、こちらは児童人口比の相談件数の比較なのですけれども、豊

島区は比較的高い方になっております。これは、やはり繁華街を抱える高密都市という

ところもありますので、したがってここに特に力を入れているというところでございま

す。新宿、渋谷に比べても高い状況となっております。こちらについては年々の推移を

今確認ができませんけれども、このような高い状況にあるがゆえに対策を推進して、総

体として件数が減っているというような効果が出ているかと思っております。 

Ｄ委員 : 政策の方に「児童虐待やいじめなどに対し」ということで、「いじめ」という言葉が

出てきているのですが、このいじめについて何か豊島区として対策をされているのか、

ある程度学校に任せてしまっているのかというような点はいかがでしょうか。 

教育指導課長 : いじめにつきましては、第３回区議会定例会に議案として、豊島区のいじめ防止対策

推進条例を上程しております。これまでもいじめ対策については区の方で様々取り組ん

でおりますが、改めて条例という形で区民の皆さんにお示しをして、さらなる取り組み

の質的向上を図ってまいりたいと思っております。 

また、hyper-QUという心理検査を小学校５年生以上、中学１、２、３年生全員を対

象に実施しておりまして、学校における承認度や学校生活の充実度、こうしたものにつ

いて数値で判定をしております。課題のある子どもたちについては、個別の声かけや、

あるいは保護者との三者面談をしまして、いじめの未然防止に努めているといった状況

でございます。 

原田委員長 : それは、ちなみに公立だけですよね。私立小学校は入っていないですよね。 

教育指導課長 : 公立の小中学校のみということでございます。 

Ｄ委員 : 実際、いじめの発生件数を捉えるというのは結構難しいとは思うのですが、努力とい

うのはされているのかということと、もしされているのであればいじめの発生件数自体

ふえているのか、減っているのかという傾向はつかまれているのでしょうか。 

教育指導課長 : いじめにつきましては、区の子どもたちに対する独自のアンケート調査を１学期、２

学期、３学期の学期ごとに年３回実施をしております。また、教員がアンテナを高くし

て子どもたちの日常生活の状況等を観察して、もしもいじめの疑いがあるということで

あれば、個別に子どもたちから事情を聞いたり、保護者と色々情報交換をしたりという

ことで、いじめの発生状況を把握しております。 

全体的な傾向といたしましては、今減少傾向であるというような状況でございます。 



第 4 回会議録(260917).docx 

- 6 - 

Ｄ委員 : その減少傾向というのはきちんとした根拠があっておっしゃっている話なのか、ちょ

っと数字として見えてこないので。 

教育指導課長 : いじめの件数につきましては、文部科学省で問題行動調査というものをしっかりかけ

ておりまして、そちらでいじめの件数を把握しております。平成 25 年度につきまして

は、小学校で 39 件、中学校で 12 件となっております。平成 24 年度でございますけれ

ども、小学校が 86件、中学校が 22件ということで、24年度は、滋賀県大津市でいじめ

による子どもの自死というようなこともございましたので、教員の方もかなり神経を研

ぎ澄まして子どもたちの状況を見ておりました。また、昨年度についても同様に観察や

hyper-QU等を行いました。こういった調査による未然防止策が一定程度効果を上げて、

減少傾向につながっているのではないかというように分析しております。 

Ｄ委員 : わかりました。 

Ｂ委員 : １つ目のマルトリートメントに関する通報・相談件数についてですが、これは継続件

数と新規通告件数の両方を足し合わせた数字であると理解してよろしいですか。 

子育て支援課長: おっしゃるとおりです。 

Ｂ委員 : 今までの説明をここできちんと反映させた方が後任の方もフォローできるのでよろ

しいのではないかと思うので、このように伝えたら、いかがでしょうか。例えば、継続

と新規を分けて数字を載せてみると。取組状況・成果を見ますと、これは継続の方の数

字に影響を与えた取り組みが書かれているように見えるのですね。つまり、「困難事例

に対して警察の協力が得られ易くなった」というのは継続かと思われます。それから、

「関係機関とのスムーズな連携の結果、見守り終了ケースが増え」、これも継続事案と

いうように見えますので、先ほどお話されたような、ここでも鍵となるのは新規通告件

数が増加されるというように想定していても減ったのかというところですから、先ほど

説明していただいたようなアウトリーチの話であるとかをここに入れて、想定していた

よりも新規通告件数の減少があって、アウトリーチ活動が利いているからだと思われる

と言って、その後もずっとアウトリーチに力を入れて観察をされると、より数字を使い

ながら業務が有効に生かされるのではないかと思います。 

原田委員長 : コメントということでよろしいですか。 

Ｂ委員 : はい。 

原田委員長 : 主管部局として何かございますか。 

子育て支援課長: おっしゃったとおり、継続、新規を分けて評価を事務的にはしておりますけれども、

こちらに合わせてなかったというところがございますので、今のご指摘を踏まえて今後

修正をしていきたいと思っています。 

Ｅ委員 : 子どもスキップの方なのですけれども、単純に考えてしまうと予算をつければ数が増

えると。だから、Ａというようになってしまうかと思うのですが。もうちょっとＡにさ

れた内容、質というあたりを教えていただければと思います。 

子ども課長： この子どもスキップというスタイルそのものは 10 年前から行っておりますが、その

当時はなかなかこうした学校施設を活用した放課後の事業というのが全国的に少なか

ったことから、こうした事業をご理解いただくことが、大変難しかったと。学童クラブ

機能とそれから全児童を対象とした総合的な事業ということで、子どもスキップ事業は

この 10 年間で数がふえるだけではなく、その機能が非常に有効に働いてきていること
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について数字でなかなか表わすことは難しいのですが、例えば先ほどのいじめの問題に

つきましても、放課後の姿はどうなのかということで、すぐ学校との連携がとれるとい

うことで効果があります。 

それから、ここには表記していませんが、教育委員会が放課後子ども教室という放課

後の教室をしています。この事業が始まるときも、いわゆる文部科学省が所管している

放課後子ども教室と、厚生労働省が所管している児童健全育成事業の融合、一体化とい

う部分が非常に課題になっておりまして、10年でその一体化が進みまして、子どもスキ

ップを利用する子どもたちは自由に遊んだりすることができる上に、さらに放課後子ど

も教室ということで、豊島区は地域の方々が講師になって、その地域の方々の得意な将

棋やお茶、ダンス、スポーツといった教室を展開する一体型の事業が非常に進んでいま

す。そして、こちらに書かせていただいたように、地域子ども懇談会を通して、そうし

た地域の人たちが保護者とともに見守っていただくとともにこういうところはこのよ

うに改善した方がいいというようなことを話し合う場もスキップごとに開設している

ということで、そのような意味で地域を巻き込んだ子どもの見守りということで、評価

をＡにさせていただいたところでございます。 

子ども家庭部長: 最初のところを少し補足させていただきます。もともと各小学校区に児童館が 1館あ

り、その児童館をスキップに転換してきています。つまり、施設数としては全く同じな

ので、予算をつければ数がふえるという事業ではないです。 

原田委員長 : 何かやはりソフト的に努力をしないと、こういう展開ができないという説明が今の最

後の説明のようにあるとやはりいいですね。 

私は、個人的に前々から思うのですが、虐待の問題は対症療法で、根本的な治癒にな

っていないような気もするのですけれども、そのような知見に基づいた対応というのは

区にはないのでしょうか。なぜ起きるのかという大もとを捕まえた内容というのは、厚

労省の色々な補助事業とかでもないのでしょうか。 

子育て支援課長: 虐待の要因というところなのですけれども、やはり保護者の養育力不足だったり、子

育てへの疲労感だったり、そういった部分があろうかと思います。また、被虐待の方が

お母さんになった、お父さんになったというところも大きく起因しているかなと思って

おります。 

こちらの方で、やはりなるべくお子さんが虐待を受けない形で、例えば子育てに悩み

を抱えている方は、積極的に子ども家庭支援センターの利用につなげて困難、労苦を解

消してあげる、また疲労で子育てが大変だという方には育児支援ヘルパーを手当てする

とか、その人その人に応じて要因をなるべく取り除くというような形での対応を行って

いるというところでございます。 

原田委員長 : わかりました。 

それでは、３－１については以上ということにいたしましょう。 

引き続き３－２、子育て環境の充実についてご説明をお願いいたします。 

子育て支援課長: 子育て環境の充実でございます。 

政策の内容でございますが、安心して子どもを産み育て、家庭や地域で「子育ての喜

び」を実感できるよう、多様な子育て支援サービスの展開や、子育てしやすい生活環境

の整備を進めていくというものでございます。成果指標は２点でございます。 
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まず、１番目で、子ども家庭支援センターの総利用者数でございます。こちらは、豊

