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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 5 回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成 24 年 9 月 19 日（水） 10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

会議次第 議題 

１． 公開事業評価の実施状況について 

(1) 来場者数等 

(2) 取り組みに対する評価・意見 

２． 公開事業評価の評価結果について 

(1) 各事業（施設）の評価結果 

(2) 各事業（施設）に対する主な意見 

３． 公開事業評価の総括について 

(1) 課題及び改善点等 

(2) その他 

４． 公開事業評価結果の今後の取扱いについて 

５． 平成 24 年度事務事業評価（内部評価）の実施結果について 

６． 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）・

水島正彦（副区長）・吉川彰宏（政策経営部長） 

 

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

ー） 

事務局 企画課長・財政課長・行政経営課長 
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審議経過 

・１ 公開事業評価の実施状況について  

原田委員長：  それでは第 5 回目になりますけれども豊島区政策評価委員会を開催いたします。だいた

い今日は 2 時間程度で、前回の公開事業評価の取組みを振り返って次に繋げるというよう

な内容にしたいと存じます。では議題の 1 番から 6 番までございますけれども、まずは 1

番及び 2 番あたりから事務局からご説明頂くことにいたしましょうか。よろしくお願いい

たします。 

事務局：  事務局からのご連絡ですが、今Ｃ委員から連絡ございまして本日急用ができたというこ

とでご欠席したいということでございました。また原田晃樹委員は本日ご都合が悪いと事

前に欠席とご連絡頂いております。よろしくお願いいたします。 

委員の皆さまには７月２９日の公開事業評価には、暑い中、評価委員ということでご出

席いただきましてありがとうございます。事務局といたしましては非常に委員の皆さまの

ご尽力により無事に終わったと思っておりますけれども事務局のいたらなさで、様々な課

題もあろうかと思いますので本日はそのような部分について、委員の皆さまからご意見を

頂戴できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは議題の 1 番 2 番合わせまして資料に基づいてご説明申し上げます。まず資料番

号の５－１をお取り出し頂けますでしょうか。公開事業評価の実施状況の概要ということ

で、今回の結果の内容につきましてまとめた資料でございます。まず参加者ですけれども、

今回、区民評価人 31 名、傍聴者の方は 48 名という結果でございました。区民評価人につ

きましては 2000 名の中から無作為抽出という形でお願いをいたしまして、当初は 50 名弱

のお申し込みを頂いておりましたけれども、その後ご都合が悪くなった、また当日も急用

ができたという方もいらっしゃいまして、最終的には 31 名という結果でございました。ま

た傍聴者につきましては 48 名ということで、他の自治体の例等をみますと、事業仕分けの

ブームの時には 100 名を超えるような傍聴者の方がお見えになったということが多くござ

いましたけれども、ここ最近は 10 名程度という自治体もありますし、一方でこういった状

況の中でも 100 名程度を確保しているというような自治体もございました。私どもとして

は、もう少し数が欲しかったというような気がいたしますけれども、それでも 48 名の方が

お見えになったということは非常にありがたいことだと思っております。この結果につき

まして区民評価人の皆さま、傍聴者の皆さまに対してアンケートを行いました。後程アン

ケートの詳細につきましては改めてご説明いたしますけれども、全体の部分について主だ

ったものをこちらに掲載をいたしました。まず今回の取り組みの全体の感想ということで

ございます、区民評価人の方は、「よかった」という割合が 9 割、傍聴者の方は 8 割とい

うことで概ね今回の取り組みについては参加してよかったというような評価を頂いたと思

っております。評価委員の皆さまの議論が自分にとってもわかりやすかったかというとこ

ろもアンケート項目で今回設定をいたしました。「わかりやすい」という割合につきまし

ては、区民評価人、傍聴者の方、約半数と、それなりに「ふつう」という方も半数という

結果でございました。また一方で「わかりにくい」という方はそれぞれ 3%ということで概

ねご理解頂けるような議論だったのではないかと思っております。この辺はコーディネー

ターの皆さま、評価委員の皆さまも参加者の方を意識して、わかりやすくかみくだいてご

説明、ご議論頂いたということの賜物だったと思っております。評価時間の項目につきま
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しては「適当」という割合が区民評価人、傍聴者それぞれ全体の 6 割、こちらについては

一方で「短い」という割合も 1/3 程ございました。これは全ての項目の中でも一番改善の

余地があるのではないかという評価をいただいた項目だという認識をしております。やは

り、今回公共施設の運営ということで、施設というのは非常に幅広い様々な事業も行って

いますし、ハードからソフトまで、多岐に渡るという部分だったので、一時間という時間

については、やはり少し無理があるというような意見もございました。主だったものの最

後としまして今後の公開事業評価の実施についてはどのように考えますかというようなこ

とにつきましては、区民評価人、傍聴者の方も、形式は様々あろうかと思いますけれども、

継続して「実施すべき」というような意見だったという結果でございます。恐れ入ります、

裏面 2 ページをお開きいただけますでしょうか。続きまして今回の公開事業評価全体に対

して主な意見・感想ということで区民評価人、傍聴者の方それぞれ頂戴した意見をこちら

に抜粋して掲載させて頂きました。まず実際の評価に関与して頂きました区民評価人の皆

さまです。肯定的意見、それから問題点指摘に分けて、こちらに掲載をさせていただきま

した。まず肯定的な意見につきましては、「勉強になった」「参加してよかった」「もっ

と多くの方にこの取り組みを知ってほしい」「コーディネーターの進行がとてもよい」「事

業仕分けの反省を生かし、工夫がみられる」「区の現状と課題がわかった。区民としても

参加する意義がある」、今回無作為抽出で区民評価人の皆さまを決めておりまして、この

方式を継続するということになりますと、今回参加いただいた方が来年引き続きお願いす

るという確率は非常に低いということでございますけれども、そういったことも踏まえて

「無作為になると難しいかもしれないけれども来年も是非やってみたい」と。それから今

回当日評価対象がたくさんあるとすると、どんな事業なのか、自分は何をしていいのかわ

からないということもございますので、区民評価人の皆さま対象に事前研修会を実施いた

しました。そういったものもあったので評価がしやすかったという意見もございました。

次に問題点の指摘や否定的な意見ということですけれども、今回論点を絞って議論を進め

ていったわけですけれども、その論点をあらかじめ当初からこういう論点でやりますとい

うことを明示した方がよかったのでないかという意見がございました。それから「区民評

価人ももっと意見表明すべき」、これは区民評価人の皆さまにも意見を頂く時間というの

も用意しているわけですけれども、おそらくここに書かれた方は、自分は意見を言ったけ

れども他の方が、あまり発言がないということに対してのコメントかと思っております。

それから先ほど時間が短いという評価がされたということと同様に、「じっくり時間をか

けて評価できるとよい」と、それから区民評価人制度、これは基本的には自由に議論に加

わるということではないという制度ですけれども、それは中途半端ではないかと、それか

ら最後に「資料のペーパーレス化」、今回、膨大な資料がございましたので、こういうよ

うなペーパーレスの取り組み等も重要ではないかという意見でございました。続きまして

傍聴者の方の意見です。まず肯定的な意見、「区が何を考え、どう進めようとしているの

か、分かった」、これは区民評価人にも同様な意見がございました。「公共施設というテ

ーマは、区民にわかりやすくて、よかった」「事業の現状だけではなく、今後の進め方と

いう論点が明確でよかった」「評価委員と区民評価人それぞれの違いがあり、興味深い」、

評価の結果についてもかなり割れる部分もあったので、そういった点かと思います。「区

政の見える化につながるよい取り組みである」、という意見を頂戴いたしました。一方で
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問題点や否定的な意見ということも頂いております。まず「対象事業数を減らし、評価時

