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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 3 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 24 年 7 月 9 日（月） 9 時 00 分～11 時 00 分 

開催場所 議員協議会室（本庁舎４階） 

会議次第 議題 

１． 公開事業評価当日の内容ついて 

(1) 評価作業の流れについて 

(2) 評価シートについて 

２． 施設見学会について 

３． 論点の設定について 

(1) 事業ごとの論点設定について 

(2) 論点に沿った資料要望について 

４． 事前質問の整理について 

５． 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 

猪岐幸一（公認会計士）・中西規之（公益財団法人日本都市センター研究室主任研

究員）・原田晃樹（立教大学コミュニティ福祉学部准教授）・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）・大﨑映二（行政アドバイザー）・水

島正彦（副区長）・吉川彰宏（政策経営部長） 

事務局 企画課長・財政課長・行政経営課長・施設管理部長・施設課長 
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審議経過 

・１ 公開事業評価当日の内容について 

事務局：  皆様、おはようございます。本日は 9 時というお時間からお集まりいただきましてあり

がとうございます。これより第 3 回の政策評価委員会を開催いたします。本日は、７月 29

日、今月の 29 日の日曜日に実施をいたします公開事業評価前の 後の委員の皆さまにお集

まりいただく会議となります。本日の案件といたしましては、評価当日の進行をご確認い

ただいたのち、評価対象事業の論点を整理したいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。それでは委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長：  それでは 3 回目でございますが評価委員会開催いたします。本日は先ほど事務局からも

ございましたように、実際の公開事業評価の前の 後の会合ということになります。今日

は、やや異例なのですが、二班が予定されておりますので、途中で班ごとに分かれまして

それぞれの論点をしっかり詰めてまいりたいというのが今日の課題です。それではまず、

当日の内容、特に流れと評価シートについてご説明いただいて、それぞれの班に分かれる

ことにいたしましょう。 

 それではよろしくお願いいたします。 

事務局： それでは資料３－１から３－４まで一括でご説明させていただきます。まずは資料３－

１を取り出して頂けますでしょうか。公開事業評価の時間割、班編成でございます。大変

恐縮ですけれども、事務局で各委員の皆さま 6名いらっしゃるわけですけれども、3名ずつ

にＡグループとＢグループという形で割り振りをさせていただきました。当日はこの他、

本区と交流のある自治体に評価委員をお願いしておりまして、東京都、秩父市、所沢市、

長野県の箕輪町、以上４自治体からそれぞれ評価に携わっていただく職員の方をご推薦頂

いております。合わせまして当日は 5 名の体制で評価をお願いしたいと考えております。

この 5 名のうち 1 名は、原田委員長、大﨑副委員長にコーディネーターという形で全体の

進行調整等をお願いしたいと思っております。当日の時間割でございますけれども、まず 9

時に評価委員の皆さまにお集まり頂きます。場所は後程お知らせいたしますけれども、当

初こちらの本庁舎を予定していたのですけれども、当日事情がございまして、会場が池袋

本町、ここから更に 5 分から 7 分程度かかる場所なのですけれども、豊島清掃事務所とい

うところを当日の会場として予定しております。後ほどご説明を申し上げます。9時にその

会場にお集まり頂きまして、30 分ほど当日の論点をもう一度整理頂くということをお願い

したいと思っております。9 時半に高野区長からご挨拶をさせて頂きます。評価は 9 時 40

分から開催をいたします。各事業につきまして一時間程度を予定しております。午前中が 2

施設、各グループに 2 施設ずつ合計 4 施設を評価頂きます。昼休憩をはさみまして午後は

13 時からの予定になっておりまして、午後につきましては、各グループ、3 施設の評価を

お願いしたいと考えております。すべて 1 施設 1 時間ということでございますけれども、

若干進行等で前後することがあるかと思いますけれども、現在のところはこのようなスケ

ジュールを予定しております。 後に、終わりましたら、進行表でいきますと 後から 3

行目、16 時 25 分を予定しておりますけれども、総評というかたちでコーディネーターの方

から当日、良かった点、悪かった点、今後の課題等をお話頂きたいと思います。時間があ

りましたら当日ご出席いただきます区民評価人の方からも感想等を頂ければと思っており

ます。その後アンケート等回収いたしまして 17 時には解散を予定しております。なお当日
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の会場ですけれども、 初と 後は全体を集めて、今日のような形で全体を集めて実施い