島区内では東西２カ所に、子ども家庭支援センターがございますが、こちらの利用を多

くすることによって子育ての支援を行っていこうというものでございます。子ども家庭

支援センターでは、子育て相談や親子交流ができる遊び広場、また一時保育等も行って

おります。 

目標の設定根拠でございますけれども、毎年児童人口が増えておりますけれども、子

育て環境が厳しく、相談件数も増えているというような状況がある中で、関係機関にも

周知していただきながら利用者を増やすことによって、子育て支援策を充実させていく

というものでございます。 

取組状況・成果でございますけれども、先ほども申し上げましたが、子育て訪問相談

員によるアウトリーチや出産前からのプログラム、親の子育て力向上支援プログラム・

パパ講座等を実施しまして、色々な方に使っていただいて、子育て支援を行っていると

いう状況です。数値といたしましては、25 年度で 27 年度目標の数値を超えたというこ

とで、Ａとさせていただいているところでございます。 

続きまして、２番目のファミリー・サポート・センター援助会員活動件数でございま

す。こちらは、子育ての手助けをしてほしい区民を利用会員としております。また、子

育ての手助けができる区民、援助会員から成る会員組織でございまして、ファミリー・

サポート・センターの援助会員の活動件数を指標としているものでございます。 

目標につきましては、27 年度で 9,500 件ということで、25 年度は残念ながら 9,500

件を上回りませんでしたけれども、98.2％という達成率とともに、23 年度、24 年度と

9,500件を上回っているというところで評価をＡとさせていただいております。 

こちらは、利用会員は年々増えているのですけれども、若干、利用会員と援助会員の

マッチングが不成立ということもありますので、課題としては援助会員をもう少し増や

していこうというように考えているところでございます。 

政策全体の評価でございます。こちらはやはり先ほどと通じてきますけれども、核家

族化の進行やコミュニティの希薄化によりまして、家庭や地域における子育て機能が低

下し、子育てについての不安、孤立感が増大しております。そうした中で、子育てに関

する各種サービスの実施や情報提供をすることによりまして、子育て家庭の育児ストレ

スを軽減していこうというものでございます。今後、子育て支援サービスはさらなる拡

充、また情報提供が求められておりますので、対応していかなくてはいけないというと

ころでございます。また、待機児童数の増加に伴いまして、認可保育所等の受け入れ枠

が拡大してございます。そういったニーズとともに、先ほどのファミリー・サポート・

センターのような形での一時預かりも対応できるというところもございます。 

今後も、質的、また量的なサービスを拡大していこうと考えているところでございま

す。また、来年４月には子ども・子育て支援新制度が始まりますので、そちらも含めて

対応していこうというように考えているところでございます。 

原田委員長 : それでは、質疑応答ということにいたしますが、私から２点ほど。 

先ほどＥ委員がおっしゃったことと共通するのですが、２つの指標ともＡであると。

達成目標もほぼ達成しているということですが、子どもの人口が増えているのだった

ら、自動的に同じ割合で相談をしたり、利用したりするサポートを求める人がいれば、



第 4 回会議録(260917).docx 

- 9 - 

それは増えるに決まっているのではないかというところについては、どう反論なさるの

でしょうかというのが１点目。 

もう一つは、施策の中の計画事業でいうと、この 41事業であるとか 36事業というの

は非常に多いだろうと。成績はＡ判定で、36の事業がぶら下がっているとなると、なか

なか指標の達成度合いに基づいて、どういう事業がうまくいっていたり、うまくいって

いなかったりするということがわかりづらいのではないかというように思うのですが、

この点はいかがでしょうか。 

子育て支援課長: １点目はおっしゃるとおりです。その辺りも含めた指標の設定が必要かと思います。 

ただ、いかんせん２カ所しかないところでの利用を促すというところもございますの

で、またいわゆるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等で情報を得や

すい環境になっている中で出向いてもらうというのは、利用は減少する傾向にあるのか

なと思われる中で、人と人との対応を進めていくというのは、通常人口が増えていても

なかなか増加しにくい状況なのではないかなと。これも推測でございますが、そのよう

に考えております。 

原田委員長 : そのような意味では、最終的な目標数が７万 5,000人ですけれども、当初の現状値か

らするとそれほど増えていない。それは、子どもの増加ほど相談がふえないのではない

かという前提が最初からあったということなのですかね。それとも、ご自身で思われる

ということなのでしょうか、どうなのでしょう。 

子育て支援課長: 私の個人的な意見ということでございます。 

原田委員長 : わかりました。では、２点目はいかがでしょうか。 

子育て支援課長: ２点目につきましては、やはり事業を展開する中で、指標の一つをもって全てを評価

するのは極めて難しいと思っております。そうした中で、その事業を的確に判断する成

果指標を何に持ってくるのかというのが極めて難しいと思っています。 

原田委員長 : 例えば実績の中でも、計画事業数が 29事業から 41事業に増えたり、計画としては 36

事業になったりと、多少は事業の本数が前後いたしますよね。それは事業の年度という

のもあるのでしょうけれども、うまくいった、いかなかった、補助のあり、なしという

のもあるのでしょうけれども、この辺りの増減というのはどうしてこのように増えた

り、減ったりするのでしょうか。普通のあり方からすると、指標の上がり下がりだとか

きちんとウオッチしていると、この事業は余り効果がないということで本来取りやめ

る、そうしたアラームとしての機能がおそらく成果指標なのかなというように思うので

すけれども。そのように使っているというわけではなさそうな気もするのですが、いか

がでしょうか。 

子育て支援課長: その時々の子育て支援の状況ですとかニーズとかに応じて事業を細分化して中長期

的にする部分もありますし、ある程度ニーズが減ってきたものは統合して行うというこ

ともあります。そういった意味での事業の増減は出てくるというように考えています。 

原田委員長 : そういう意味では、やはり事業の本数というのは、成果指標のバランスとして大きい。

どの事業が良いのか、それとも問題なのかがわからない。一個一個の事業はわかるのだ

けれども、施策レベルで捕まえるということについては、やはり施策としてのくくりが

ちょっと大きいのかなという気が個人的にはいたしました。 

Ｄ委員 : やはり政策の絡みなのですが、今、子育ての喜びというすごく理想的な政策が掲げら
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れているのですけれども、一般家庭において、子育てに不安があっても、区の援助はと

りあえず求めなくて子育てをしているという家庭が結構多いと思います。そのような家

庭に対して、子育ての喜びを実感してもらえるような施策がされているのかどうかとい

うのが、不安を取り除くというものはたくさんあると思うのですけれども、ちょっとそ

こまでは読めないかなという気がしているのですが、いかがでしょうか。 

子育て支援課長: これも重複してしまう部分もあるのですが、やはり区役所に何かを求めるというのは

抵抗のある方がいらっしゃると思いますので、必要なのだけれども、あえて言うまでも

ないかなというようなところがあろうかと思います。そういった部分についてはさりげ

なく誕生日プレゼントを届けながら、こちらで対応する者が例えば保育園長経験者の人

が行ってお話をする中で、悩み事を聞いてサービスにつなぐということも行いますの

で、全部が全部は対応できないとは思うのですが、極力かゆいところに手が届くような

形での展開はしているつもりでございます。 

子ども家庭部長: 積極的にプラスを足すというよりも、マイナスを減らすということの施策が多いとい

うところは、そのとおりだと思います。 

原田委員長 : その辺りはなかなか難しいですね。差し当たりマイナスをプラマイゼロに持っていく

という方が喫緊の課題だったら、どうしても考えてしまうわけですからね。 

子ども家庭部長: 児童虐待との関係でいうと、やはり望まれない子どもというか、やはり自分が嫌だな

と思うところに虐待は発生しやすいということもあります。そういうのも絡めて、とに

かくマイナスをフラットまでは持っていきたいという施策をというところです。 

Ｅ委員 : お話を聞いていて思ったのですが、核家族化の進行というのが必ず最初に出てくるの

ですけれども、母子家庭の方とか父子家庭の方とか、もっと違う色々な形態の家庭がお

ありになって、それに対する施策もおありになると思います。今のお話の流れでいうと、

例えば相談に来ていただき易さをつくるのとアウトリーチでやっていくのと、それから

少しお話が出たＳＮＳとか離れた場所でもやりとりができるような形態が随分ふえて

きていますけれども、そういう新しい対象者とそのやり方によって、ここの内容が充実

できるような方法というのは何かお考えになっていらっしゃるのでしょうか。というの

は、26年度計画は利用者数を７万 5,000人から既に減らされていますよね。多分ここは、

人数の問題だけではなくて何か新しい施策によって減ってもいいということで計画を

されているのかなとちらっと思ったものですから、その絡みで、もし関連する私どもが

知っていいことがありましたら教えていただきたいです。 

子育て支援課長: 26 年度の数値につきましては、既に 25 年度で達成されていますので、確かにおかし

く見えると思います。最終的に 27 年度で７万 5,000 人というところを鑑みての数値設

定だったのかなというところでございます。 

今後の展開ということではないのですが、保健所の方で、いわゆる子育てアプリとい

うものを９月１日から実施しておりまして、登録した方に予防接種の情報とかを配信す

るというような取り組みを行っております。また、その機能の中に子育てに対する質問

をもらうようなところもありますので、それに対して区がお答えするというような機能

も付したものを新たに展開しております。また、そういった状況を見ながら、当然、前

までメールマガジンや専用ホームページというような対応はしているのですけれども、

そこを模索しながら新たな仕組みで、なるべく対象者にわかりやすい情報を届けられる
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ようにしていきたいなと思っております。 