間を長くすべき」、これは評価時間が短いことに対しての同様の意見と認識をしておりま

す。「施設の評価を短時間で行うのは無理がある」、これも同様の意見です。「会場によ

って評価が違う気がする」、Ａ会場とＢ会場で若干評価の結果が割れているということに

対しての意見かと思います。「区民評価人の人数が会場、時間帯によって違うのは問題」

ということで、今回は午前と午後、会場を 2 つに分けた 4 コマをご用意いたしました。当

初はある程度の人数を平均的に、もっていたのですけれども、最終的にご都合が悪くなる

ようなこともあったということで割れてしまったということです。「議論に利用者の観点

があまりない」「公開評価の意義を考えるなら、もう少し傍聴者がほしい」「会場は一つ

でよい」という意見もありました。私ども事務局といたしましては、肯定的な意見が多く

頂いておりますけれども、課題もあると、特に時間の短さや傍聴者の少なさに対するご意

見が多かったと認識しております。対象施設別の評価委員の皆さんのご意見につきまして

は、後程また改めてご紹介させて頂く時間を設けたいと思っておりますので省略させてい

ただきます。続きまして資料の 5の 2、こちらについては今ご説明したところの部分をより

詳細にしたものなので、後程ご覧いただければと思っております。1番の公開事業評価の実

施状況につきましては簡単ですけれども以上です。 

・２ 公開事業評価の評価結果について 

事務局： 続きまして２番、今度は個別の施設の評価結果というところについて報告をさせて頂き

ます。まず資料５－３をお取り出し頂けますでしょうか。こちらが今回の公開事業評価の

評価結果ということです。ちょっと見づらいのですけれども、施設別と評価委員それから

評価の区分というかたちでまとめさせて頂きました。特に公営住宅なのですけれども、今

回事務局の方が、区営住宅、福祉住宅、区民住宅、この３つの種別がこの区営住宅に入る

のですけど、やはりその評価をするにあたって区営住宅の目的と区民住宅の目的が若干違

うというところもありまして、これを一緒くたに評価するのは難しいと、どう評価してい

いのかということが当日、コーディネーターに問われまして、その辺はおまかせしますと、

別々でも一緒でもいいですというような形になったということで若干その区分がわれてし

まったということがありました。これについては事務局で、もう少しわかりやすく事前に

評価のやり方を決めていればよかったと反省しておりますけれども、その辺の関係で公営

住宅のところの評価区分が分かれているということです。簡単に評価結果の概要をご説明

しますと、まず図書館ですけれども、これは評価委員、区民評価人の皆さまもＡ、Ｂ、Ｃ

という形で割れているというような状況になっております。保育園につきましてはＡ評価

が中心で、区民評価人の方におひと方Ｃ評価という方もいらっしゃいましたけれども概ね

評価は高かったと思っております。続いて舞台芸術交流センター、あうるすぽっと、今回、

認知度が低いということで、そういったところも考慮して今回対象施設に選んだという施

設でございますけれども、評価委員の皆さまはＡ、Ｂ、Ｃ割れているという状況です。一

方区民評価人の方としてはＡ評価が８人中５人ということで高い評価をされているという

状況になっております。続いてスポーツ施設です。こちらについては議論の中で様々な課

題が示されたということでＡ評価は評価委員の方ではゼロ、Ｂ、Ｃということで３人、２

人ということでした。一方、区民評価人の方は利用者の観点ということが非常に入ってい

たようで、Ａ評価が８人中３人、Ｂ評価も４人ということで、Ｃ評価がお一人ということ
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で、評価委員の皆さまとは異なった評価がされているという状況です。続いて勤労福祉会

館、こちらについては評価委員の皆さまとしてはＣ評価が５人中３人ということでした。

一方、区民評価人では８人中３人がＡ評価、Ｂ評価も３人ということで、こちらも後々コ

メントを見ると、やはり利用者の観点と、使っている施設でなくなると困るということが

あって評価としては高かったかと思っております。続いて公営住宅です。こちらの主な特

徴としましては、先ほど区分が分かれてしまったということでご説明させて頂きましたけ

ど、区民住宅、これは必ずしも所得に関らず一般の住宅と同じように供給している住宅で

ございますけれども、こちらについては評価委員が４人中４人すべてＣ評価、区民評価人

さんも３人すべてがＣ評価ということで、大きな課題がある施設であるということがこの

評価の場としては浮き彫りにされたというような状況だったと思います。一方で区営住宅

や福祉住宅というのはある程度不可欠な施設ということで評価としては高かったかと思っ

ております。続いて地域区民ひろばです、こちら豊島区の独自施設で、区としてもセーフ

コミュニティの推進等で、拠点として非常に重要な施設と思っているところでございます

けれども、運営方法等に課題があるというところが議論の中心になっておりまして、評価

委員、区民評価人の皆さまもＣということではないけれど改善すべき課題が様々あると、

特に実施主体について課題があるということでＢ評価が中心ということになりました。続

いて公園施設ですけれども、こちらも区民評価人、評価委員の皆さまも同様の意見でして、

やはり課題があるというところで、特に地域の特性に応じた公園つくりが求められるとい

うような議論が中心でございました。続いて目白庭園です。こちらは評価委員としては５

人中４人がＣ評価、抜本的な見直しという評価でございました、一方で区民評価人の皆さ

まとしてはＣまでではないけれども工夫をしてより良い施設にしたらいいのではないかと

いうことでＢ評価というところが中心でございました。最後に自転車駐車場です。こちら

について評価委員の皆さまからは、ほぼ適切に運営がされていると、妥当であるというこ

とで、５人中４人がＡ評価ということでございました。一方で区民評価人の皆さんの意見

をみますと、受益者負担や放置自転車撤去の手数料等に、もう少し区が考慮する必要があ

るのではないかというところを中心にＢ評価ということで、やはり区民感覚ということが

かなり入っていたということで評価委員の皆さまとは評価が分かれてしまったという状況

でございました。評価の結果につきましては以上です。 

続きまして資料５－４をお取りだし頂けますでしょうか。こちらが、今回の公開事業評

価の中で評価委員の皆さま、また、区民評価人の皆さまから頂きました評価の結果とご意

見を一枚にまとめさせて頂いたものでございます。非常に多岐に渡っておりますので、全

てご紹介することは、なかなか困難なのですけれども、本日は区民評価人の皆さまのご意

見を中心にいくつか抜粋をしてご紹介をさせて頂ければと思います。評価委員のご意見に

つきましては当日会場の担当の評価委員さんはお聞きになっているかと思います。また会

場が違うという方には、後程またご覧いただければと思います。また会議録、本日資料と

してご用意させていただいておりますので、そちらの方もお時間があればお読みいただけ

ればと思います。それでは区民評価人の皆さまのご意見で主だったものをご紹介させて頂

きます。まず図書館でございます。恐れ入ります。ページ数でいきますと 2 ページをお開

きいただけますでしょうか。この一番上の欄ですけれども、Ｂ評価を付けた方です。「活字

離れの流れであるが、一方で iPad 等多様な媒体で読書が出来る時代もある。時代に則した
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図書館のあり方を考えてほしい。」というような意見がございました。一つ飛びまして、そ