たしますけれども、各グループごとにつきましては会場を二つに仕切りまして、それぞれ

行うという形式を予定しております。当日の時間割、班編成につきましては以上です。 

続きまして資料３－２をお開き頂けますでしょうか。こちらは 1 施設ごとの時間配分の

予定でございます。評価を開始いたしまして、事業の所管課から概要の説明を 10 分ほど予

定しております。10 分でもかなり長く感じてしまう部分もあるかもしれませんので、少し

簡潔にとお願いしておりますけれども、場合によっては長くなってしまう可能性もあるか

とは思っております。30 分ほど質疑、議論ということで、この時間を長く取りたいと思っ

ております。こちらでは各所管課から説明がありまして、質疑、それから議論ということ

でございます。なるべく事実確認の質問で終始してしまいますと、評価といいますか、提

言といいますか、そういったところの時間が少なくなってしまいますので、後ほどご説明

いたしますけれども、資料等の確認につきましては事前にご質問頂いて当日までにお返し

をするというかたちでできればと思っております。もちろん当日は評価に当たっての質問

は絶対的に必要なものでございますので、事実確認以外の質問につきましては当日でお願

いできればと思っております。その後、評価、コメント記入ということで、質疑、議論を

受けた評価、評価した理由等を評価委員の皆さまと区民評価人それぞれに記入をいただき

ます。評価表につきましては後ほどご説明いたします。5分程度で評価をいただいたのち、

これは紙ベースで評価頂きますので、それを回収するかたちで、事務局の方で整理をさせ

ていただきます。続いて評価結果の発表ということで、事務局が、これは数なのですけれ

ども、現在のところＡ，Ｂ、Ｃの三段階評価ということで予定していますけれども、その

数をご報告いたします。評価人の総括ということで、評価結果を受けて評価委員に総括を

いただきますということで、これは各委員の皆さまから一言コメントという形で頂ければ

と思っております。またコーディネーターの方からの全体との評価ということもあろうか

と思いますので、その時間も取りたいと思っております。また当日は、基本的にはコメン

トが出来ない立場の方なのですけれども、区民評価人ということで現在のところ各グルー

プ 10 人程度の区民の方にお願いしたいと思っておりまして、当日ご出席いただきます区民

評価人の方から、御一方、御二方くらいであろうかと思いますけれどもコメントを頂くと

いうかたちで予定をしております。施設ごとの時間配分については以上でございます。 

続きまして資料３－３でございます。こちらは当日のレイアウトのイメージ図でござい

ます。コーディネーターの方が中央にいまして、コの字型で評価委員さんのお席があると

いう状況でございまして、所管課の説明者、こちらは部課長、担当係長、現在では 3 名程

度予定しておりますけれども、若干 4名、5名になるかもしれませんけれども、現在のとこ

ろ 3 名を予定してございます。その他関係区職員ということで、こちらにつきましては本

日も出席しておりますけれども、企画、財政部門、それから施設管理部門というところで

出席させる予定をしております。事務局を反対のところに位置づけております。区民評価

人と傍聴者の位置なのですけれども、前列が区民評価人の方にご出席をいただきます。少

し場所を離しまして傍聴者の方が後ろにいらっしゃるということで、なかなかこの傍聴者

の方の数というのは読めないのでございますけれども、 近の例から見ますと 10 名から 20

名、多くてもということなのですけれども、今回私どもでも周知をかけておりますので、

それより多くなるか、少なくなるかということですけれども、 低限ご出席いただけるよ
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うに努力をしているところでございます。 

続きまして資料３－４でございます。こちらが当日の評価シートの原案でございます。

現在は三段階で予定しておりまして、Ａが現段階につきまして、妥当、おおむね妥当とい

うことで、現在の運営方法、取組内容はおおむね適切であるというような評価です。Ｂが

要改善ということで、方向性は間違っていないのだけれども、運営方法、取組内容に改善

を要する点が少なからずあるというコメントで、この要改善ということを予定しておりま

す。Ｃが抜本的見直しということで、現在の運営方法、取組内容を抜本的に見直しするべ

きであるというようなことでございます。今回それぞれの施設があるのですけれども、今

回の評価につきましては、その施設の管理、運営ということで評価を頂きたいと思います。

ただ、管理、運営といいましても単に維持管理をしているということだけではなく、そち

らの政策的な部分での設置に関してを含めたトータルの評価ということです。評価の視点

にあたりましては必要性、妥当性、有効性、効率性というような観点で総合的に評価を頂

ければと思っております。この評価表につきましては、Ａ、Ｂ、Ｃで単に評価をしている

のですが、どういう点が足りなかったのかと、今後どうすべきなのかという具体の部分が

重要になります。特に区民評価人の方については単に区分だけでは、当日議論に加わりま

せんので、どう感じているのかがわからないという部分があります。このコメント欄には

なるべく具体的なものを書いて頂きたいということで事前に説明会等で説明をしたいと思

っております。特にＣの部分なのですけれども、抜本的見直しの分でプラス方向の抜本的

見直しもあります。財源をもっと投下をしても、今の財政状況非常に厳しいのですけれど

も、それでも財源をさらに投下してその施設の運営を評価すべきだという意見もあるでし

ょうし、一方では、もう必要ではないのではないか、もう役割は終わったのではないかと

いうようなところがあります。そうすると、このＣの部分は両極端の部分になりますので、

そちらについては、このコメントで書いていただくということです。それから一番下の欄

なのですけれども、今回 1 時間で施設全般を評価するという、非常に人からすると乱暴だ

という言い方をされてしまうような部分があります。その施設の現在課題になっている部

分を中心に、もしくは施設の中核の部分というところで評価を頂くということで、特に区

民の方が期待しているような議論にならない可能性が非常にあります。そういったものも

含めて評価となると、評価軸がぶれてしまうので、基本的には当日の論点に属した評価を

頂きたいのですけども、触れられなかったという部分はあると思いますので、コメントに

書いていただき、また、そのことを触れないで評価するということ自体やはり厳しいと、

自分が思っていたことを含めて評価したいということであれば、上のところの評価の理由

として入れていただいても構わないのかと思っております。当日の進行等につきましては

以上です。３－１から３－４までご説明させて頂きました。よろしくお願いします。 

原田委員長： ありがとうございました。ではもう一度資料３－１からご覧いただきます。特に各委員

におかれましては、それぞれの分担が、本日お示しした内容で進めてまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。特に大﨑副委員長にはＢグループのまとめをお願いい