原田委員長 : 多分ご質問の一部は、７万 3,500人についてだったと思うのですけど、もともと設定

した 26 年度の計画なのですね。だから、早目に達したわけですね。それを上方修正す

るということというのは、仕組みとしては存在しないのですかね。情報がいいかどうか

は別ですが。何か見方によっては、ここまで達したのだから、しばらく楽してもいいで

はないかというように見えてしまうというのは余りよくないような気もしますけど、ど

うでしょうか。当初の見込みよりも数的に多ければうまくいっているということであれ

ばですけれども、いかがでしょう。 

子育て支援課長: おっしゃるとおりだと思います。当然７万 5,000人を達成しましたので、26年度は８

万人ぐらいの気概を持ってこの数値を掲載するべきだったと思います。 

原田委員長 : 他にはいかがでしょうか。 

Ｂ委員 : １つ目の指標の７万 5,000人というのはどのような根拠の数字になりますか。 

原田委員長 : どのようなエビデンスに基づいて７万 5,000人というのを目標として設定したのかと

いうことですかね。 

子育て支援課長: こちらは計画策定当初というところになろうかと思うのですけれども、21年度末の状

況が７万 3,000人という中で、７万 5,000人が適切な数値であるということで考えたの

ではないかというように考えてございます。 

やはり先ほども個人的な意見ということで申し上げたのですけれども、いわゆる施設

を利用するというのは昔ながらの手法であります。そういった中で、現状を維持しつつ、

上向きに上げるというのはなかなか難しい状況もあるのかなと思われますので、当初は

そういった判断があったのではないかというように考えております。 

原田委員長 : やはり、そのようななぜ目標を設定したのかという背景がわかるといいですね。そう

しないと頑張れと言われているのと同じような気がしますね。私も責任の一端を負って

いるのですけれども、設定した時期から大分時間がたってくると大分ずれてくるという

こともありますけど、何でこの目標にしたのかがわからないというのは、やはりちょっ

とねという気がいたしますね。他にいかがでしょう。 

Ｇ委員 : 感想なのですけれども、先ほどの児童虐待の方にも関わりますけど、これは計画事業

が子ども家庭部の事業ということで、ここは指標も含めて掲載されておりますが、実際

は例えば先ほど言ったように、子育て支援サービスの充実という意味では保健所も大き

く関わってきますし、ここで見てもやはり家庭での子育て支援という機能は果たしてお

ります。その辺り、もう少し所管の部局を横断的にくくるようなそのような見直しが必

要なのかなというようには感じました。 

原田委員長 : 続きまして、３－３ 幼児教育のご説明をよろしくお願いいたします。 

学校運営課長 : 幼児教育につきましては、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであること

を踏まえまして、家庭と幼稚園、保育園等が十分な連携を図り、地域の協力を得て幼児

の望ましい発達を促していく教育環境を整備するというものでございます。 

子育て支援課長: 成果指標の進捗状況でございます。３歳児の私立幼稚園の就園率で、３歳児のうち、

保育所入所者を除き、私立幼稚園に就園している子どもの割合を指標としております。

こちらの対象は、区内の私立幼稚園、区外も含めてということでございます。こちらに

つきましては、現状値、21年度末 75.5％を 27年度目標 78％ということにしたという内



第 4 回会議録(260917).docx 

- 12 - 

容でございます。 

指標の選定理由ですが、幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であ

るため、３歳児の就園を奨励するという内容でございます。 

目標の設定根拠ですが、３歳児のうち保育所入所者を除いた就園率ということで、こ

の保育所は認可保育所を対象としているものでございます。 

取組状況・成果ですが、３歳児保育は私立幼稚園が担っています。保護者の経済的負

担を軽減するための補助金制度を拡充し、私立園にも就園しやすい環境としておりま

す。 

こちらにつきましては、25 年度の結果が 74.5％ということと、達成に向けた課題で

もあるのですけれども、認可外の幼稚園類似施設に在籍する児童もいるため、把握でき

ない状況もあるというところもございます。結果として評価はＢといたしております。 

学校運営課長 : 続きまして、２番の４・５歳児の私立・区立幼稚園就園率についてです。こちらは、

４、５歳児のうちの保育所入所者を除いた、私立幼稚園の区内、区外、また区立幼稚園

に就園している子どもの割合でございます。保育所入所者は認可園のみの数です。また、

区立幼稚園につきましては４歳、５歳児の２年保育でございます。 

現状値のところにつきましては 91.6％ということで、設定年度は 21 年度末でござい

ます。目標は 27年度で 93.0％ということになってございます。実績につきましては 22

年度から 25 年度までご覧のとおりでございますが、達成率としましては対目標 97.8％

ということになってございます。 

指標の選定理由といたしましては、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要な時期であるため、就園を奨励するというものでございます。 

目標の設定根拠といたしましては、４、５歳児のうち保育所入所者を除いた就園率と

いうことでございます。 

取組状況・成果といたしましては、私立幼稚園に在籍する園児保護者の経済的負担を

軽減するため、保護者補助金制度が拡充されているというところでございます。このよ

うなところから、評価といたしましてはＢとしてございます。 

達成に向けた課題といたしましては、区立幼稚園の在園児数が 150人程度でございま

す。定員は 180人となっておりますが、私立幼稚園に在籍する４、５歳児は 1,400人程

度で、国公立園や認可外の幼稚園類似施設に在籍する児童も多く、把握できない部分も

あるというところでございます。 

政策全体の評価ですが、進捗状況については、幼稚園は人格形成の重要な時期でござ

いまして、就学前教育の重要性は増しており、認可幼稚園以外の就園実態が把握できな

いというところがございますが、目標はおおむね達成されていると考えております。 

また、環境の変化などにつきましては、区立幼稚園、私立幼稚園ともに保護者の経済

的負担の軽減、園の教育環境や教育内容が園児数に影響を及ぼしているというところが

ございます。 

今後の方向性といたしましては、平成 27 年度より子ども・子育て支援新制度が始ま

り、区立幼稚園では全園が新制度に移行します。私立幼稚園は、現段階では新制度に移

行する園は少なく、従来型の幼稚園が主流となる見通しでございます。 

原田委員長 : 最初の素朴な疑問なのですが、どうして成果指標の１と２で主管課が違うのでしょう
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か。そこは何か理由があるのですよね。 

子育て支援課長: １番につきましては対象が私立幼稚園の部分しかないというところでございまして、

それを所管しているのは子育て支援課になります。 

原田委員長 : なるほど、わかりました。 

では、中身の質問ですけれども、３歳児の私立幼稚園就園率で、目標の設定根拠で保

育所入所者を除いた就園率ということですが、世の中で問題となっている待機児童とい

うのはここの中に、事実上結果的に入るということはあるのでしょうか、それはないの

でしょうか、それは保育に欠けていない人たちだけを拾った数字になっているのでしょ

うか。その辺りがわからないです。 

子育て支援課長: 私立幼稚園に通われている方は保育に欠けるということはありませんで、待機児童の

対象からは外れるということになります。 

原田委員長 : それはもちろんわかるのですけど、分母の方には待機児童は入っていないわけです

か。分母の方に入っている人たちはどのような人たちなのでしょう。幼稚園に通えるお

母さんあるいはお父さんはどちらかが働いていなくて子育てできるのだけど、その人た

ちの中でということなのでしょうか。 

子育て支援課長: 分母につきましては入っております。待機児童の対象は入っています。 

子ども家庭部長: ただ、３歳児の待機児童は 20 人ぐらいしかいないので、影響を与えるほどの人数で

はないです。 

原田委員長 : なるほど、わかりました。その辺りがよく理解できませんでした。 

改めてこの指標について伺いますけれども、それでも一時期は 80％を超えていたけれ

ども、21年度末の現状値をさらに下回っているというのは、数字が把握できないという

ことだけではなそうな気がするのですが。また 22年、23 年がすごく景気がよくてみん

なお金があるので幼稚園に預けたというわけでもなさそうなので、何でなのでしょう

か。主管課ではどう思っていらっしゃるのでしょうか。 

子育て支援課長: 基本的には補助金制度も同様のレベルで継続しておりますので、なかなか分析するの

は難しいというところもございます。そうした中で、把握できない児童の部分が増えて

きているのではないかというように考えております。 

原田委員長 : ５％で何人ぐらいなのでしょうか。実際に丸々きれいに把握できないということであ

ると、80％から 75％になったと。５％ぐらいだと全体の何人ぐらいということになるの

でしょうか。それが一気に把握できなくなるというのは、これは大いに問題だと私は思

います。 

もう一つは、どのレベルにいけば２つの指標でＡになったというようにお考えなの

か。なぜＢなのか。Ａというのはどこのレベルなのかということをお教えいただければ

と思います。それぞれどうでしょう。 

子育て支援課長: こちらとしては、2、3％以内におさまっていればＡではないかというように考えてお

ります。 

原田委員長 : それは目標にとってということですよね。 

子育て支援課長: はい。 

原田委員長 : 2、3％におさまっているように思えるのですが、違いますかね。74.5％だから、75％

だったらＡだというように考えていらっしゃったのかどうかということですよね。 
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子育て支援課長: はい。 