の下、こちらについては「現状を把握するために、インターネットや書面のアンケートが

必要ではないか。」というようなことがありました。なかなか利用者のニーズの把握に現状

苦労しているという状況がありまして、そういったものをきちんと収集すべきだという意

見でございました。この利用者の色んな意見の集約、アンケート等につきましては図書館

だけではなく他の施設でも同様の意見もありました。区としてはそういったデータを持っ

ていないというようなところもいくつかございまして、やはり適切なアンケート等で意見

にしろ集約して、それに対して則した運営をはかっていくということはこれから必要にな

ると思います。図書館の一番最後のＣ評価を付けた方ですけれども、「議論している内容が

一部で時間不足。これで図書館の今後の運営、管理等を決定していくのは無理がある。」と

いう意見がございました。続きまして 3 ページ保育園でございます。まず区民評価人の 2

番目、下の欄からいきますと下から 2 番目です。Ａ評価を付けた方ですけれども「コスト

削減のための民営化や、待機児童の解消の対策などを行っていて、よいと思った。」という

ような意見でございました。続いて次のページをお開き頂けますでしょうか。上から 2 番

目の方です。「方向性はよいかもしれないけれども、保育需要への対応のスピード感が足り

ない」と、意見一つ飛びまして同じ欄ですけれども「区民全体に影響が及ぶことであり、

一部署の問題では無いと思う」という意見でした。最後にＣ評価をつけた方ですけれども、

「コストが下がる、かつアンケートで満足度 80%だったら、すべて民営化する方がよいので

はないか、ただ民営化の基準がわからない」というような意見でございました。続いて 5

ページ、あうるすぽっとです。区民評価人の意見です。一番上、「類似施設との差別化の中

で、あうるすぽっとは豊島区内の中で、外に向かっていく施設としてあっていいと思う」

ということでした。2 番目の方としては、「区民の認知度を向上させるような企画を実施し

たらどうか」という意見でした。続いて 6 ページをお開きいただけますでしょうか。一番

上、「豊島区で生まれたが、芸術政策は数少ない地元の誇りである。」と「運営方向性には

おおむね賛成だが、需要も考慮した料金設定等により区の負担は最小限にしていただきた

い」ということでございました。その次の方、2 番目の方です。「演目が高度なため、認知

度が低いのではないか」という意見でございました。続いてスポーツ施設です。7ページ、

区民評価人の方、一番上です。「豊島区の財政を圧迫しない様に利用料金を定めていると思

われるので、妥当である」という意見でございました。一番下の方、「区民の体育向上と健

全育成のため、施設建設は必要である。ただし三芳グランドは将来的に一考すべきだ」と

いう意見でございました。続いて 8 ページをお開きいただけますでしょうか、上から 3 番

目の方です。この方も同様に「三芳グランドは一考の余地があり。他はおおむね妥当」と

いう意見でございました。上から 4番目の方、「利用者が横ばいの状況で、更なる増設は必

要がない。新宿区、文京区と同等のカバー率でよいと考えると、人口に比例した計画にあ

るべきだ」ということでございました。最後発言の方がいらっしゃいまして、スポーツ施

設について「一日だけ利用できるというのは自分のような多忙な者には非常に便利である」

という意見がございました。続きまして勤労福祉会館です。9ページをご覧ください。一番

下の方です。Ａ評価でした、「勤福会館として長年に渡って有意義に利用されてきた施設で

あり、今後も更に活用されると思われる」ということで、存続すべき、妥当であるという

意見でございました。続いて 10 ページお開きいただけますでしょうか、下から２つ目Ｃ評
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価の方です。「名称と中身が違うのに勤労福祉会館と詐称しているのはおかしい」という意

見でした。「貸館だからよいというわけでもないし、老人、高齢者の利用が多いので存続と

いうのもおかしい」という意見でございました。発言としては 11 ページ一番下ですけれど

も「今の使われ方には賛成するけれども、設置目的があってのことであって、いろんなコ

ストがどうこうというような設置設計とは別の理由で運営がなされる行為は民間からは違

和感がある」と、「勤労者のためということで予算が組まれているのだったら、そのお金が

他に利用されるのはおかしい」という意見がございました。続きまして 12 ページ公営住宅

のご意見です。12 ページの下から 2 番目です。実はこの方だけが区民住宅について必要性

を書かれている方でございまして、「区民住宅は区としては残して欲しい。一般区民が何か

あった場合必要であり、できる範囲で細やかな配慮をすれば区民も借りる人が増えると思

う」という意見でございました。今回は被災者住宅としてこの区民住宅を活用していると

いうことで、そういった意味で区民住宅の意義というのがでてきたということを受けての

ことかと思います。その他の方はほぼ同様の意見なのですけれど、13 ページ一番下の方で

すけれども、「人口増、定住化の当初の政策目的から状況が変わってきていると理解してい

て、民間の高層マンションも増えていると、そういうものを踏まえると区民住宅の存在は

必要ないと思う」という意見でございました。ほぼ同様の意見が多かったと思っておりま

す。続きまして地域区民ひろばです。これはご意見がほぼ一点に集中されている傾向がご

ざいます。15 ページ一番下です。「特定の人だけが運営に携わるのではなく、関心の低い人

をどう巻きこむかが重要である。」というようなことがございました。16 ページお開きいた

だけますでしょうか。上位、Ｂ評価です、「運営協議会が独占的で優位的にならないような

評価制度が必要である」と、自主運営という形で現在推進しておりますけれども、それを

地域の運営協議会に現在お願いする方向でおりますけれども、それ以外のＮＰＯ法人等に

もっと広げた方がいいのではないかという意見が当時の原田晃樹委員等中心に出されてお

りまして、区民評価人さんも同じような考えをお持ちであると、やはり地域のある特定の

人だけが利用して、そこに参加できる人も限られてしまうということは問題ではないかと

いうことの意見が幾つか寄せられておりました。一方、17 ページの下から 2 番目ですけれ

ども、B 評価の方です、「豊島区独自の施設をもつことの背景が説明をされていない。この

ため、事業の有効性・効率性に係る議論が不十分である」と、やはり地域区民ひろばの運

営形態、営利だけではなく、区民ひろばが何のために、どのようなことをやっているのか

というような内容をもう少し深掘りして議論を進めるべきだと、やはり、少し議論が乱暴

ではないかというようなことではないかということでした。続きまして公園 19 ページをお

開きいただけますでしょうか。一番上の方です、「原田晃樹委員の意見に同意する。こまご

まとしたことは地域、町会にお願いをするということ」というようなことがございました。

20 ページでございます。下から 2 番目の方、B 評価「地域性を重く見るべきである。防災

対策も必要だが、我が町には公園がなく隣の町で独占している感じがある」というような

ことでした。続きまして目白庭園でございます。21 ページをお開きいただけますでしょう

か。1番下の方、B評価です、「ＰＲを強化したらどうか」「お茶を飲めるようにしたら」と

いうような評価委員の意見に賛成であると。「パンフレットを見ると和風庭園としての魅力

を高められる施設ではないかと思った」ということです。次のページお開きいただけます

でしょうか。上から 2番目、「いろいろな制約の中、維持費の管理は難しいと思う。受益者
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負担の割合が非常に低いことが問題点か」、下から 2 番目の C 評価の方、「条件があること

を差し引いても、集客性に欠ける。」「文化施設として重要な点もあるが、公園としての管

理は無駄な経費もかかる」「ＰＲというより、不便なところであるので総合的に検討すべき

である」と。発言の方がいらっしゃいまして、「先日の暑い日に現地に行ったが、車いすの

方が途中の飛び石で、引き揚げてくる様子を見た。障害者の方も利用できるようバリヤフ

リーに配慮してほしい」、また赤鳥庵というようなお茶会等を開くような建物があるのです

けれども、基本的に予約制ということなのですけれども、「暑い日には予約がはいってない

ときでかまわないからその赤鳥庵を休憩できるようにしてほしい」というような意見でご

ざいました。最後の施設です。自転車駐車場です。最後のページ、24 ページお開きいただ

けますでしょうか。一番上の方です。こちらは撤去自転車の手数料関係に幾つかの意見を

頂いておりまして、まず上の方、「撤去自転車返還手数料を軽減した方が、取りに行く人が

多くなって、結果的に財政負担も軽減されるのではないか」ということでした。下から 2

番目の方、「撤去費用に多額の費用が掛かるのは、今後も検討が必要だ」ということでした。

一番最後の方は「難しい問題だが受益者負担をもっと重くすべきだ」というような意見も

ございました。少し早口で飛び飛びになってしまって申し訳ないのですけれども、こちら

の資料のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

原田委員長：  ありがとうございました。それでは 1 番と 2 番まとめて実施状況と評価結果について少

し意見交換をしたいと存じます。最初の来場者数等については、ご覧いただければ状況と

してはおわかりいただけるのかと思います。こうした実施状況を他の自治体と比べるとい

うのは、なかなか難しいところもございますので、なんとも言い難いのですが、私の最初

の印象としては日曜日のしかも 7 月の夏休みに入って 1 週間目くらいだったでしょうか。

かなりの方が関心をもって見てくださった、参加してくださったというのは、ありがたい

ことだなというのが私の印象でございました。もう一つ、公開事業評価の評価結果につい

てでありますけども、こちらはより大学の研究者として評価結果を特にＢ会場の評価結果

とＡ会場を見比べながら思ったのですが、印象論ですけれども、Ａ会場はどちらかという

と評価人と評価委員とのＡ、Ｂ、Ｃのバランスが合致するところもあれば、つまり高い評

価を私たちがした場合、区民評価人も高い評価するということがありましたが、真逆にな

るということがございました。例えばご覧いただくと資料５－３をご覧いただくと、例え

ばスポーツ施設、あるいは勤労福祉会館、私たち評価委員は非常に厳しい評価をしている

のですが、区民の評価人の方々は高い評価をしている。そうしたところがＡ会場について

は見られる。ところがＢ会場は両者の両評価集団の評価結果が非常に対応しているように

思える。それは評価委員のバランスの問題なのか、片寄りなのか、区民評価人の片寄りの

問題なのか、それとも施設がたまたまそうだったからこうなったのか、よくわかりません。

しかし私の中のこの議事録の中で発言をしているページ、例えば 136 ページをご覧いただ

くと、私はこのように発言をしているのですが、136 ページのほぼ真ん中、「評価結果にお

いて、評価委員の方々と区民評価人の方々がぴたり一致するというような事案が、幸か不

幸かございませんでした。これは私どもが専門的な知識を持っているとは、少なくとも私

に関しては恥ずかしくて申し上げられませんが、専門的な知、現場の知、あるいは地域の

知、どちらに基づいて特定の施設を評価していくということに大きく関わるのかと私は発

言しているわけであります。私たちは一度しかお邪魔したことがない。しかし利用してい
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る区民の方々は全く違う、日常の生活の中で評価をしていらっしゃるという、そういう違