たします。 

３－２でございますが、これはあくまでやってみないとわからないところがありますの

で、特に時間といたしましては午前、午後と別れておりますし、お昼休みもありますので、

やや伸びたり縮んだりということはありうるかとは思っております。特に質疑、応答の③
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のところですね。所管課の説明の後のやり取りの中では、なかなか聞き足りないという感

触をどうしてもお持ちになる方もいらっしゃるかと思いますので、この辺はある程度柔軟

に、しかし、あまり無限に伸びないように的確にボールを投げて的確にボールを返しても

らう、そういうことを進めてまいりたいと思いますし、私も気をつけてまいりたいと思っ

ております。当日のレイアウトはよろしいですね。では評価シートにつきましては私もコ

メントしますので、この１、２、３までよろしいでございますか。何かご質問ございます

か。 

Ｆ委員：  区民の皆さんに事前の研修会とはどのようなことをやるのですか。 

事務局：  当日の役割というところをまずお話させていただくとともに、実際の評価作業、なかな

か議論に加わるようなシステムでは無いのですけれども、評価を頂くことにはかわりがな

いので、事業内容を熟知頂くということで、各施設所管課に当日出席をさせまして、施設

の概要についてご説明をするということで、役割、当日の進行、施設の概要というところ

等を予定しております。 

原田委員長：  他にはいかがでしょうか。 

 ではまた後ほど、これはというご質問ございましたら合わせてご質問ください。 

 では公開事業評価の評価シートの議論を少しいたします。今回は 終的に評価基準とい

いますか、評価結果、Ａ，Ｂ、Ｃが評価結果ということで、その評価した内容ということ

になるのかもしれません。用語はともかく三段階で評価をするということであります。こ

れについても色んな議論があり得るところでありまして、先ほど事務局からは実際の評価

基準としては妥当性であるとか、必要性であるとか、効率性であるとか、有効性であると

か、というようなお話がございました。その為には本来であればその事業評価の為には、

各事業が行っている、毎年の年次の目標であるとか、その目標をブレイクダウンした指標

であるとか、指標のどれくらい達成したら概ね達成したと考えられるのかとか、考え始め

ると、国の事業評価を想像しながら申しますと、かなり綿密に組み立てようと思えば組み

立てられるわけであります。しかしながら今回はそこまでガッチリしたものではなくて、

松、竹、梅といってしまうとしまいでありますけれども、そこまでではないにせよ、ある

程度概括的な評価にとどめるということであります。これはどうしてかと言いますと、こ

れが 終的な評価、この場が公開事業評価というのが 終的な評価の場であって、ファイ

ナルなものであるとすれば、もう少しガッチリ、その評価の基準であるとか手続きである

とか、そうしたものを明確にしておくべきだろうと考えます。しかしながら、今回の豊島

区のこの評価というのは、この公開事業評価の結果を踏まえて、更にもう１、２度このメ

ンバーの方々で出された意見や出された評価を踏まえて評価を加えていく、そうした意味

では、評価のあるプロセスという位置づけがこの公開事業評価であります。そうした意味

では、あまり緻密な論点、緻密な基準や手続きを設定したうえでガッチリ決めてしまうと

いうよりは、ある程度そこを緩くしたうえで色んな議論を出してもらうということの方が

後の評価に活かせるのではないかというような制度設計であります。それでも尚Ａ，Ｂ、

Ｃの特に要改善、抜本的見直しのこの中身についてのご質問もあろうかと存じます。いか

がでございましょう。 

 運営方法というのは、具体的に言うと、例えば委託をしているとか、そういうことの適

切さということになりましょうか。例えばですけど、いかがでしょうか。 
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事務局：  はい。そういったものもございますし、事業、取組み内容とも若干かぶるのですけれど