学校運営課長 : 区立幼稚園につきましては定員というのがございまして、それに対する入園者数とい

うので見ております。この平成 24年度、25年度につきましては 85％ぐらいの入園率が

ございました。ということで、保育所入所者を除いた就園率ということでございますの

で、充足率とは違うところがあるのですけれども、区立幼稚園に入園する入園率が高く

なるということがそれだけ保育所を除いた幼児の中から幼稚園に入る幼児の数がふえ

ていくと捉えられます。私どもとしましては区立幼稚園の充足率が高くなればそれだけ

こちらの方の就園率に連動していくのではないかなというように考えております。 

原田委員長 : もう少し教えてください。何パーセントだったらＡだと。 

学校運営課長 : 区立幼稚園の充足率でいいますと 90％と考えております。 

原田委員長 : この両方でいうとどうなのでしょう。他の主管課にも必ず同じ質問をしているのです

が、指標を設定した際に、これだけ頑張りましょうと設定するのはいいのですけれども、

後々評価をする際に、おおむね達成されたというのはどの辺りをとってそうなのだと。

なぜそう考えるのかというのは、こういうエビデンスがあるからだというのがあると理

想的だという点で、今ずっと質問をさせていただいているという趣旨です。 

子育て支援課長: さきほどの数値のところをよろしいでしょうか。 

原田委員長 : はい。 

子育て支援課長: ５％の増減で想定しますと 30名ぐらいになります。 

原田委員長 : わかりました。ありがとうございました。 

他の方々はいかがでしょうか。 

Ｄ委員 : 就園率を上げたいという目標があって、これを拝見していると、啓蒙活動ですとか、

あるいは幼稚園の魅力をアップするような活動が見られなくて、単に補助金を出せば就

園率が上がるというような活動しかやっていないように見えるのですが、これについて

反論をお願いします。 

学校運営課長 : 区立幼稚園についてご説明いたします。区立幼稚園では、平成 23 年度から預かり保

育といいまして、教育課程の後に子どもたちを預かるという新しい制度を始めました。

今は全３園で実施しております。その結果、利用者が多くなってまいりまして、そして

一番顕著だったのが 24 年度で、それまで入園を希望された方の数からかなり多くなり

ました。西巣鴨幼稚園というところは抽選にまでなりました。その後、アンケートをと

ったりしましても、預かり保育に対する効果というのは保護者の方から非常に高い評価

を得ております。人的な問題とかがございまして限界の部分もございますけれども、区

立幼稚園といたしましては、細かい教育的な指導、それに加えて子育て支援の部分で預

かり保育、また子どもの居場所づくりとしての預かり保育、これを実施してきておりま

す。 

教育指導課長 : それから、区立幼稚園に在籍している園児の中で、落ちつきがなかなか保てないとい

ったことで、特別に支援を要する園児の方が増えております。そういったお子さん方に

ついては、本区にございます教育センターの方で、飛び出しの指導ということで臨床心

理士等も加わって、特別に心を安定させるような指導あるいは落ちつかせるような指導

といったようなものを特別に実施し、保護者の方からも大変好評をいただいているとい

う状況がございます。 
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子育て支援課長: 私立幼稚園も各園一時保育を実施しておりますけれども、昨年度から待機児童対策の

一環で、特別預かり保育を実施できる園を募って、今現在３園ですけれども、実施して

いる状況にあります。例えば今までの一時保育よりも長い時間お子さんを預かるという

ことと、夏休み等の長期休業のところも預かるということも行っております。 

また、私立幼稚園にはなるべく魅力が伝わるようにホームページの工夫をしてくださ

いというお願いをしているところなのですけれども、やはり豊島区内の私立幼稚園で他

区と違うのは、園バスがないという非常に大きなことがありまして、その部分のところ

で私立の区内の幼稚園を選択するところが、他のインターナショナルスクールや、公立

の附属というところが出てきてしまうのかなというような状況でございます。 

Ｄ委員 : 区立が色々と頑張ってされているのはわかってきたのですが、私立に対しては具体的

にどういうことを区としてされているのかというのか、今のご説明ではいま一つわから

なかったのですが、区としては具体的にどのような施策をされているのですか。 

原田委員長 : 財政援助以外に何か。特段ないですか。 

子ども家庭部長: 今お話しした特別預かり保育というのは、私立園で欠員が出ているところとかもある

ものですから、区の方から働きかけて、園児を増やすということでそういう事業をやっ

たらどうですかという持ちかけをして、それでもちろん税金という形で出すということ

になりますけれども、そのようなより園に来てもらうためのことを園が考えて、あるい

は区がお手伝いできることはお手伝いして、やっていっているところです。 

Ｄ委員： 基本的にはお金を出すと。 

子ども家庭部長: もちろんそうです、私立ですので。 

教育指導課長 : 小学校の方では、区立幼稚園から入学してくるお子さんよりも多く私立幼稚園から入

ってくるお子さんがいらっしゃいますので、幼小の連携ということで小学校の取り組み

を私立幼稚園さんにご紹介をしたり、あるいは運動会等では私立幼稚園に通っていらっ

しゃる園児の方をお招きして、駆けっこをさせたりというようなことをしております。 

また、今回区議会に上程しますいじめ防止対策推進条例案の内容につきましては、私

立幼稚園協会に出向きまして、この条例の中では私立幼稚園は対象とはなっていないの

ですけれども、やはり就学する前からいじめの芽を早いうちに摘んでおくというような

こともあって、その内容について情報を共有したり、あるいは今後どのようないじめ対

策をしていくのかということについても継続的に情報交換をしていくということにな

っております。 

Ｅ委員 : 委員として適切な感想ではないのかもしれないのですが、先ほどからずっとわからな

いことだらけで、これは教育の話で、その評価ですよね。その教育と子育て、保育の話

と、幼稚園と保育所の話と、区立と私立の話とが混乱していて、区内がいいのか、区外

でもいいのかという話が、どちらがいいと思っていらっしゃるのかがわからないのと、

そもそも把握できないことが多いと書かれているので成果指標として適切なのかとい

うところがわからなくなりまして、感想で申し訳ないのですけれども。 

原田委員長 : おっしゃるとおりで、なかなかやはりここは区外に通っているということだって当然

あり得るわけで、私立の場合ですね。ですから、なかなかやはり把握が難しいのかなと

いう気が私もしますね。 

Ｂ委員 : 幼児教育の政策のところに、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要
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なものであることを踏まえてとあり、「家庭と幼稚園、保育園等が十分な連携を図り」

とあります。 

指標を拝見しますと、幼稚園についての就園率になっていますが、この場合、保育園

はどのような位置づけになりますか。 

子ども家庭部長: ここで出てくる連携というのは、この計画作成当時ですけれども、いわゆる認定こど

も園を念頭に置いて文章がつくられていますので、保育園単独で連携をつくるというこ

とではないと考えてございます。 

Ｂ委員 : わかりました。就園率の数式を「としま政策データブック」から拝見しますと、就園

率は各歳人口マイナスの認可保育所入所者数なので、ここが増えれば増えるほど母数は

小さくなって、率は高くなりますよね。ちょっと皮肉な感じに見えたので、連携はどう

いう意味なのだろうと、数式に落とし込むとですね。なので伺いたかったということで

す。 

原田委員長 : この辺りの事業というのは、やることが決まっていて、何か指標をくっつけていくと

いうようになりがちな分野ですので、多分、本来施策から始まって事業でというような

ことというよりは、延々脈々と続けられているものに施策としての指標をくっつけてい

るのかなというような印象がどうしてもぬぐえないという気がいたしました。 

では、続いて３－４ 学校における教育のご説明をお願いいたします。 

教育指導課長 : ３－４ 学校における教育でございます。 

政策の概要は、将来の社会を担う子どもたちに「生きる力」を育み、また知、徳、体

のバランスのとれた教育環境を整備するということでございます。 

１番、区学力調査で目標値を達成する児童・生徒の割合につきましては、平成 21 年

度末に設定をしました現状値、それと 22 年度以降の数値を照らし合わせまして、今回

の評価はＢということになっております。 

指標の選定理由のところにも書いておりますが、実は平成 22 年度から区独自で実施

しております学力調査のつくりが大幅に変更になっておりまして、21年度については小

学校５年と中学校２年生のみ、しかも国語と算数、数学だけだったのですが、22年度か

らは小学校３年生以上中学校３年生まで、また教科についても中学校で英語を導入した

り、あるいは社会と理科についても実施したりするなど、大幅に拡大して実施をしてお

ります。今回は、21年度に設定をした数値、ここの比較ができるように、現在実施して

おります区独自の学力調査の結果から一部分だけを抽出して指標として今回出させて

いただいたという状況でございます。 

本日机上に補助資料ということで、平成 26年度の全国学力・学習状況調査の結果と、

それから今申し上げました区独自の学力調査の結果について、お配りをさせていただい

ております。今年度の全国学力・学習状況調査につきましては、こちらにありますとお

り、全ての学年におきまして国の平均値を上回っているという状況でございます。 

また、裏面にございます区独自の学力調査につきましては、濃い色の網かけにつきま

しては前年度よりも５ポイント以上達成率が上昇している、また薄い網かけにつきまし

ては前年度よりも達成率が上昇しているものという結果になっております。 

ですので、今回の成果指標に基づきますと評価はＢということになるのですが、所管

課といたしましては、様々な取り組みの成果が出て、学力は着実に向上しているのでは
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ないかということで、できればＡをつけたいといったところでございます。 