いないのかなと思ったのですが、Ｂ会場はまったくそうしたところがない。なぜなのでし

ょう。印象論で結構ですけれども。またＡ会場の評価結果をご覧になって、残り私を含め

て 3人はＡ会場なので、なぜこんなに違いかでるのかなと素朴に思うのですが。 

Ｅ委員：  わかりかねるところもあるのですが、ただ一般論として、この委員会は第三者として評

価をするということで始めていて、区民の評価人の中には、おっしゃったように、利用者

としての意見がかなり混在してしまっている、利用者としての意見は当然必要だとは思う

のですが、それは評価人の意見として混在してきているというのは、個人的にまずどうな

のかなという、その辺が原因でこのようにわかれたのかなという気もしないでもないので

すけど。どうでしょうか。 

原田委員長：  逆にＢ会場で取り扱ったところの方が、公園だとか、自転車駐車場だとか、自転車駐車

場はそうでもないかもしれませんが、利用する施設が入っている気もするのですよね。た

またまなのかな。Ａ会場にいた時にはそのように感じたので先ほどのようなコメントをし

たということなのですけれどもね。お二方いかがですか。Ｂ委員、Ｄ委員、Ａ会場でどち

らかというと意見が交錯するという、白旗上げているグループと赤旗上げているグループ

があって、どのように取り扱ったらいいのだろうと素朴に思ったところもありますが。た

またまなのか、施設のチョイスの問題なのか、私たち評価人や区民評価人の一定の片寄り

の問題なのか、例えばＡ会場には利用者がたくさんいたけど、B会場にはいなかったとか。

そういったものは調べようがないわけですけれども、どんな印象を持たれたのか、全体的

にいかがでしょうか。 

Ｄ委員：  Ｅ委員が少しおっしゃっておられていたのですけれども、私が実は区民評価人と反対側

の評価をつけた張本人の一人ではあるのですけれども、私自身がつけさせていただいたの

は、原田委員長がおっしゃるような専門とは言いませんけれども、現場の知とおっしゃっ

たとおりで、何と言いますか、政策目的等と手段が一致しているかどうかという観点でつ

けさせて頂いたと。ただ区民評価人の方から見ると、政策目的というよりは、やはり実際

に利用してどうかという観点からつけていただいたと。もちろんどちらが正解かという話

ではないのですけれども、それでかい離があったと。ただ、Ｂ会場と比べてどうして差違

が出たのかというと、それに関しては何とも。Ｂ会場でどういう議論があったのかという

のが、ちょっとわからないところがあるので、なんとも言えないのかというのが正直な意

見です。 

原田委員長：  はい。いかがでしょう、Ｂ委員。 

 Ｂ委員：  問題としては興味深いのですけれども、今見ているデータではよくわからないというの

も正直なところです。ただ評価人は論理性と客観性という観点から施策担当者の考えを明

らかにしていくという視点で見ていますから、その論理性、客観性、という点で、もしか

したらＢ会場の方が施策としての目的と施策の構成内容の一貫性を担当者が上手に説明さ

れていたのか、もしくは施策の性質上そのようなことがやりやすい内容だったのかという

ことが考えられます。評価委員は利用者ではなく、また、必ずしも区民評価人もそうとは

限らないわけですから、論理性、客観性という点から見ざるを得ないというところがあっ

たのではないかと思っています。ですから、施策の目的が非常に大きかったり特定性があ

まりないような場合、又は内容の構成での整合性がついていないようなものの場合、もし
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くは情緒性みたいなものがその施設に見られる場合、例えば勤労福祉会館のような場合と

いうのは、評価委員と区民評価人とは意見がかい離してくるということはあるのではない

かと思います。 

原田委員長：  ありがとうございました。勤労福祉会館というのは典型的だと思うのですけど、そもそ

も施設が造られた主旨、目的あたりから現状の利用の形態が私からするとかい離している

と、しかし実際に利用している人からすると、簡単に利用が出来て、皆さんとそこで楽し

く過ごせて、生き生き過ごせればいいじゃないかというようなところが、それは評価情報

としてどちらが正しくて、どちらがダメだとか劣っているというものでは恐らくないだろ

うという気が個人的にはいたしました。少なくともこういう評価をする際に二つの情報を

持ち寄るという場合には、論理的にいうと、デッドロックに陥るということが当初から考

えられていて、一方は賛成、他方は反対ということが、この仕組みを取った段階で内包さ

れているので仕方がないという気がしますし、それはそれで一定の評価情報に片寄らない

そういったものを算出していくということでは、短絡的に行動しないという一定のブレー

キをかけるという意味では役割があるのかなと、しかしこれを施策に実際のこの公共施設

の事業継続等に、改善等にどう繋げていくのかということについては、なかなかここから

一義的なメッセージを受け取りがたい場合があるのかという気がいたしました。その他私

が思ったことからお三方に質問いたしましたけど、他にお気づきの点やご質問がもしあり

ましたら。 

 よろしいですか。ではもう少し今後どうするのかというのが一番私たちとして心配とい

いますか、課題でありますので、3番、4番をご説明頂いて、今後この評価委員会としてど

のようなメッセージを出していくのかということについて議論をしてまいりたいと存じま

す。では 3と 4合わせてご説明頂きましょうか。 

・３ 公開事業評価の総括について 

事務局：  それではご説明させて頂きます。資料番号５－５をお取りだし頂けますでしょうか。公

開事業評価の総括という一枚ものの資料でございます。こちらは今回 7月 29 日に実施をし

ました公開事業評価の日程の設定だったり、評価委員や評価人の選定方法だったり、テー

マだったり、進行方法だったり、そういったところについてまとめたものでございまして、

今後この公開事業評価を継続的に実施するにあたって、この時期に評価委員の皆さまから、

課題等をお出しいただいて、改善につなげていきたいと思っておりますので、まず現状を

ご説明させていただいて、ご意見頂戴できればと思っております。記載のとおりなのです

けれども、いくつか掻い摘んでご説明をさせて頂きます。まず時期でございますけれども、

記載のとおりの 7月末ということでございました。今回は 1日ということでございました。

他の自治体等を見ますと、やはり 2 日間で実施をしているケースが多いのですけれども、

私ども今回は 1 日ということで設定をさせて頂きました。会場につきましては、当初、本

庁舎を予定しておりましたけれども、前回お話させていただいたような諸事情がございま

して、少し駅から離れてしまった場所ということでございました。アンケートの中には入

れなかったのですけれども、もし会場というところの部分をアンケートに入れたとしたら、

かなり厳しい評価がされたのではないかなと、実際に区民評価人さんもちょっと場所がわ

からなくて迷ったというようなお声もいただいておりますので、この会場というのも改善

が必要かと思っております。会場の中のスペースを二つに分けて、二つのコマで実施した
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というのが今回のやり方でございました。対象事業数は 10 事業ということで、1 事業あた