も、事業の手法とか、かける経費とか、対象とかもと思っております。 

原田委員長：  ありがとうございました。どうしても、事業評価というのが難しいのは、例えば図書館

というのは扱いづらいですけれども、保育園という、例えば私の班の方で担当する事業で

申しますと、保育園というものを運営する、それに代わる代替的な手段というのもが当然

ありうる。そうした意味では代替的な手段との優劣みたいなものを本来は議論しないとい

けない、あるいは議論する余地があるわけであります。例えば特定の目的を達成するため

に保育園を設置する、では、保育園を設置しない場合、例えば他の保育の手法で同じよう

な目的が達成されるのであるか、その場合より経済的、効率的に達成できるのではないか、

そういう議論もありうるわけであります。しかしながら今回は特定の事業そのものを評価

するということで、やや全体を見通して議論するということが難しいのでありますが、そ

れを 30 分の間で全てのプログラム、施策と構成する事業を全体的に見回していくというの

は非常に難しいということで、ある程度議論としては限定された議論になるのかもしれま

せんけれども、この皆様方とこの公開事業評価の後に開く、開催する評価の際に、そうし

た議論を補っていきたいと思います。補うべきなのかなと思っております。私ばかりしゃ

べりましたが、なにかご質問、ご意見ありましたらどうぞ。 

 Ｃ委員：  この評価シートのＢとＣの関係なのですけれども、これは程度の問題だと思うので、Ｂ

が 後に「少なからず」となっていますけど、「少なからず」を取った方が程度の問題だ

というのが、むしろ判断つきやすくなるのではないかなと思いますが、いかがでしょう。 

事務局：  悩んでいた点なのですけれども、ご指摘の点ごもっともかと思いますので、改善したい

と思います。 

原田委員長：  他にもいかがでしょう。お魚をさばく際に、包丁ばかり一生懸命砥いでいるという状況

が今の状況でございまして、どんなお魚が出てくるのかわからないと、さばきようがない

というのがあるのかもしれませんが、Ｅ委員いかがでしょうか。 

Ｅ委員：  事業仕分けではないという形で始まっていると思うのですが、Ｃについては廃止も含む

ということが含まれているのか、いやそうじゃないのか、どのへんのレベルが想定されて

いるのかが、少し理解ができないのですが。 

事務局：  こちらで想定していますのは、廃止と、それから大幅な縮小、投下する財源もそうです

し、サービス内容もそこまでやる必要がないと、後は完全な方向転換というか、公で担う

というよりは民間の方にやっていただくとか、完全民営化のようなイメージでいます。業

務委託とか指定管理の活用とかをどうみるかというような点なのですけれども、わかりづ

らいのですけれども、その点については私のほうではＢ評価かなと想定しています。完全

民営化ということになりますと、この抜本的見直しという方向なのかなというイメージを

持っております。 

原田委員長：  廃止という結論は、例えば特定の委員から出てくるということを決して妨げるものでは

ないということですよね。 
Ｅ委員： 民営化とおっしゃる場合には、区の財政の援助というのは一切なくなるという、指定管理

とも違って、それよりも完全にもう区としては支援しませんという形を想定してしまって

よろしいのでしょうか。 

事務局： これは、一応責任の所在というのが民間にあると思っておりますので、補助があるなし
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というよりは運営主体というところで考えておりますので、補助があるものも、ないもの

も、Ｃというところかなと思っております。ただ、そこを少し固めてみたほうがいいのか、

そこで公私の役割というのは、それほど大きな比率ではないという時に、それをどちらで

くむか、例えば保育園の民営化、認可保育園などは特に他のものと違いまして、あまり公

私の区分というのは、あまりないような仕組みとなっておりますので、どうみるかという

のは非常に微妙なところなのですけど、完全に、例えば今後もすべて民間にお任せして区

が財政支援をしていくのだということであれば、私の方ではＣかなと思っておりますけれ

ども、今、本区でも保育園の民営化を進めているのですけれども、今くらいのスピードで

終的にすべて任せるか、区である程度もっていくかというとこであれば、どちらにして

もＢ評価なのかなというイメージを持っておりますけれども、委員の皆さまにもご意見を

お伺いしたいと思っております。 

原田委員長：  私は、このＡ，Ｂ、Ｃといいますのは、なんといいますか実際の評価結果の一つのフラ

ッグでしかないと思っていまして、そのＡの数が多ければどうだとか、Ｂの数がどうだっ

たら多いとかということよりは、その全体的に班で足し合わせてみて、数としてはこうな

ったとか、そうした意味では一つのシグナルにすぎない、実際に出てきたコメントの方が

より重要であって、 終的にその組織形態を見直す場合に、それがＢであろうがＣであろ

うが、私にとってはどうでもいいというわけではないにしても、出されたメッセージその

ものを、この次の委員会でどのように拾っていくのかというところに議論を集中させた方

がいいのかなと思っております。そうした意味ではＢ，Ｃは、やや案件によっても流動的

ですし、班によっても、もしかすると一方はＢをたくさんつけすぎる、一方はＣをたくさ

んつけすぎるということがあり得ましょうけれども、それよりは、どういう評価情報が得

られたのかということを 終的に総合していく中で考えたい。そういった意味では、あま

りＡ，Ｂ，Ｃだけに執着しないといいますか、そうしたスタンスでもいいのかなと気がし

ていますが、なかなか難しいところです。これはやってみなとなんともなかなかわかりま

せん。実際に私どもは学生をよく入試等で評価する際に、辛々チームと甘々チームとやっ

ぱりありまして、学生のレベルは同じであると、これ足し合わせた場合にどうなるのかと

しばしば議論するのですが、どうしてもファイナルな議論ですと、そこで細かい帳尻合わ

せをしないといけないのでしょうけども、もう一、二回ございますので、どういう観点で、

ＢとかＣとかいうところをすり合わせていけば、そこから出されていくメッセージという

のは、お互いに了解できるのではないかなと思うのですが。 

Ｅ委員：  Ｂの方は、目白庭園が入っているもので、これ今、指定管理になっているじゃないです

か。さらに、ここでＣがどんどん出た場合、こういうものの扱いというのは、そこまでき

てしまっているものに、さらにＣがついた場合にどういう扱いになってしまうのか、少し

気にはなっているのですが。 

原田委員長： 例えば指定管理はＡ委員がお詳しいのかもしれませんけれども、その指定管理のあり方

だとか、管理の委託の仕方であるとか、そうしたものを抜本的に変えるとか、そういうこ

ともあり得るのかなと、それは実際に今、指定されている側が変わるということを安易に

含むこともあるでしょうけども、そうではない場合もあるのかなと思いますが、Ａ委員い

かがですか。 

Ａ委員： 私も同じようなことを考えていて、それは説明ありましたように、出てから考えるしか
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ないかなと思っていますけど、少し気になったのが、さっき委員長がおっしゃったように、