続きまして、２番目の読書が好きな児童・生徒の割合につきましても、今申し上げま

した調査のつくりが 22 年度から大幅に変わったということで、21 年度については「読

書が大好き」「読書が好き」と回答する児童、生徒の割合を成果指標に掲げておりまし

たが、22年度以降は実際に新聞や本を日常的に読んでいるという子どもたちの割合を指

標ということで掲げてございます。こちらにつきましては 22 年度以降、着実に上昇し

ておりますので評価をＡというようにしてございます。 

学校運営課長 : 続きまして、３番の学校アンケートで学校施設や通学路が安全であると考える保護者

の割合について説明させていただきます。 

まず、この成果指標についてですが、指標を設けた際には学校アンケートの実施を考

えておりましたが、通学路の安全性につきましては実際に歩いて点検することが有効で

あると考えまして、学校アンケートではなく、区内全小学校での通学路の点検を平成 24

年度に実施いたしました。そのため、実績、評価、計画につきましては、学校アンケー

トの実施を通学路の合同点検に変更したため、バー表記とさせていただきました。 

指標の選定理由及び目標の設定根拠につきましては、学校アンケートで学校施設や通

学路が安全であると考える保護者の割合を成果指標とした際のものでございます。通学

路の合同点検につきましては、保護者に加え、学校、地域、警察、道路管理者、教育委

員会が参加し、合同で点検を実施いたしました。教育委員会が各機関との調整を行い、

合同点検を実現いたしました。 

取組状況・成果は、通学路の合同点検の実施概要を記載いたしました。効果といたし

ましては、これまで縦割りだった行政機関が合同で点検を実施したこと、それによりま

して迅速な対応が可能となったことなどが挙げられます。多くの改善箇所が見つかり、

ほぼ全てについて改善が実施されております。改善率で申し上げれば評価はＡに値する

ものと考えております。 

また、この 24 年度の点検を一過性のものにすることなく、継続していくため、25年

度からは３年かけて各校を一巡するサイクルで合同点検を実施しております。 

教育指導課長 : 続きまして、４番、児童・生徒の体力・運動能力調査で８種目のうち都の平均を上回

る割合の指標でございます。握力、上体起こし等８種目の体力テストを全校で実施して

おりますが、この数値を学年別、男女別、種目別に東京都の平均値と比較し、上回って

いる種目の割合を指標として掲げてございます。評価についてはＢとしているところで

ございます。 

教育総務部長： 政策全体の評価は私の方から申し上げます。 

今回の基本計画とは別に、教育委員会では教育ビジョン 2010という 10カ年の計画を

策定しております。今年は前期５年が終わる状況でございまして、今、後期５年に向け

て検討に入るところでございます。今回の部分については、新たに点検評価委員会とい

う教育委員会独自の外部評価の委員会を設けまして、具体的な施策についても評価をし

てもらい、それぞれの点検評価で高い評価を得ているということで、今後新たな課題に

取り組むということでございます。 

今後の方向性については、先ほど申し上げましたとおり、確かな学力、豊かな人間性、

健やかな心と体を育み、生きる力を培うために取り組んでいる政策のために継続実施と
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いうことでございます。以上です。 

原田委員長 : それでは、１つ目なのですが、区の学力調査というのはよくわからないのですけれど

も、全国学力・学習状況調査の結果を拝見して思ったのですが、学習指導要領という、

こういうものをきちっとこんなふうに教えなさいというものがある中で、成績がよかっ

たり、悪かったりするというのは色々な変数があり得ると思うのですけれども、区側の

責任というか、上がった場合でも、下がった場合でも、そういったものというのは何が

あるというように考えられるのか。例えば所得とか塾に通っているというのが、私はこ

のようなデータをもらったら計量分析したくなるのですけれども、そのような変数の方

が影響力は大きいのではないかなという気がするのですが、いかがでしょう。 

教育指導課長 : 今お話がございましたとおり、学力の上がったり下がったりということについて様々

な変数があるというように考えております。 

ただ、教育委員会としては、基本的にはやはり教師の指導力を上げていく、授業力を

上げていくということが学力向上に直結するものであるということで、そこを大原則に

施策を展開しております。教えている中では、当然、家庭の状況や所得もありますし、

地域性、そういったものが非常に大きな影響を及ぼしているということは承知をしてお

ります。ただ、それをなかなか数値化して分析する、計算をするというのは実際には難

しいところかなというようには感じているところでございます。 

原田委員長 : そんなことはないと。多分、計量分析をきちんととればできると思います。そのデー

タがないだけだと思いますけど、一番大きいのは明らかに所得ですよね。所得が一番学

力にきいているというのは、これは経済学的にはおそらく明らかでしょ。 

そのような中で、ここのデータから一体、教育委員会として何を学ぶのかなというの

がちょっとお尋ねしてみたいところなのです。 

教育指導課長 : これは観念的な話になって恐縮ですけれども、確かに実際にそういった数値をとっ

て、所得によって子どもの成績はどうかというのは、とればそういうものが出るかもし

れません。実際にはそういうものはとったことがないですし、その一方で必ずしも経済

的に恵まれているお子さんは学力が高いかというと、必ずしもそうではないケースもた

くさんあります。また、なかなか塾にも行けないようなお子さんが学校での授業をしっ

かり受けて、非常に高い学力を獲得しているというケースもございます。所管部局とし

ては、教員の指導力を上げていくということが最も学力を上げる近道であるという信念

のもとに、施策を展開しているといったところでございます。 

原田委員長 : わかりました。 

もう１つ、２つお尋ねいたしますけれども、区が独自でこのように調査をしていると

いうことですけれども、これはなかなか他のところと比較をするということが非常に難

しいのかなという気がしているのですが、どのようにこういうデータを見たらいいの

か。昨年度よりもよくなったということは喜ぶべきことで、悪くなったというのは悲し

むべきことなのでしょうけれども、本当に喜んだり、悲しんだりしていいのかどうかと

いうのが、もうひとつわからないのですが、いかがでしょうか。 

教育指導課長 : まず区の独自調査でございますけれども、こちらについては全国的にも非常にシェア

の高い業者に委託をしております。区独自調査の中で数値として私どもが一番重視して

いるのは、平均点よりも、むしろ目標とする数値に達成した児童、生徒がどれぐらいい
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るか、いわゆる達成率というものを重視しております。その目標値については、委託し

ている業者が過去経年にわたって全国的に実施をしている学力調査、その中で学校にお

いて学習指導要領に基づく授業を展開したときに、この程度は取れるであろうというも

のを経年の中で数値を算出して、その数値にどれだけ達成しているかということで見て

いるところでございます。 

また、本区では各学校に授業改善推進プランというのを全ての教員に作成させており

まして、この学力調査の結果をもとに、今年度はどのような授業改善をしていったらい

いのかということを教育委員会の方に報告させています。 

こうした取り組みもしているということをここでご紹介させていただければと思い

ました。 

原田委員長 : もう一度お尋ねすると、独自の調査というものなのだけれども、業者に委託している

ので、例えば業者が持っているデータと比べてこういうことがわかるということはある

のですか。そうすることによって、豊島区はこういうようなところがうまくいっている

とかいっていないということがわかるのか。要するに、数値の上がり、下がりだけでは

うまくいっているか、いっていないかというのは、比較をする対象がなければわからな

いのではないかというように思うのですが。 

教育指導課長 : この学力調査についての目標値の設定ということについては業者の方で持っている

データをもとにやっているわけですけれども、確かに今お話があったとおり、これが要

するに全国津々浦々同じ問題を実施しているわけではありませんので、100％の信頼性

があるかというところは１つ大きな課題かと思っております。 

今後、学力調査のあり方について、業者の変更も含めて、例えば毎年同じ問題を子ど

もたちに実施して、その到達率がどのような変化をしているかというようなことを見て

いくということによって、一層精度の高い学力状況を把握していきたいというようにも

考えているところでございます。 

原田委員長 : もう一つだけ私から。３番の指標で、学校施設や通学路が安全かどうかというのをお

尋ねしたかったというところですけれども、通学路点検はなさった、しかし学校施設に

ついてはどうなのでしょう。 

学校運営課長 : 学校施設につきましては、今インターナショナルセーフスクールというのがございま

して、当時はその取り組みについて始まる頃でございました。実際は 23 年度から取り

組みを始めておりまして、そこで校内の安全パトロール、あるいは校内の危険箇所のマ

ップづくりですとか、そのような活動が行われてきております。そういった意味で、実

際、学校施設の評価をするためにどのような指標を用いていったらいいのか、そういう

ことにつきましては、このインターナショナルセーフスクールの取り組みが、今、各校

に広がりつつありますので、そういった成果などを踏まえて検討していきたいというよ

うに考えている次第でございます。 

原田委員長 : ということは、エビデンスがあるということなのか、ないということなのか。例えば

ここについては、通学路については終わっていてＡですよ、施設についてはＡなのか、

Ｂなのか。 

学校運営課長 : まず、通学路につきましては毎年実施をしております。その年に見つかった要改善箇

所について改善がどれぐらいできているかということで評価ができるというように考
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えておりますので、24 年度、25 年度につきましてはほぼ改善できています。例えば、