りの評価時間 60 分ということでございました。この 60 分という時間は他の自治体等の例

を見ると 10 分から 15 分程度長い時間ですけれども、それでもテーマによっては時間とい

うのは変わってくるのかと思うような部分もございました。評価者ですけれども、今回は

区民評価人制度というものを導入いたしました。評価人と書いてありますけれども、評価

委員ですね。評価委員の皆さまにつきましては政策評価委員会から 3名×2会場ということ

でございました。それから本区と交流のある自治体の職員の方合わせて 4 名にご協力頂い

て 10 名の方で体制を組んだということでございます。区民評価人の皆さまには、無作為抽

出で当初千名送付したのですけれども、なかなか回答を頂く方が少なかったということで、

追加でまた千名送付しまして合計 2千名ということでございました。約 50 名程度のご応募

頂いたのですけれど最終的には当日従事頂いた方は 31 名ということでございました。委嘱

の区分としましては各会場ごと午前と午後のいずれかということで一日という設定は今回

設けておりませんでした。中には 1 日やってもいいという方もいらっしゃったと聞いてお

ります。今回区民評価人の皆さまには無報酬ということでご案内をさせていただきました。

当初からドイツのプラーヌンクスツェレという制度ですか、そういったところでは報酬で

仕事としてやってもらうということがあるようですけども、そのような形にすると区民評

価人さんも大幅に増やすということは出来ますけれども、一方で、やはりボランティアで

やっていただくことに意味がある、区民の責務ということもございますので、なかなか悩

ましいところかと思います。当初は無報酬ということでしたけれども結果的には千円の図

書カードを記念品として差し上げたという状況でございます。テーマは今回、公共施設の

運営ということに決めさせて、それは無作為抽出のアンケートで実施したということでご

ざいます。論点はあらかじめ整理はしておくけど、当日は公表しない、あらかじめ、これ

とこれが論点ですよと示す自治体もございますけれども、私どもは、そこまではしなかっ

たということでございます。論点整理については記載のとおりです。進行・評価の方法で

すけれども、事業説明→質疑応答→評価・講評とこれは一般的な形でございます。区側か

らは担当部長、担当課長が出席をしております。資料は、データシートと補足資料という

ことで膨大な資料ですけれども、見開き一枚のデータシートを元にしてということで比較

的資料としては分かり易かったのではないかと私どもとしては思っております。評価方法

は評価シートに記入頂いたうえで各委員が発言ということでございます。これは実は若干

Ａ会場とＢ会場で違っておりまして、Ａ会場はそれぞれの委員の皆さまがそれぞれ自分は

こういう評価をしたと、で、その評価の理由はこうだということで発表されるという時間

を設けました。一方Ｂ会場につきましては、結果は紙で提出を頂きまして、それをコーデ

ィネーターが全体的な意見はこうだったということで、それを束ねて、Ｂ会場の意見をあ

る程度集約するような形で進んでいったのかなと、Ａ会場は比較的それぞれがそれぞれの

評価をするという形で若干その中のやり方は違っていたのかと思っております。どちらが

良いとかどちら悪いとかはなかったかと思います。評価の区分につきましてはＡ、Ｂ、Ｃ

ということで今回設定しました。一般的にいうと、もうちょっとこれが廃止だったり、拡

充だったり、という評価があるのですけれど、私どもは比較的緩やかな評価にして、今回

コメントを頂く、これは政策評価委員会の委員の皆さまからもそのようなご指摘をいただ

きましたので、それに伴って今回緩やかな評価区分にいたしました。これはこれで私ども
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は良かったのかと思っております。評価結果の取り扱いにつきましては、この場の評価に

終わらせず、再度この委員会の中で議論頂くという形式をとっていければと思っておりま

す。事前準備、これは私どもの内部的なことですけれども、どんな周知をしたかというこ

とでございますけれども、今回二千名の無作為抽出の区民アンケートを実施いたしました。

これは施設の中でどの施設を選びますかというようなものが中心だったのですけれども、

そういったアンケートに合わせて募集もかけたということでございましたので、一石二鳥

ということを狙って周知をしたということでございます。その他、広報としまやホームペ

ージという既存の媒体を使う、またプレス発表も行いましたので、一時期ですと新聞等に

掲載されるケースもあったのですが、今回は 5 大紙には掲載がされませんでした。地元紙

には掲載されましたけれども、5大紙等に掲載されるとまた違うのかと思っております。今

回現地見学というものに、評価委員の皆さまにご参加を頂きました。一方区民評価人の皆

さまには現地見学はないけれども事前の研修会というものを実施いたしました。現地見学

会に区民評価人の方に来ていただくというのも選択肢だったかと思っております。区民評

価人の皆さまでは自分でこの役割を受けたので見に行きましたということも数名頂いてお

りますので、かなり意識の高い方が区民評価人になっていただいたと思っております。記

録については実は動画の記録は撮っておりませんで、区議会等からは動画で残してくれれ

ばよかったのにと、特にＡ会場、Ｂ会場分かれておりますので、もう一方の方も知りたか

ったということもありましたので、今後の課題かなと思っております。アンケートにつき

ましては、区民評価人、傍聴者の方に実施をいたしました。また項目等についても工夫は

あるかと思っております。今回手話や育児のヘルパーですけれども、育児ヘルパーは事前

準備をいたしました。区民評価人の為に、お一人子育て中の方がいらっしゃいまして、ヘ

ルパーご用意いたしました。ただ当日ご都合が悪くなったのでご参加いただかなかったと

いう経緯がございます。手話はご用意をいたしませんでした。また会場のスペースや空調、

設備等につきましても何か評価委員の皆さまからご指摘いただければと思っております。

総括につきましては以上でございます。 

・４ 公開事業評価結果の今後の取扱いについて 

事務局：  続きまして資料番号５－６をお取りだし頂きたいと思います。今後この公開事業評価の

結果を、どのように取り扱っていくのかというところを素案としてまとめさせて頂きまし

た。本日が 9 月の 19 日第 5 回の政策評価委員会です。ここでは、評価の結果等、取り組み

の結果等についてお示しをするという場でございます。第 6 回の政策評価委員会これは 10
月の中旬くらいを予定しておりまして、また委員の皆さまとはスケジュール調整をさせて

頂きたいと思っておりますけれども、あの場ではこういう評価でしたけれども委員会とし

てどういう評価にするのかというところを取りまとめする必要性がございますので、再評

価という形でお時間を頂戴できればと思っております。これは区民評価人の皆さまや色ん

な評価委員の皆さまからの意見を元に委員会としての評価、できましたら委員会の評価を

A、B、C で一つ固められればと希望しておりますけれども、それに付随意見とかを付け加

えたうえで最終的なまとめということをしていきたいと思います。この第 6 回で再評価を

頂いたうえで事務局の方で取りまとめをいたしまして最終的な答申というか、取りまとめ

という形で一つの書類等を作れればと思っておりまして、その素案ができましたら第 7 回

の政策評価委員会にお出しいたしまして、ご承認をいただいたのちに、あとは区がどのよ
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うにそれを反映していくのかというところの問題ですので、予算や計画等にその部分を反

映できるような仕組みにしたいと思っております。適切な時期には区議会等にもご報告、

提出をしていきたいと思っております。また第 6 回、次回の評価委員会の方式なのですけ

れども A 会場、B 会場という形でやっていまして、事業の概要等につきましても、別の会

場の部分は、なかなかわかりづらいところもあろうかと思いますので、今のところ、また

第 6 回につきましては、それぞれ会場ごとの方がいいのかと考えておりますけれども、そ

のあたりも含めて本日ご決定頂ければと思っております。簡単ですけれども以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 
原田委員長：  ありがとうございました。それでは公開事業評価の総括ということですが、もう少し正