これの良い悪いを判断する時に、要は比較をしなければ評価できないわけで、往々にして

こういう評価はコストの面の多寡が、かなりチェックポイントになってしまうと思うので

すが、特に対人サービス系の分野というと、要は民間委託した時の質の問題がどうしても、

この議論で抜け落ちてしまって、保育園なんかは、かなり見てきたものですから、外され

てますけど、総体的に評価するために色んな株式会社も見て歩いたのです。コストはかか

っているけど、民間の株式会社に委託したら酷いことになるというのはわかったので、そ

ういう面で評価ができたのです。だから委託した先とも、評価をしないと難しいというの

は言えるので、指定管理が云々という以前のそのへんの限界性を踏まえたうえで評価せざ

るをえないと考えています。 

原田委員長：  時間も限られてるいということのみならず、やはり木だけを見て評価してしまうという

ところで、やっぱり限界かなという気がしますので、あくまで何か、その限られた中で、

どういう情報が得られるのかというぐらいの方がいいのかなという気がしています。 

 ありがとうございます。他の委員いかがでしょうか、Ｄ委員、Ｂ委員いかがでしょうか。

Ｂ委員：  評価基準についての審議だと思いますが、今事務局からのご説明に評価の観点は必要性、

有効性、効率性、妥当性であるとのお話がありました。この評価基準を拝見して困難だと

思ったのは、通常の評価では、例えば有効性という基準で、達成しました、大幅に達成し

ましたとか、達成してないとかを、Ａ、Ｂ、Ｃで表現しましょうということになりますが、

今回はそのもう一段階上のことをやろうとしているわけですよね。それが前提となったう

えで判断をするという点が今回の基準となっているので容易ではないということになるわ

けです。つまり、必要性、有効性、効率性、妥当性というのは、ご存じかと思いますけれ

ども、横並び一列同じ質ではないわけです。効率性と有効性をはかって、その結果を踏ま

えて妥当性と必要性が決まっていくことになります。そこをごちゃごちゃにしないで説明

する必要があるというのが一点です。あと、Ｃのところで財源の投下についてプラスとマ

イナスの両方の評価が入ってくるというご説明がありましたが、今の説明を踏まえるとＢ

のところにも、プラスとマイナスの両方の判断が入ってくるということになります。つま

り有効性、効率性を検証し、その結果、方向性は間違っていないのだけれども資源が足り

ないから、ここで少し取り組み内容に改善を要する点があるとなる場合も考えられますの

で、Ｃとは程度問題と考えることもできます。以上です。 

事務局：  これは政策評価、施策評価、事務事業評価、レベルのどこに位置づけられるか、各施設

によっても事務事業レベル的な施設もありますし、図書館とか保育のような政策評価的な

施設もあって、なかなか一律にこれだというのがつくれないというところの困難さはあり

ます。ただ評価をするにあたっては、先ほどの有効性、効率性等の視点というのは必ずど

こかには出てくると思っております。今回は総合的に評価を頂くということなので、100％

妥当というのはあり得ないと思っております。どこかの点で足りないのは事実だと思って

おりますので、改善点が全くなくて、素晴らしいというようなことっていうのはあり得な

い、これは程度問題にやはりなっていくかと思います。それぞれの視点で見た時に、やは

りこれは大きな課題なのだというようなところが出てきたときに、それが、ＢやＣに向か

っていくと思っております。ＢのところにＣと同じようにプラス、マイナスがあるという

のは、その通りです。コストの問題なのですけれども、コストの問題を前面に出したくな



第 3 回会議録（2012.7.9).doc 

- 9 - 

いというところがございまして、通常こういうのは拡充、縮小とか評価をするケースが多

いのですけれども、それはもうお金があれば拡充したいと思いますけれども、なかなかそ

こまで財源が追い付かないというようなところもありますし、それから政策的、もしくは

政治的な要素というのがあって、どこにその自治体がウェートを置くのかというところを、

そこまでの議論になってしまうと収拾がつかないというところもありますので、限られた

財源の中で、いかに効果、効率的に運営を行うかというのが今回の視点だと思っておりま

すので、ある意味財源を投下するというようなお話には、なかなか結びつけたくないと思

っておりますけれど、いかんせんサービス内容があまりにも、これはずさんだとか、逆に

お金をしぶっているから効果が上がらない、費用体効果が悪いというケースもあろうかと

思っておりますので、場合によっては財源を少し投下していけば、投下に比しても効果が

上がってくるというケースもあると思いますので、その点をこのＢかＣに、いずれにして

も評価人の皆様、区民評価人の皆様、それぞれ色んな観点で見るというところがあります

ので、機械的には出来ないと、どうしても主観が入るというのは、やむを得ないと思って

おりますので、もう少し精度を持った評価ができればいいとは思いますけれども、現在の

ところ考えているところは、ある程度の基準の中で評価委員さんがどう見るかというよう

なところかなと思っております。Ｂ委員さんが仰っているのは、ごもっともだと思いまし

て、私もそこが大きな今回の課題で、割り切りをどこの点でやるかなとは思っております。

原田委員長： 事務局から評価の精度というのがありましたけれども、評価の精度を事前にどれだけ高

めておくのかということ、これは評価に当たって、どれだけ時間的、財政的、人的リソー

スが残されているのかとも関わるわけですけども、評価の精度だけを高めていくというこ