信号機を設置してくださいとかそれが有効だというのは、交通、警察の方の問題になり

まして、非常に難しい問題で、できていないというのも２件ございますけれども、他は

全てというぐらいできています。そういう点ではＡであると考えます。 

学校施設につきましては、現在、実際にそういった評価指標を設定しておりませんし、

インターナショナルセーフスクールに認証された小学校では、例えば階段の上り下りに

ついて、こちらを上りましょう、こちらを下りましょうということで、交差しないよう

に工夫したりとか、色々な取り組みの事例がございますので、その辺りをこれからどう

生かしていくかという段階です。残念ながら評価としてはＡでも、Ｂでもないという状

況ではないかなと思っております。 

原田委員長 : 他の方々はいかがでしょうか。 

Ｅ委員 : 先ほど評価というのは目標に対しての達成率だというお話があって、本当にそのとお

りだなと思うのですけれども、例えば３番のように実施していないものをどうやって評

価するかという今のお話、それから全ての種目について都平均値を上回る割合、これは

総体的なお話ですよね。 

それで、達成率を決められて目標に対してどのぐらいかというのを評価しましょうと

いうお話はそのとおりだと思う割には、こちらに出てきているものは違う評価のされ方

をしているのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

学校運営課長 : 通学路、あと学校施設の安全というのは大変重要な課題でございます。それにつきま

して、果たして安全が確保できているのかどうかというのを保護者の方の割合で指標と

したというところがあります。保護者の方は、お子さんが学校に通っている、地域にい

らっしゃる、そういった色々な局面で通学路なり、学校施設なりをご覧になれるという

ことで、保護者の方の安全であるという割合を指標にしたというようには思うのです

が、通学路につきましてはやはり実際に歩いて、それも保護者の目もありますし、また

学校の目もありますし、あるいは警察、道路管理者の目というのも必要になります。や

はりそういった色々な角度からの複数の視点というのが必要ではないかということも

ありまして、合同点検という方向に変えたというところでございます。 

学校施設につきましては、先ほどもお話ししましたけれども、実際に建築的に果たし

て問題がないか、あるかという見方よりも、学校を使っている子どもあるいは学校にい

らっしゃる方々がこういった危険箇所があるとか、そういった視点から見ていくという

のが必要ではないかというように考えておりました。ですので、ちょうどと言ってはな

んですけれども、インターナショナルセーフスクールの取り組みがありまして、子ども

たちが校内で危険な箇所を自分たちの目で確認するという作業が始まっておりました

ので、そういった取り組みを踏まえて、今後進めていくようにしたらいいのではないか

なというように考えているところでございます。 

原田委員長 : 単純に子どもたちが小学校で、通学路はともかくですけれども、どれぐらいけがをし

ているかとか、もちろん顕在化していないのだけど、潜在的に危なっかしいということ

はあるのですが、それは潜在的、顕在的と分けた上で、顕在化しているものの中でどう

いうようになっているかということをつかまえることだけでも意味がありそうな気が

するのですけど、どうでしょうか。 
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教育指導課長 : その点につきましては、今出てきておりますインターナショナルセーフスクール、世

界保健機関が認証している制度ですけれども、子どもたちの安全ということを科学的に

数値をもとに分析しようといった取り組みでございまして、既に認証を受けている区内

の小学校がございます。こちらでは、保健室におきまして、学校の中で軽微なものも含

めてけがをした人数、場所、こういったものについて全て数値化をして集約しておりま

す。こちらの小学校では、けがをした件数が、23年度は 1,869件、24年度は 1,151件、

そして 25 年度は 734 件ということで、まさに激減をしております。こうした取り組み

を今、全校に広げている途上であるということでございます。 

原田委員長 : 多分、評価としてここに出ていると、なるほどそうですよねという話になるのですが、

とっていないと言われると、何をやっているのだ、いや、そんなことではありません、

ちゃんとやっています、というやりとりだと、余り生産的ではないなという気がいたし

ました。一生懸命やっていらっしゃることは想像がつくところです。 

企画課長 : 事務局の私が発言を求めるのはルール違反だと思いますけれども、一点補足させてい

ただきますと、先ほどの子育て支援についてもそうですけれども、指標が前に設けたま

まになっていないかというようなお話が、この間共通しているかと思います。2006年か

ら 2015年の 10年間の計画ということで、27年度までの計画でございますが、途中５年

目にかかるところで、指標について余りに不適切だといったものは見直しをするといっ

た形で一部入れ替えております。けれども、もともと 10 年計画でつくった指標がある

ので、なるべくそれはいじらないようにした方が 10 年全体では見えるのではないでし

ょうかということで、指標の設定をしてきた経過がございます。そういうことで申し上

げますと、今、教育委員会の指標の関係で申し上げれば、自分たちがやっている活動の

中身あるいは子どもたちの状況を評価するのに適切な指標とは正直言えない。したがっ

て、指標を入れ替えるなり何なりしたいというお話も、この間、事務局はいただいてい

たのですけれども、今、先生方にお願いしているミッションは、この基本計画、特に後

期の分ですけれども、進行管理がどう適切にいっているかどうかを見ていただく、最後

の１年に向けてどのようにすればいいのかということを提言していただくということ

と、それから次の計画に向けて指標のあり方についてサジェスチョンがあればお願いし

たいということになっているわけです。けれども、現在の計画の進行状況はこういう指

標で見ましょうという、一応ルールというか、公表しているものがありますので、それ

を今この時点で事務局側というか、行政側の都合で変えるのはやめましょうということ

で、各部局はそれを前提で、自分たちの活動とか子どもたちの状況をうまく表わしてい

ないとわかっていながら説明しているという面があることをぜひご理解いただきたい

というように思います。 

それを５年なら５年という計画の中でこの指標でやりましょうということで、一定の

縛りがかかっているわけですけれども、それを変えるということをやってもいいのでは

ないか、そのような仕組みをつくってもいいのではないかという考え方はもちろんある

と思うのですけれども、あと残り１年の今、指標を変えるのが適切なのかどうかも含め

て、今年度、委員の方とまたご相談をさせていただきたいというように思っております。 

原田委員長 : 先ほど申しましたけど、私は後期計画の審議会の会長でございまして、今皆さんが苦

しんでいらっしゃることは４年前に同じように苦しみまして、変更するなということを
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基本的に、そのときもこれは変えた方がいいのではないかなというのは本当に一部です

けれども、余り十分な指標の設定の仕方について議論ができなかったというのが正直な

ところで、私もよく存じているつもりです。そのような意味では、半分弁解でもあるの

ですが、ただやはり、一応今回のミッションとして私も意図的に指標の設定の仕方につ

いて余り議論しないで、先ほど企画課長が言いましたけれども、進行管理、進捗管理と

いう形でどれぐらい使ってきたのか、あるいはどれだけ使ってこなかったのか、こられ

なかったのかみたいなところを、次の基本計画の審議会、今年と来年で指標を設定する

際にぜひ意識をしていただきたい。私は、最初から関わることができているので、その

ような意味では、私も責任を持ってやるつもりでいるということでございます。 

Ｇ委員 : 成果指標を途中で変えるというのは、これは 10 カ年計画の一貫性を損なうというの

は確かにそうですが、こういう施策に対してぴったりの成果指標がない場合、そのとき

は協働のまちづくりの意識調査、こちらは施策の抽象的な表現になりますけど、区民の

受けとめ方をこれによって把握しているわけですので、こちらの指標を持ってくるとい

うことは可能だったのではないかなと思います。次に政策の成果指標を考える際には、

ぜひ協働のまちづくりに関する区民意識調査を活用するということをちょっと意識し

ておけばいいかなと思います。 

原田委員長 : その点でいうと、例えば体力の調査とかというのは、多分 10 年後も、20 年後も余り

変わらないのではないかなという気もしますが、どうなのでしょう。例えば、この指標

の上がり下がり自体からどういったことを教育委員会として情報として受け取って、そ

れを実際の授業と事業にどう生かしていったのかということを少しお聞かせいただけ

ればありがたいです。 

教育指導課長 : 今ご指摘がございましたとおり、この種目等については、ここ 10 年来、大きな変更

はございませんので、このまま続いていくのかなと考えております。体力につきまして

は、今、小学校では１校１取り組み運動ということで、朝少し早く学校に来て縄跳びを

したり、マラソンをしたり、あるいは中学校では運動部に入っている子どもたちの割合

が大分ふえてきたということもあります。 

ただ、豊島区という地域性もあるのでしょうか、なかなか体を使って遊ぶようなスペ

ースがないというようなことがあったり、あるいは特にソフトボール投げなどは、小さ

い頃からボールを投げるという行為をしないと、教えられて肘を上げて投げるというこ

とはなかなかできないというようなこともあるので、そういった地域性というか、地域

の特性もあるのかなとは思います。ただ、今申し上げたようなことで、学校において子

どもたちに運動に親しませるというようなことをさらに今後は広げていきまして、体力

の向上に努めていきたいというように考えているところでございます。 

原田委員長 : この８つというのはやはり何か科学的にエビデンスがあるわけですか。これとこれが

欠けるとこの能力がないから、ここをやらなければいけないなということになっている

のかどうか、それとも全般的に落ちるのだったら８つも要らないのではないかとか、

色々と思いますが、どうなのでしょう。 

教育指導課長 : こちらの８種目については、区独自ということだけではなくて、東京都、それから文

部科学省の方にもデータを提供しまして、全国平均、都平均と比べてどうかということ

についてデータを還元してもらっているという状況がございますので、この８種目につ
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いては全国共通で実施をしてデータの収集をしているという状況でございます。 