確に申しますと、やり方の評価、このように7月の最終週の日曜日に色々な観点からこのよ

うにやりましょうということで公開事業評価を設計して実施したわけでありますけれど

も、こうしたやり方について評価の結果というよりも評価の中身というか、方法について

こういうやり方についてどう思うのかということについてのまとめでございました。まず

私から少しだけ申し上げますと、良かった点、課題かなという点あるのですが、一つは区

民評価人に対して事前の研修をなさって、ある程度、一発勝負というとなんですが、なん

というのでしょうか、いきなりお呼びして当日さあ、やってくださいというのは、なかな

か難しかっただろうと思いますので、そうした区民の方々に対する準備作業があるという

のは、よかったのかなという気がしています。それでもなおやっぱり何をしたらいいのか

という話もありましたので、どのようにそれを進めていくのかというのは今後の課題なの

かもしれません。それ以外に、私が思いましたのは、ある意味良かったのかもしれません

が、論点を絞らずにやった、これはたぶん先ほども利用者の視点なのか、それとも公共施

設の目的と手段であるとか、論理性だとか、客観性だとか先ほどＢ委員からお話ありまし

たけれども、そうした議論だけではなくて利用者という議論もあっていいのではないかと

いう点でいうと、ある程度論点を絞ってしまうと一定の評価グループの評価集団の評価と

いうのを結果的に排除してしまうということだってあるのかなと、そうした意味では我々

評価委員と共に評価人をお招きしたという点でいうと、あまり論点をぎゅっと絞ぼらなか

ったということは、それはそれで良かったことではないのかなと。例えば財政の問題につ

いて議論しますというと、たぶん利用者の方々は全く議論に参画できないという可能性も

あったのかもしれないなという気はしました。それ以外に私がやっぱり課題かなと思いま

した点で申しますと、一体、公共施設を評価するといっても、どういう単位で、これは先

ほどのＢ班の住宅の時もそうですけど、何を念頭に置いて議論するのかということが、や

っぱり何を見た評価結果なのかというのが、見ている対象がずれていると難しいかなと。

Ａ会場で申しますと三芳のグランドの話と野球場をいっぺんに議論するというのは、やっ

ぱり難しい。公共事業等でも例えばダムの事業評価をやる場合には当該ダムとかその道路

だとか、やっぱり箇所ごとにやっぱり評価していくということをしないと、いろんな評価

情報が混在してしまうということがあると。ですからこれを評価しますよという場合の単

位をどのように設定するのかということは来年度もう少し考えてあげる必要があるかな

と。全部大くくりにできるものとできないもの、例えば保育園は出来るのかもしれません

けれども、住宅関係はできないとか、そうしたものを公共施設の中でも区分けしていく必

要があるのかという気がいたしました。感想でございます。来年度にどのようにつなげて
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いくかということ、少しお出し頂ければと思いますけれども、お気づきになった点がもし

ありましたら、皆さん何かございますか。まずはお三方。 

Ｂ委員： 確認事項、質問、そして今後評価結果をどのように生かすのかということの観点から少

し長いかもしれませんけれどもお話をしたいと思います。まず、今日のこの会議の前に公

開事業評価の目的を果たしたのかということを考えてみたわけです。三点ほどあるのでは

ないかと、まず一点目が、委員会の第1回目の会議録における事務局からの説明によれば、

この公開事業評価の目的というのは区政の透明性の拡大及び区民への説明責任の向上、行

政施策の現状・課題に対する周知等を計ることでしたから、そういう点においては、区民

評価人の回答、アンケート結果から言えば、29人のうち11人が公開事業評価を拡充した方

がいいとか、現状維持が16人とか、コンパクト化も2名ですけれども、廃止はゼロ人だった

ということを考えると行政施策を知るうえでなんらかの役にたったのではないかというこ

とはうかがえると言えると思います。ですから一つ目の目的はおおむね叶ったのではない

かと思うわけです。であるからこそ、尚更、この区民評価人をどうのように募集するのか、

その方法のところについて、もう少し工夫が必要なのかもしれない。それから傍聴人の数

ももう少し必要だということが事務局側からお話ありましたけど、ここでお伺いしたいの

ですけれども、2000人の無作為抽出でそこから区民評価人を選ぶ、これは一般的な自治体

での手法なのですか。 

事務局： 豊島区の方式とそれから様々な他の自治体の方式あろうかと思います。こういった評価

の関係でいきますと従来は公募が中心でした。公募で評価人の皆さまを、ぜひやってみた

いという方を募るということが基本的でした。ただなかなかいわゆるサイレント・マジョ

リティというか日頃区政に関心を持ってないような方というのはたくさんいらっしゃいま

すし、公募の方となると意見が片寄ってしまう傾向もあると。かといって 5人も 10 人も入

れるのはなかなか難しいという状況の中で、今回は、無作為で一般的な区民の声を拾いた

いというような形で無作為抽出という方式を取りました。こうような評価以外の部分でも

無作為抽出の方法というのは最近取り入れる自治体も増えてきておりますし、私どもでも

セーフコミュニティの関係の声を拾う時に取っているようなやり方でもありますし、増え

てきていますし、増やしていきたいと思っております。数については実際のこちらの需要

数との関係の中で、最終的にはこれくらいの数にならないとなかなか集まらないと、もう

少し実は割合が高いかと思ったのですけれど、2000 分の最終的に 31 というのは当初の見込

みを大幅に外れて非常に低い数だったと思っております。お答えになっているかどうかわ

からないですけれども。 

Ｂ委員：  では、2千人から次回は少し増やさなければならないという方向性の話と聞こえたのです

けれど。また、もう一つ、傍聴人が 100 名超える自治体もあるということでしたがその理

由をその自治体の方に聞いてみるのも一案ではないかと思います。それと同時に評価人の

集め方についても、たぶん事前のリサーチがあるかもしれませんが、他の自治体の知見を

得ながら実施されると更にいいのではないかと思います。 

事務局：  私もいくつかの自治体を見ていまして、実際に他の自治体の評価人を務めたこともある

のですけれども、やはり住民の帰属意識というのが、自治体によってずいぶん違うなと、

やはり 23 区、東京というのは、例えば豊島区民が豊島区に対しての帰属意識を他の市町村

と比べてどうかというところになると、やはり東京都民の方の意識が強いとか、そのよう
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な意識をおそらく、例えば埼玉や神奈川というのは県民というより市民の意識の方が強い

のではないかという気もいたしますそういう帰属意識にも随分影響があるのかと思ってお

ります。あとは生活の拠点というところについても、もちろん郊外の方が都内に行くとい

うケースもあるのですけれども、休日は自分達のところでというところもありますし、地

域のつながりというのもありますし、そういったところにもかなり影響する部分が多いの

ではないかと、何をやってもいつも集まると、そんなに苦労していませんよというような

声も頂くのですけれども、私どもとしてはそういうものを元に今回ベースにしたのですけ

れども、少し当てが外れたと思っております。 

Ｂ委員：  ありがとうございます。公開事業評価の目的を果たしているかという点に関して二つ目

の目的について、これは委員長が明確にしてくださったわけですけれども、ＰＤＣＡのＡ

につなげていく情報を公開事業評価の場で区民から多く出してもらい、それをＡに活かし

ていくことということでした。今後どのようにこれを利用していくか、自治体と議会と政

策評価委員会の取り組みで決まると思います。二つの目的についてはこれから重要になっ

ていくと思います。そして、三つ目、これまでの委員会の審議で明確にはなっていなかっ

たわけですけれども、会場にいて感じたのが、担当職員の説明力を鍛える場なのではない

かと思ったわけです。先ほどお話させていただいた通り、評価委員というのは自治体の職

員でもないし、豊島区の住民でもないので何ができるかといえば、施策目的とその構成、

予算、人員、資源、運営方法とか、その論理性の確認とその実績を判断するための数字、

根拠となる人口推計とか、実際の利用者数とか、そういった客観的な数値に基づいて施策

の自治体に質問することになったわけです。そういった面では論理性と客観性という点か

ら各施策担当者の考えを明らかにするということで、担当者の説明力を試す場でもあった

だろうと思うわけです。おそらくこれはアンケート項目から出てこない内容でしたけれど

も、そうした評価人と施策担当者とのやり取りが、この区民評価人にとって施策の現状を

知る情報を提供することになったのではないかなというような感じを受けています。だか

らこそ、先ほど原田委員長の分析のあったとおりですけれども、論理性、客観性と異なる

視点もあわせ持つ区民評価人と評価結果の異なる施策があるということも理解ができると

感じております。ただ、この説明力の点で、たしか今後の議題に載っていましたけれども、

毎年の評価活動でこうした施策担当者の説明力というのは常に獲得できているはずの能力

ではなかったのかと、評価委員をやりながら思ったわけです。まだ 8年か、9年くらいの歴

史で、しかも担当者は何年かで変わりますから皆が能力をつけることは難しいと思います

けれども、政策目標とその構成内容の関係における明確性が欠如していることを、当人の

中に認識はあってもそれを明らかにする方法がわからないだけかもしれませんが、いずれ

にせよ今後通常の政策評価活動が公開事業評価の準備の質を決めることになると思いま

す。しかも準備時間が大変短く、私たちが頂く情報も、資料によっては、施策の目的の書

きぶりが違ったりするものや論理性がはっきりしていないものもあり、どうしたらいいの

かなと正直悩んだこともあったわけです。ですから通常の政策事業評価の質と公開事業評

価の議論の質が連動してくると意識して準備をされると、評価委員としてももっとやりや

すくなるというのが一つです。それから評価結果を今後生かしていくという点で注意しな

ければならないと思っているのが、この外部の目を入れるというのは豊島区で他にも努力

されている取組みがあって、豊島区の監査委員でも監査をされているわけです。平成 24 年
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2 月に公表されている財政援助団体等監査結果報告書なのですけれども、これを拝見する