とが、必ずしもいいというわけではおそらくなくて、何のためにこれをやっているのかと

いうところに見合った評価の精度なのだろうと思います、そうした意味では今回は特定の

事業だけに限定されていて、しかも評価人という方が参加する、また公開という場で行わ

れるというところからすると、そしてまた 終的にそこで示される判断がファイナルなも

のではないとすると評価の精度というのをあらかじめ高めておくというところまでは理想

ではあるかもしれないけれども、と私は個人的には考えてはいます。この議論を始めると

なかなか永遠に議論が続いてしまうと思うので、そろそろやめたいと思いますけども、私

は評価すること自体、プロセスに着目した議論をやっぱりすることが、今回にとっては特

に意義があるのかなと、公開しながらしかも限定された中で評価することそのものが、そ

ういった意味では、まだまだ 終的な望ましい評価のあり方に到達するというのは豊島区

の場合もう少し時間がかかるのかもしれませんが、第一球目といいますか、第二球目とい

いますか、手がかりとしてこういったところから困りながらやっていく、そしてその評価

の精度が、その結果として徐々に高まっていくということになるのかなという気は個人的

にはしております。なかなか難しいところですけれども。 

では、もう少しＡ、Ｂ、Ｃの中身については、どういう形で補足説明の中身等について

書いてもらうかということも意識しながら、これまでのやり取りを踏まえて次の議論に移

ってまいりたいと思います。もう少し具体的な論点設定のあたりを班ごとに分かれていた

だいて、考える際にもう一回、先ほどの評価シートのところに立ち戻っていただければと

思っております。 

それでは残されたところ、2番、3番の施設見学会と論点の設定について、これは班ごと
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にということですか。 

事務局： それでは資料３－５の施設見学会のスケジュールについてご説明いたします。当日ご都

合がつかない委員さんもいらっしゃるのですが、この日にちに設定してしまいました。申

し訳ございません。ご出席、ご参加いただける委員さんについて、日程についてご説明申

し上げます。まずＡグループの施設につきましては、19 日の木曜日の午前中を予定してお

ります。中央図書館、舞台芸術交流センター、それからスポーツ施設ということで、今回

は郊外施設が主な論点になろうかと思いますけれども、時間の関係で区内にあります総合

体育場をご覧いただきます。それから西口にあります勤労福祉会館、それから保育園は現

在 30 以上の保育園ありますので、代表的なところをピックアップして当日ご覧いただきた

いと思っております。集合時間につきましては 9 時ということで終了時間につきましては

12 時 10 分を予定しております。続いてＢグループです。こちらは地域区民ひろば、目白庭

園、公園、自転車駐車場、それからもうひとつ公営住宅、以上の 5 施設ということになり

ます。17 日の午後ということで、13 時にＢグループの方には区役所の正面玄関前にご集合

いただきまして順次ご視察頂くということで、公営住宅につきましては区営住宅、区民住

宅、福祉住宅という三形態ありますので、すべてご覧いただくかどうか、代表的なものを

選んで見ていただくは事務局にお任せいただきたいと思っております。13 時の集合で 16 時

の解散ということです。それから当日ご出席がつかない委員さんにつきまして、お時間が

許す限り自由にご見学頂けるところもありますし、ある程度調整を要するようなところも

ありますけれども、評価にあたって、どうしても都合つかないけれどもご覧いただけるよ

うなことがあれば事務局にご一報いただきたいと思います。ただ舞台芸術交流センターの

ようにスケジュールがいっぱいで、ご覧いただけないようなこともありますのでご了承い

ただきたいと思います。 

それから資料３－６につきまして、これは、事前質問調査票ということで、本日の案件

ではないのですけれども、公開事業評価当日にお聞きいただくのではなく、事前に評価の

委員さんごとの事前の想定の整理をされる時に、事実確認として、なぜこの数字になって

いるのか、なぜこの方策をとっているのかというところで、もしご確認いただくような事

項があればご記入いただいてメールでご提出いただきたいと思います。なるべく当日は委

員の皆さまから改善点へのアドバイス、提案、提言等をいただきたいと思っておりまして、

事実確認が終わって、事業としていいのではないかというだけではなく、事実確認的な部

分につきましては事前にご質問の形態でいただければと思っております。３－６までは以

上です。 

原田委員長： 今の 後のところ、事前質問整理は今日の議題の４番であります。今の説明でご説明は

いただいたということにさせてください。 

まずは施設見学会についてですが、これは実際に区役所に集まって、車で移動するとか、

どんな感じなのでしょうか。 

事務局： マイクロバスを予定しております。当日は施設の所管課の職員、当然現地におりますの

で、単にご覧いただくだけでは無く、ご説明もさせて頂きます。その場で簡単なことであ

ればお答えしますし、なかなか政策的なものは施設の方ではお答えできない部分もありま

すのでご了承いただきたいと思います。 

原田委員長： わかりました。どちらかというと、施設で申しますとＡの方は、やや派手目な施設でＢ
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の方がやや地味目な施設のような気もいたしますが、そういった意味ではＢグループの方