原田委員長 : 立ち幅跳びがうまくいかなかったという場合には、どんな対応があり得るのでしょう

か。例えていうと、私も毎年１回健康診断に行って色々なドックに入るのですけれども、

ここの数値がこうなると、ではビールをやめてくださいとか、こんな運動をしてくださ

いというようなものにつながっていくわけですね。要するに、何らかのシグナルなのか

なと思うのですけど、そういう意味の役割というのがこの８種類にあるのですか。 

教育指導課長 : 敏捷性であったり、持久力であったり、筋力であったり、あるいは柔軟性であったり、

そういったようなものをこの８種目で分析していくということでございます。 

原田委員長 : 単年度で何らかの区の対応、授業の内容を変えていくというのは、やる意味は余りな

いのでしょうけれども、実際にどんどん経年変化で下がっていると、ではこういった体

育の種目で、こんなところをやっていこうみたいなことで、実際の教育の現場でこの情

報が活用されているのかという点ではどうでしょうか。 

教育指導課長 : 各学校単位で実施しており、各校には自分の学校の児童、生徒の的確な状況、それか

ら全国平均、都平均で比較してどうかということは全てフィードバックしておりますの

で、体育の授業等の中で、例えば筋力が弱いということであれば、体育の授業の最初の

５分、10分の中で準備運動とあわせて腕立てやスクワット等を入れて筋力アップをした

りというような工夫をするようにはしていると。 

また、あわせて今度は、2020年の東京オリンピックに向けてスポーツ教育についてさ

らに充実をしていこうという動きがございますので、その際には拡充をしていきたいと

考えてございます。 

原田委員長 : わかりました。 

それでは、最後に３－５ 地域における教育ということで、成果指標が２本ございま

す。こちらについてもご説明を頂戴することにいたしましょう。よろしくお願いします。 

子ども課長 : 

 

３－５ 地域における教育についてご説明させていただきます。 

子どもの教育について第一義的な責任は家庭にあるということを踏まえまして、その

家庭が十分教育を行っていけるように支援していく体制をつくるとともに、子どもの成

長過程を家庭、地域、学校が一体となって見守るということが重要であるということで、

子どもたちの地域活動への参加や地域における交流の促進を図っていくことが前提で

ございます。 

成果指標の１番でございますが、子どもの視点を重視した青少年育成委員の活動とい

う形になっておりまして、子どもの視点を重視した育成に関する研修に参加する青少年

育成委員数という形になってございます。実績は、25 年度は 85.5％でございまして、

計画の 26年度は 190人ということで 95％を目指すということでございます。 

評価のＢにつきましては、区内 500人弱の青少年育成委員がいらっしゃって、非常に

熱心に研修等に参加していただいて地域の活動をしていただいているわけですが、なか

なかそうした方々を本当に地域の教育力に生かしているかということを含めまして、達

成率はそこそこですが、その辺りの仕組みを含めてＢというように考えてございます。

達成に向けた課題としましては、メンバーの固定化等が挙げられているところでござい

ます。 

教育総務課長 : 成果指標の２番の説明です。この成果指標をとるのがすごく難しかったなというよう
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に思うのですね。なので、先ほどご説明がありましたが、協働のまちづくりに関する区

民意識調査のデータを指標として使ったということになっています。 

基本的に３－４と３－５の政策のターゲットが小中学生及びその背後にある家庭保

護者ということになります。学校については学校における教育というところで取り上げ

て、基本的な子どもの育成、教育の考え方としては学校と家庭と地域が連携して行うと

いうのが根底にあります。そこで、学校を中心に家庭と地域をどう結びつけていくのか

というような視点で、３－５の施策及び事業がぶら下がっているということになりま

す。基本的に家庭そのものにアプローチをする事業と、それから家庭そのものではない

のですが、学校を中心に地域における人材を掘り起こしたり、あるいは地域での交流を

促進したり、そういうような形の事業が含まれているということになっています。 

ここで、区民意識調査は、前回が 13.8%、今回が 14.5%ということで、評価としては

上げ続けるというのが指標になっていますので、評価はＡとなっております。この区民

意識調査というのは無作為抽出でやっていますので、どうしても学校そのものに余り興

味のない人というのももちろん入っています。それから、区の特徴として非常に人口の

流動性が高いと。ちょうどこの基本計画が最初にできた 10 年ぐらい前の段階以降、特

に大型マンション、ファミリー世帯向けのマンションが非常に多く林立して、家庭が孤

立していくというようなことが顕著に現れてきたかなというようなところがあって、こ

のような一つの事業なり、施策なりができてきたのかなというように思います。 

同じような調査が色々なところで行われておりまして、例えば先ほど教育ビジョンを

つくっていますという話をしましたが、昨年度、青少年育成委員会もそうなのですけれ

ども、町会とかそういった関係団体にアンケート調査をしました。同じようなことを聞

くわけですね。学校と地域とが連携できていますかというと、はっきり言って「よくで

きていると思う」「まあできている」と思うと答える人が約 90％になるわけですね。で

すから、問題はむしろ、実際にやっている人は連携しているという意識があるけれども、

一般的な調査で出てくるパーセンテージは 20％に満たないと。このギャップというとこ

ろをどうやって埋めていくかというのが、今後、方向性としては検討するべきことなの

で、今後の方向性の中でやはり発信力をどうやって出していくか、実際にやっていない

方の興味をどうやって呼び起こすのか、そういうところを考えて、今後また新しい基本

計画に入るというようなつもりでいるわけでございます。 

原田委員長 : では、私からまた幾つかお尋ねいたしますが、１番の指標で、これはタイトルがちょ

っとわかりにくいですが。子どもの視点を重視した青少年育成委員の活動の人数という

ことですよね。 

子ども課長： はい。 

原田委員長 : 実績のところで、22年から 23年に大きくアップしている。これは何かあるのですか。 

子ども課長： 後期計画が始まりましたので、それに向けて育成委員会の方々に子どもプランの後期

計画に向けてご説明をさせていただいて、委員に研修に参加していただくようなご理解

をいただいたというところが大きいかと思います。 

原田委員長 : それまでは、そういう意味で 21年度末が 188人、22年度が 56人ですが、がくんと一

旦は落ちているということですか。 

子ども課長 : 研修の開催数等によるものだと思っております。 
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原田委員長 : なるほど。では、研修の開催数ということをある程度、考慮に入れた上で、この実績

値を見ないといけないということですね。 

子ども課長： はい。 

原田委員長 : その点でいうと、今の 171人というのはどういうことになるのですか。 

子ども課長： 近年はそういう意味では開催数は一定程でございますので、あとは研修内容に興味が

あるか、ないかというところも大きかったというように思っております。 

原田委員長 : ２つ目の質問ですけれども、これは所管部局で、これまでずっと子ども家庭部と教育

総務部だったのですが、文化商工部は何課で関わりがおありなのでしょうか。 

学習・スポーツ

課長 : 

学習・スポーツ課の関わりとしましては、家庭教育の支援という部分で、色々な講座

等をやってございまして、計画事業の中での家庭教育推進事業の部分が私どもの所管に

なります。 

原田委員長 : なるほど、わかりました。では、他の方々はいかがでしょう、何か質問がございまし

たら。 

Ｄ委員 : ２番目のアンケート結果なのですが、学校に興味のない方も含まれているというよう

なご説明があったのですが、それにしてもその割合が 14.5％ってかなり低くて、それで

Ａ評価なのですが、それでいいのでしょうか。 

教育総務課長 : 確かに、委員のおっしゃるとおり数字が高いわけではないです。 

ただ、目標を例えば 50％にするとか 60％にするという目標値をここで設定していな

いので、とにかく上向きにいくかというところで、Ａというのはクリアしましたという

よりは、今のところ順調に伸びてはいますというような評価でＡという形なのですね。

目標に達していないけれども、どうにかなるでしょうがＢというように評価の基準とし

ていただいていますので、最終的に評価としては、この評価指標でいうと前回の３年前

の現状値の 13.8％よりも 0.7ポイントふえているので、評価としてはＡというようなつ

け方をしたということになります。 

Ｄ委員 : わかりました。 

原田委員長 : この辺りは、やはりアンケートのとり方もあるのでしょうけれども、例えば、あなた

は区の子育て支援は充実していると思いますかと聞いたときに、いや、私には子どもが

いませんし、つくるつもりもありませんという人がなかなか答えづらいような選択肢に

なっているのですかね。その辺りが、もしかすると少なくともわからないから考えてい

ないということになるとこの数字になるということですね。普通、親御さんが関わらな

い学校づくりがあると思う人って少ないと思うのですよ。 

だから、この数字って非常に不思議な数字だなというのはＤ委員がおっしゃったとお

りなのですけど、それはどのように回答しているからだというように思っていらっしゃ

るのですか。 

企画課長 : アンケートにつきましてはご質問がございましたので、本日は抜粋で、協働のまちづ

くりに関する区民意識調査のアンケートにどのような選択肢でお答えいただいたとい

うような、ほぼここの指標に近い形で質問させていただいております。 

原田委員長 : そういう意味では逃げられない選択肢なのですね。私は、学生のアンケートをとる際

に、先生はパワーポイントを使って授業をしたということに対してどう評価しますか

と。そういうときに、よく使っていいとか悪いとかというような選択肢とともに、先生
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はそもそも使っていないので評価できないという項目があるのです。 