と、この三芳のグランドについては財務の観点からだけの監査だけではなく、利用率を高

めるためにはどうしたらいいかという提言があるわけです。三芳のグランドを今後このま

まずっと存続する方向でやっていくのかどうかというところもあるのですけれども、この

監査委員は存続させるのであったら特別利用を奨励するとか、利用料金制のメリットを生

かした低額の利用料の設定についても検討されたいとか、このように書いてあります。で

すから方向性を決めるのと同時に、決めたら、今後監査委員の意見なども加味しながら総

合的に外部委員の目をどのようにやっていく、たぶん私がインターンネットで少し調べた

くらいのことですから、もっと他にも色々な外部の目が入っているのかもしれませんけれ

ども、それらの整合性を事務方は図りながら、評価委員の方は情報をいただきながら、も

ちろん評価委員には独立性があり、独自の判断がありますけれども、そのようにやってい

くことで結局、どのように評価結果を生かしていくのかということにつながっていくよう

に思います。長くなりましたけれども以上です。 

原田委員長： いかがでしょう。全てにお答えすることは難しいかもしれませんけれども。 

事務局： まず説明者の説明能力のお話を頂きました。基本的には所管の管理職、主に課長級の職

員が事業説明をして質疑応答にも対応しているということです。そういったところを分か

り易く説明するというところは、まだちょっと鍛えられてないような部分はあるのかなと、

やはりこういう場を使っても、鍛錬していく必要があると思っております。日頃の評価活

動の中では、本当はその評価を最終的に下す責任者でありますので、なぜその評価になる

のか、成果指標や活動指標がこれでいいのかというところも、きちんと考えてやらなけれ

ばならないと思っておりますけれど、正直なところ、そこの部分はまだ少し弱いのかなと、

私ども評価担当部署からしても、もう少しそのあたりの力をつけるような作業というのを

やっていかなければいけないかと思っております。それからもう一点、監査委員等の外部

の目との関連ですけれども、この評価の場以外にも様々な意見がございます、区民からの

要望もありますし、区議会からの意見等もありますし、また監査からの意見もあります、

実際に評価担当部署からすると、その問題は監査からも言われているよと、それを敢えて

この場でやるということはどのように整合性をとったらいいのだというようなこともござ

いました。監査の意見は意見ということでございますけれども、区民の意見も大切、様々

な意見も大切ですので、この場はこの場で特に評価の専門の方々がたくさんいらっしゃい

ますので、そういう目で見ていただいたうえで、区としての対応というのはそうしたもの

を総合的に取りまとめして最終的な方向性というのを明らかにする必要があると思ってお

ります。これにつきましても全くお答えになってないかもしれませんけれども以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

原田委員長： はい。お二方他には何か。 

Ｅ委員： 少し今のやり取りで気になったというか質問させて頂きたいので、議事録には残さなく

てもいいと思うのですが、公募をされるとその参加者に片寄りがみられるというようなこ

とをおっしゃっていたのですが、それは具体的にどういう片寄りになるのか差支えなけれ

ば教えて頂きたいのですけれども。 

事務局： 一言でいうと、兼ねてから区の施策についてこうあるべきだと思っていらっしゃる方が

いると、それが是か非かはわからないですけれども、それが区民の意見だというようにな
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ってしまうことの危険、その方の意見としては大切ですし、一区民の意見としても大切な

のですけれども、それが区民の意見を代表するというように取られてしまうリスクもある

のかなと。今回区民評価人というのはお一人ではなくて複数名、ですから例えば公募の区

民さんについても、相当の人数をその中に入れることができれば、いいのかと思うのです

けれども、なかなかその事業をわかっていただくための作業であったり、他の専門の方と

のバランスであったり、そういったところがあるので、お一人、お二人を入れてそれを公

募という形にするのが、果たしていいのかというところを、少し私どもは疑問に考えまし

て今回こういう制度を取ったということでした。 

Ｅ委員：  わかりました。ありがとうございました。いずれにしても区民評価人の立場が中途半端

というようなアンケートのお答えもありましたけれども、確かにそれは感じていまして、

先ほど申し上げたとおり、その利用者の立場という意見が入ってしまっているということ

と、評価結果を見ると全体的にはその区民評価人の方が評価委員よりは良い評価を出して

きているという傾向がなんとなく感じられるので、こういう施設というは、あるかないか

ということをいえば、区民にとってはあった方がいい傾向がある、ただそれをやるには金

がかかるのでどうしますかという話をしているのでなんとなく、ずれてもいいのかもしれ

ませんけれども、この論点がずれてくる気がしていますので。まとまりがないことですけ

れども。 

原田委員長： おっしゃる通りだと思うのですけれども、区民の方々は属性、例えば性別が影響するの

かどうかわかりませんが、性別だとか年齢だとか、そういうことを全く意識せずに無作為

で選んでいるわけですけれども、区民の方々は例えば今のご発言を受けていうと利用者と

しての意見をおっしゃっているのかもしれませんが、納税者としての意識がどれくらいあ

るのかなとか、あるいは有権者としての意識がどれくらいあるのかなと、おそらくその三

つの立場をしっかりどのくらいそれぞれ意識してらっしゃるかということは意識してもら

った方がいいのかなという気がします。利用者の視点ばかりだと、たしかにあったらいい、

便利だったらいい、安ければいい、ということになるわけですけど、君らはお金を払うの

かなというような意識をやっぱり持ってもらうということは大事なことかもしれません

し、それでも尚、区長を選んだのだから、この施設を造ってもらうのだというような有権

者の意識もそれはそれであってもいいかなという気もいたします。なかなかその塩梅とい

うのは難しいところですけども、その 3 つの区民としての役割みたいなものをそれぞれ理

解してもらうということはいいことなのかもしれません。 

Ｄ委員何かありますか。 

Ｄ委員： これも議事録に残さなくてもいいのですけど、いまの 3 つの立場ということでいうと、

実際に納税者っていうのは区民のどれくらいの割合なのかという話が出てきて、要するに

区民税を納めてない方ですと、どれくらいの割合になりますか。区民の中での納税者は。 

Ｇ委員：  納税者 14 万人くらいですね、26 万人中の。 

Ｄ委員：  そうすると半分くらい、となるとなかなかこう意識が出てこないかなという部分もある

のかなと少し感じました。とりあえず以上です。 

原田委員長：  はい。ありがとうございました。まだまだ色々な工夫が必要だなという気がいたしまし

た。先ほどＢ委員もおっしゃっていましたが、どちらかというと私達は、自分たちのこと

を一応棚上げしないとこの場で議論できませんので、それは置いておいて。区民評価人の
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あり方、選び方からどんな役割を期待するのかという議論もいたしましたけども、Ｂ委員