はあまり普段から慣れ親しんでいる施設という点で目新しくはないのかもしれませんけれ

ども、それが故にしっかりご覧いただければと思っております。 

先ほども議題の４番目にありましたけれども、事前質問調査表、これは具体的な事実確

認、いつこの建物は作られたのですかとか、毎年のライニングコストはいくらなのでしょ

うといったような質問を当日の公開の評価の際にお聞きいただいてもいいのですが、もし

あらかじめ聞いておきたいということがあれば、その評価の当日の時間の節約にもなりま

すので、少しお出しいただきたい、もしあればお出し頂きたいということです。また事務

局からもございましたように施設見学の際に簡単な質疑応答と事実上なされるのかなと承

知しております。 

ではこの２点、スケジュールと事前質問の整理について、なにかご質問ございますか。 

それでは、またなにかありましたら 後のその他ところで伺うことにいたしまして、論

点の設定について、これからは、それぞれの班に分かれまして少しどういう施設を扱うの

かということについてご覧いただきたいと思います。特に先ほど少し議論させていただき

ました評価シートを意識しながら、これらの施設で、どういう点で議論を進めていったら

いいのかということについて考えてもらいたいと思います。 

事務局： それぞれのグループでお話しいただく前に、施設のデータシートにつきまして、少し補

足をさせて頂きます。私どもでこの施設に関連する事務事業評価をやっておりまして、例

えば資料３－７の図書館ですけれども、図書館に関連する事業 2ページ、2枚目をお開きい

ただきますと、下の方にこれだけ 10 程度の事業がございます。そういうのを束ねまして図

書館の運営という多機能に渡っております。当日は区民の方も来られますのでコンパクト

に全体を見て頂くというところでまとめさせて頂いたデータシートです。本日、先ほどＢ

委員から、評価にあたっての指標等のお話がありました。大変恐縮ですが１ページをご覧

いただきますと、例えば１ページの下のところに達成度指標という指標がございますけど

も、これの目標値というものがこの中に載っていないので、何年度までに何をやる、進捗

率がここまできている、それが達成できないのはどういう理由によるものなのかといった

ところがないと、なかなか評価は難しいかなと思っておりますので、ここについては

改善が必要かなと思っております。その他委員の皆さまから全体のものとしてこういった

項目がなければ評価できないというものがありましたら、ご指摘をいただきたいと思いま

す。この他に関連する資料というのは出来る限りご要望いただければ、こちらでも準備さ

せていただきますので、そういったものとデータシート全般としてこういう項目が必要だ

というご指摘がありましたら、ご指摘いただきたいと思います。以上です。 

原田委員長：  ありがとうございました。時間が実際の評価、公開事業評価の際の時間が限られており

ますので、今から班ごとにだいたい 30 分プラスアルファ、遅くとも 10 時半にはもう一度

全体で議論したいと思いますけれども、どのあたりをどういう論点を中心に、例えば有効

性を中心に議論するのか、それとも組織形態を中心に議論するのか、少しざっとシートを、

５つ、６つ眺めながら、特に水島、吉川両委員には少し補助線、論点の補助線といいます

か、どういったところが役所の中で問題になっていたり、あるいは区民の方からご指摘い

ただいているのかというようなことを少し情報提供いただきながら、まずは第一球目とい

いますか、各施設の評価にあたって、まずここから質問しましょうというところ、あるい
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はこういった点を中心に質問しましょうというところを少し絞り込むといいますか、だい