多分ネガティブではないけど、知らないとかよくわからないという人が逃げられる選

択肢がないと、このようになってくるというように主管課は思っておられるのかどう

か。 

教育総務課長 : 委員長がおっしゃるように、単純に私たちは思っておりました。先ほど私は、各団体

さんの方にアンケートを別途とりましたと申し上げました。やはりそのときの選択肢で

は、真ん中の「どちらともいえない」というのはないのですね。「よくできている」「ま

あできている」「あまりできていない」「ほとんどできていない」みたいなそういうよう

な選択肢になっているので、この「どちらともいえない」がこれを見ていただいても非

常に多いですね。やはりどうかなと思ったときに、ＡとかＣとかと思えないと大体みん

な真ん中にいくというのがあって、この「どちらともいえない」の選択肢というのがこ

ういうものに非常に影響しているのだろうなというように個人的には思っています。 

原田委員長 : この場の議論ではないのですが、１回目の基本構想審議会でもやはりアンケートをと

る際にどのようなアンケート項目にするのかという議論がやはりありまして、特に今お

っしゃったような真ん中の選択肢、どちらともいえないというのは除いた方がいいので

はないかという意見もありました。他方で、どちらともいえないというものを例えばこ

のアンケートで除いてしまいますと、本当に回答者は逃げられなくなるというか、回答

しなくなってしまうということもあるので、次回の基本計画をつくっていく際には、本

当に使うつもりでやるのであれば、やはりしっかり考えないといけないなというのが先

ほどのやりとりで私が感じたところです。他の方々はいかがでしょうか。 

Ｅ委員 : 評価のプロセスを質問してくれということでしたので、ちょっとだけ単純な質問なの

ですが、この区民意識調査の子育て、教育、コミュニティに関わるようなところは、他

の項目のサブの評価基準というのでしょうか、サブのデータになるものだと思うのです

が、本日の検討されたものの中でですね。そのような形で実際にご利用なさっていらっ

しゃるのでしょうか。 

子ども課長 : 

 

現在、先ほど申し上げましたように、新たな子どもプランを作成しておりますが、そ

こでは、ターゲットがいわゆる子育て世代の保護者、小学生の保護者、中学生の保護者、

それから子ども、中学生という形でこの部分に凝縮しております。一般の方の意識とい

う意味では、この協働のまちづくりに関する区民意識調査をサブという形では活用させ

ていただく必要があるかというように考えております。 

原田委員長 : 他はいかがでしょうか。 

Ｂ委員 : １つ目の指標についてですけれども、この指標に基づいて見てみますと、数字が伸び

悩んでいるということがわかりました。達成に向けた課題に研修への参加するメンバー

が固定化しているということですけれども、その要因は何であるというようにお考えに

なられていますか。 

子ども課長 : 

 

幾つかの要因は考えられますが、その中の一つで、先ほど少し申し上げましたが、こ

うして一生懸命、研修にも参加し、地域のイベント等の事業をやっていただくこともも

ちろんそうなのですが、もう何か有意義な地域の子育て支援に生かすとか、そうしたも

のがないので、だんだんと、ただ自分が一方的に学ぶということに変わってしまってい

るのかなということが、子どもプランを検討する委員の中でもお話が出ておりました。
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こうした有効な人材を活用する手立てとして、現在先ほど申し上げました子どもスキッ

プの中の放課後子ども教室や地域子ども懇談会という形では生かしていただいており

ますが、もっと地域の教育や子育てに生きるような仕組みづくりを検討する必要がある

ということを今考えているところでございます。 

Ｂ委員 : 次の計画のときの指標の前提に役立つかもしれないので、せっかくこの数字の経緯を

見て、このような課題が見えてきたので、例えば研修でアンケートはおとりになられて

いますか。 

子ども課長 : はい。 

Ｂ委員 : その数字を見ていかれるといいと思います。だから、知識を得て満足しましたかとか、

この研修は有効に使えますかとか、そこを見ていかれるとかすると、より具体的な成果

が計れるのかなというように思います。 

子ども課長： ありがとうございます。 

原田委員長 : では、だんだん予定の時間が近づいておりますが、本日は、子育て支援とか教育関係

の成果指標について議論をさせていただいたのですけれども、それぞれ委員の方々から

簡単な感想だけでもいただければ幸いでございます。 

Ｅ委員 : 特に教育、子育てもそうなのですが、計画の中に最初に大きくうたわれている子ども

たちの生きる力を育むというのをどう成果指標にするかという一番根本の難しいとこ

ろがあるのだなと。でも、ここではなかなかそこまで踏み込んで議論も、それから評価

もしにくいことだなというのがつくづくわかりました。 

Ｂ委員 : 先ほど補足説明もいただきましたけれども、この指標を使っていて難しいなと思われ

るところは次の計画のところで見直していただけたらなと思います。 

もう一つは、やはりできる限りターゲットをある程度絞り込めるような形で数値をと

られる方がお使いになりやすいでしょうし、あと自ら施策を一生懸命やっているのに数

字に現れないと、データをとるターゲットが広過ぎて、雑多なものが入り過ぎてうまく

出ないだけなのにというところがもったいないなとも思いますので、そこはうまく年代

とかアンケートを出すところとか他のアンケートと組み合わせるとかしてお使いにな

られるといいのかなというように思います。 

Ｄ委員 : 豊島区には結構有力で、かつ人数の多い私立学校があると思うのですね。その辺りが

完全にスルーされているように見えるのですが、区立の方に意識がいくのはもちろんだ

と思うのですけれども、私立の方は全く意識されていないということで、今後もそのよ

うな方向でいくのかどうかというのはちょっと考えていただいてもいいのかなという

気がいたします。何を数字にするかというのも結構難しいと思うのですが、学校の生徒

がごみ拾いとかもやっていますので、全く関係ないということはないと思うのですね。

なので、その辺りをどうするのですかという感じがしています。 

Ｇ委員 : 成果指標について色々と具体的にご指摘をいただき、次の計画を作成する際に大変参

考になります。 

協働のまちづくり調査の結果は、これは地域別あるいは年齢別に集計し直すことが可

能ですので、もう少し所管課の方の施策に合わせるような形で情報提供できるように考

えたいなというのを感想として持ちました。 

あと、特に教育委員会と子ども家庭部とは連携をふだん業務でやっているのですけれ
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ども、このような形で成果を整理する際には、やはりなかなか実態を表すのは難しいな

というのを感じました。特に幼児教育、要は３歳児、４歳児、５歳児、それぞれ大体１

学年あたり 1,300人から 1,500人ぐらいいます。それらの子どもたちができれば保育園

あるいは幼稚園のどちらかの幼児教育を受けて学校に進学していただきたいというの

が思いだと思います。ですので、今どれだけ保育所あるいは幼稚園に行っていない子ど

もがいるのか、そういったのが実態として出てくるような指標を考えていくべきなのか

なと、これも感想として持ちました。 

原田委員長 : 私から申し上げますと、10年前につくって、今はなかなか指標として使いづらいなと

いうように思っていらっしゃるのは、これはしようがない。では、10年前はどうだった

のかなというのを本当は聞いてみたい。10年前はどのように活用していらっしゃったの

かということをですね。ですから、陳腐化することは仕方がないのですけれども、やは

り先ほど私が申しましたように、人間ドックの結果であるとか、あるいは毎日の体重計

のように、やはりメジャーしていって、その数値から得られる情報をどのように活用し

ていくのか。特に施策の達成度合いがうまくいっていないのだったら、何か事業に問題

があるのかとか、そのような使い方にしてくださると、指標を設定して、あるいは指標

を設定する際にも、より耐用年数が長そうな指標を設定することにつながるのかなとい

うのが私の感想であります。そのような意味では、活用しましょう、活用するためにき

ちんと測定をしましょうということでしょうか。 

（２）その他 

原田委員長 : それでは、事務局から次回以降の連絡がございましたらどうぞ。 

企画課長 : 次回以降はまだ日程を確定しておりませんので、今後、先生方の日程を中心に組ませ

ていただきたいと思います。 

参考までに申し上げますと、本日までで３回の政策評価委員会でこういった進行管理

につきましてご議論いただきまして、８つの柱のうちの４つの柱について評価していた

だいたと。政策で申し上げますと、26の政策のうち 13の政策、指標で申し上げますと、

67 の指標のうち、31 の指標を使っての進行管理をしていただいたということでござい

ます。事務局からは以上です。 

原田委員長 : それでは、第４回の政策評価委員会はこれにて終了といたします。 

 

  



第 4 回会議録(260917).docx 

- 29 - 

 

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。 

３－１ 子どもの権利保障 

３－２ 子育て環境の充実 

３－３ 幼児教育 

３－４ 学校における教育 

３－５ 地域における教育 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料４－１－１ 基本計画進捗状況ヒアリングシート③ 

平成 26年度 豊島区独自の学力調査並びに国の学力調査の結果について 