たいこのあたりでいきましょうというようなところを、目途をつけて頂きたいというのが

今日のこれからの 40 分間であります。特にＣ委員には、そのように、いきなり 初から端

っこの質問から始まりますと議論がどういうところが中心にされているのだろうと区民の

方も思われると思いますので、いくつかの論点やポイントを絞りながら議論を進めていっ

て頂きたいと思っております。ではそれぞれ、このテーブル二つということですよね。分

かれて少し論点整理をお願いしたいと思います。では事務局ご案内ください。 

事務局： それではご案内させて頂きます。二グループございますので、こちらがＡグループ、こ

ちらがＢグループということで大変恐縮ですけれども移動いただきたいと思います。 

Ａグループ（原田委員長、中西委員、益田委員、水島委員）、Ｂグループ（大﨑委員、猪岐委員、原田委員、

吉川委員）に分かれて論点整理 

原田委員長： だいたい 40 分プラスアルファくらいでございましたが、ふたつの班に分かれまして論点

整理、どういう問題意識で当日を迎えるかということをご議論いただきました。私の方で

５つの事業、Ａグループでございますけれども、どういったところから議論を開始して、

どういうところまで、まずは議論を広げるか、行うのかということについて整理をいたし

ました。特にいくつかの施設については、ざっと見ただけでも、この時代に、この施設が

必要なのかというところを場合によっては問うというところもあり得るのかなという施設

もございました。そうした意味では先ほど廃止云々という話もありましたけれども、まず

はそういう議論も含めて議論ができるのかなという気がいたしました。また今申し上げた

のは具体的には、例えばスポーツ施設や勤労福祉会館というところで出た議論であります

けれども、他方で図書館や保育園というのは伝統的なといいますか、他の自治体でもおそ

らく指摘されるような、そしてまた区民の方々からも議論が期待されるようなサービス水

準と申しますか、そういうレベルでの議論から開始していって話を膨らませていこうとい

うことになりました。 

Ｃ委員いかがでしたか。簡単にどういう状況だったのかお教えいただけるとありがたい

です。 

Ｃ委員：  わかりました。施設が色々な種類にわたっておりますが、まずは区民ひろばのように今

後の展開の方がむしろ議論としては重要なのではないかというところについては、切り口

としては、まずは現状の利用実態とか、効果の検証、そんなところから入っていきましょ

う、あるいは公園のように箇所数がすごく多くて、あるいは規模がそれぞれの公園でかな

り違うようで、またニーズもたぶん違うだろうというところについては、これはもう区民

の方、区民評価人の方と共有する意味でも基本的には管理状況とか管理実態、こういうと

ころから種類が違う、目的もだいぶ違うのだというところを共有したうえで、管理主体や

管理手法、そもそものニーズとか、そういうところに絞って整理していく方向なのかなと、

こんな形で議論展開していこうと、そんな話になりました。それから、目白庭園の場合は

そもそも施設のコンセプトとしてどういうことなのだ、要するにあそこで区は何をやりた

いのか、そういうところから入っていくと、むしろ今後どう活用すべきなのか、あるいは

活用しきらないという話になった時に、その先、どういう展開が待っているのか、このよ

うに発展する可能性もありますね、話の切り込みとしてはそんな形でやっていきましょう、

それから一番 初の公営住宅なのですけれども、これについては、実は区営住宅、福祉住
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宅というはっきりと特定のニーズに対応していきましょうという住宅と、区民住宅のよう

にかなり政策的な意図をもっておそらく開始されたであろう住宅の議論というのは同列で

平行して混在的に議論するよりは、区営住宅、福祉住宅という住宅困窮であるとか生活困

窮というターゲットがはっきりした住宅の議論を先に行ったうえで、区民住宅というとこ

ろで議論を進めていきましょうと。少し分割して議論して、 終的に公営住宅という括り

の中でトータルして判定してもらいましょうと、そんなことになりました。以上です。 

原田委員長： ありがとうございました。それぞれ一番 初に質問する、あるいは次に質問する、だい

たいこのあたりを質問しましょうというところで概ね構成が得られたのではないかと思い

ますが、全体を通してグループごとというよりは、もう少し全体で共有しておいたほうが

いいということがありましたら、お出し頂きたいと思いますが、よろしいですか。それで

は、一応今日の議題はすべて進みましたけども、 後、その他、もし事務局からありまし

たらお願いしたいと思います。 

事務局：  ご議論していただきましてありがとうございました。何点か事務連絡をさせていただき

ます。まず事前の質問票、それから評価をしていただくに当たりまして必要な資料等につ

きましては、できましたら今週中にご連絡をいただけるとありがたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。それから施設見学会の関係ですけれども、改めて集合

場所等についてはご連絡をさせて頂きます。当日、今からまだ時間がありますので、事務

局またお願いすることもございますし、委員の皆さまから色々情報等もあろうかと思いま

すので、逐一連絡を取らせて頂きながら行わせて頂ければと思っております。 後に当日

の会場につきましてご案内させていただきます。参考資料３－１でございます。こちら豊

島清掃事務所という場所、池袋本町１－７－３ということで、川越街道の六つ又交差点、

明治通りを行っていただきまして、六又の交差点を川越街道の方向に向かってということ

なのですけれども、豊島清掃工場と混同される方も一部いらっしゃいますので清掃事務所

という場所ですのでお間違えのないようにお願いしたいと思っております。こちらの２階

の講堂を予定しております。かなり広い会場ですので、この講堂を実際の評価にあたって

は二つに分けて実施をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

原田委員長：  ありがとうございました。歩いて 10 分くらいですか。先ほど 7分くらいと仰っておりま

したけれど。 

事務局：  池袋駅からですと 10 分強かかります。 

原田委員長：  わかりました。だんだん暑くなってくる時期でありますし、丸一日お付き合いいただき

ますけれども、私も遅れないように、前日私は予定がありまして、少しドキドキしていま

す。遅れないようにまいりたいと思います。 

事務局：  補足なのですけれども、当初はこの区役所の会場を予定しておりましたが、場所変更の

理由を申し上げますと、当日この周辺、公会堂で集会がございまして、集会の関連で街宣

車等がかなり回ってくると、機動隊や警察も出動するということで、ちょうどここと第二

委員会室を予定していたのですけれども、その辺のことがございまして、かなり場所とし

ては非常に不便といいますか、区民の方もお集まりづらい場所ではあって残念なのですけ

ども、情報が入りまして変更させていただいたというしだいです。広報にはすでにこの場

所が掲載されてしまうのですけれども、次の号で修正をかけ、変更ということでお知らせ
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する予定になっております。ご迷惑をおかけしますけどよろしくお願いします。 

原田委員長： ありがとうございました。それでは今日の議題すべておしまいでございます。事前の事

実確認等については、もしございましたら事務局まで資料３－６でございますが、よろし

くお願いしたいと存じます。それでは次回はその当日皆様にお目にかかります。 

これにて会議終了といたします。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 

会議の結果 

（１） 公開事業評価対象施設について事前に施設見学会を実施する。 

（２） 施設の事実確認等については事前質問票を事務局に提出する。 

（３） 公開事業評価は 7 月 29 日とし、会場は豊島清掃事務所とする。 

提出された資料等 

【配布資料】 

３－１ 公開事業評価時間割・班割 

３－２ １事業ごとの時間配分 

３－３ 会場レイアウト 

３－４ 公開事業評価 評価シート 

３－５ 対象施設見学会スケジュール 

３－６ 事前質問調査票 

３－７ 施設データシート 

３－８ 論点調査シート 

３－９ 論点整理表 

 

【参考資料】 

３－１ 豊島清掃事務所案内図 