からは、職員の方の話も出ました。そういった意味では、一体どういう形でプレゼンテー

ションをしていくのかということを担当課長さんでも集めてやってみるということは大事

なことなのかもしれないなという気もいたしました。そうした意味では、私たちも切磋琢

磨する必要もありますが、説明者側の説明する能力みたいなものもある程度しっかり準備

をしてもらって望むと。どうしてもそのディフェンシブに職員の方がなりがちで、細かく

説明しがちなのですが、本当に相手にわからせるつもりがあるかなというくらいのつもり

で、やっぱりしゃべってもらった方が、その後の議論がしやすくなるかなと、そういった

意味では、この場の自己反省と区民評価人の方々と説明する役所の方々、それぞれの努力

が必要なのかなという気がいたしました。 

 ではあと 10 分ほどで今後の取り扱いのところ、先ほどご説明いただきましたけれども、

さっと確認をいたしますが、今日の会議を経まして 10 月にもう一回評価委員会を行うとい

うことです。皆様方委員の方々におかれましては、もう一回ご自身の評価結果とそれぞれ

他の評価委員の結果、またＢ班では、ある程度方向性も少しお出しになったという話もあ

りましたので、一体どういう結論を出したらいいのかということを、この一カ月弱くらい

の間でお考え頂きたいと思っております。資料５－６をご覧いただくと、10 月中旬第 6 回

と書いてありますが、その下に公開事業評価対象事業の再評価と書いていますが、総合評

価くらいにしておきましょう。再評価というと何かの評価結果があってそれをもう一回レ

ビューするというような印象があります。また 11 月の第 7回のところですが、最終答申と

いうのも、最終評価結果くらいにいたしましょうか。これから 2 回が実質的にどうまとめ

ていくのかということなのかという気がしています。今日は後 10 分ほどで、もし何かご意

見があれば頂くという形にしたいと思いますが、私の個人的な、またこれディスカッショ

ンして頂ければと思いますけども、どのように結論を出していったらいいのかということ

について、私が今どう思っているかということだけ申し上げますと、先ほどから出ている

区民評価人の方々がどういうスタンスで、どういうステータスで発言をなさって、評価な

さったのかわかりませんが、仮に利用者側と、現場知を持って評価に望んだとします。私

たちはそうした立場とは違う評価のスタンスで公開事業評価に望んだとすると、両方共こ

れはヒドイといったもの、あるいは両方ともこれはいいなといったもの、あるいは一方は

賛成、賛成という言い方は良くないですけども、肯定的、一方は消極的と色々なパターン、

バリエーションがあるわけでございますけども、少なくとも利用者側から見てもこれはど

うかという意見が多かった、また私たちの事業の構成の仕方、客観性だとか論理性という

話がありましたけれども、そうした点からも大いに問題だというのは、少なくともやっぱ

り明確にメッセージを出していく必要があるだろうと。そうした意味では両方どちらかと

いうとネガティブというものについては、情報の質としては、クオリティという意味の質

としては判断情報もダメというものにより近いものが出てくるのかなという気がします。

他方でミックス、一方は積極的、他方は消極的というようなものについては、改善情報と

いうのでしょうか、この得られた情報を全部、正しい、間違っている色々あるのでしょう

けれども、公共施設の事業としての改善につなげていく、こういう点があるのではないの、

ちゃんと意識しなさいよというような情報を出していく。そういうような区分けが出来る

のかなと私は思っています。実際に先ほどの 10 事業の中で、どちらが、そのうちどれがダ
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メダメ公共施設なのかというのは、まだ判断できませんけれども、私としては少なくとも

そういったところに対しては明確なメッセージを出していくというのが期待されている役

割なのかなという気がいたします。どちらに軍配を上げるのか、区民評価人の意見に賛成

するとか、私たちの意見を下すとか、あるいはその逆にするということが出来ないとすれ

ば、すなわちその二つの評価集団というものが一堂に会して公開事業を行ったということ

からすると、そういうことしか出来ないのかなと私は思っていますが、これまた今日のみ

ならず次回議論出来ればと思いますが、みなさん後 5 分くらい何か感想だけでも、いかが

でございましょうか。 

Ｅ委員： すみません、少ししつこくて恐縮なのですが、利用者の方から、例えばＡ、Ｂ、Ｃでい

えばＢは出るでしょうけど、Ｃというのは基本的に個人的には出ないのではないかなとい

う気が、Ｃであれば利用者では無くなっていますので、という気はするのですけれども、

すみません個人的な感想です 

原田委員長： 例えば勤労福祉会館は区民評価人でＣが出ていたりとか、Ｃが一番多いというわけでは

無いかもしれませんけど、でも確かにおっしゃる通り利用者側からすると、あって望まし

いと考えれば元々Ｃと付けない、それでも尚例えばＢが多いとかいうことはあるのでしょ

う。色々な考えがあると思いますので。お二方何かございますか。 

次回明確にこのように総合評価しましょうということに持っていくために、どう話を集

約していくのかということですが。Ｄ委員何か良いアイディアがありましたら。 

Ｄ委員： 良いアイディアは無いのですけれども、区民評価人ということで募集をかけて、それで

仮にそれが利用者としての意見であったとしても一定の評価を得ているものについては、

ある程度玉虫色の結論を出すしかないのではないかなというのが個人的に感じているとこ

ろです。ただその中でも例えばスポーツ施設の三芳グランドについては区民評価人の中で

もやはり厳しい意見が出ていると、そういうものも中にはあるので、そういった形で、先

ほど区民評価人の位置づけが中途半端であったということもありまして、やはりそこを全

く踏まえないで結論を出してしまうというのは、少しなんというか、この仕組み全体に関

る問題になってしまうので、それは出来ないのかなと感じてはいます。解決策が今の時点

であるかというとアイディアは無いのですけど、私はいまのところそう感じています。 

原田委員長： そういう意味では区民評価人の評価というものを完全に無視することも出来なければ、

私達の出した意見も完全に無視することもできないということになりましょうね。 

Ｄ委員： はい。 

原田委員長： Ｂ委員いかがでしょう。何かアイディア、思いついたところだけでも。総合評価につな

がる、判断情報にしなくてもいいと思うのですけれども。その改善情報のレベルでもいい

と思うのですけど、改善情報としての集約の仕方でもいいと思うのですけど。私は 100%判

断情報が出てくるとは思っていないのですが、より判断情報に近い情報を出していくとい

うことは課せられた任務の一つなのではないかと。最終的に判断するのはこの公共施設を

持っている部局が判断するしかないわけですけれども。 

Ｂ委員： これといった定まった考えはないのですけれども、この公開事業評価の目的から考えて

みると、区民評価人と評価委員の意見の扱いについて少し悩むわけです。というのも、ま

ず説明責任を向上させたり、行政施策の現状、課題に対する周知などを図るということを

一番初めの目的に置いて、しかも明記してそれで公表している公開事業評価という仕組み
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なので、そう考えると、もちろんＰＤＣＡのＡの方につなげていく情報というのを区民か

ら多く出して頂くということもあるけれど、それを委員会というこの仕組み、評価委員会

という仕組みを通じて通していくもの、どちらかと言えば評価委員の評価を主軸に置きな

がら、あまりにも大きな違いがあるものについては何で違うのだろうということを、会議

録を見ながら細かく分析していくというようにした方が今回はいいのではないかと思うわ

けです。だから公開事業評価の目的から考えた場合には、区民からの情報をここで評価委

員というフィルターを通して出すということ考えると、評価委員の意見を主軸に置いて、

あまりに違いが大きいところは、例えば区民の中には、勤労福祉会館を残して欲しいとい

う意見を示された区民が会場におり、長く愛されてきた会館なのだということを私は知り

ましたが、他方で同じ区民でも勤労福祉会館という名前と実際に利用率が高いということ

は一致しないのではないかという意見を持つ人もいるわけです。そうしたらもう少しそこ

のバリエーションを考えて、少し違う目的の会館としてやればいいのではないかとか、も

う少し中に色々な可能性があるので、そこを探っていくことになるのではないかと考えて

おります。すみません、長くなりました。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。なかなか難しいところですが、まず今日は感想だけで

も頂いて次回によりよいものにつなげてまいりたいと思います。 

事務局： 私の説明が不十分でご迷惑をおかけしてしまったのですけれども、この事業評価につき

ましては、この政策評価委員会の中で、専門的な知識を持たれている委員の皆さまから、

色々なご意見を頂きたいという目的で委員会としての事業評価を行わせて頂いたと理解を

しております。それをこの場でやるのではなくて公開の場でやりましょうと。実際に折角

の取り組みですから、区民の方にもその辺を見て頂いて区の現状もわかって頂きたいとい

うところがございます。今はＢ委員からお話し頂きました通り、それを委員会の委員の有

識者の方だけなくてある程度利用者の観点、区民の観点というのも非常に大切なことであ

りますので、とりあえずこの区民評価人制度を入れて実施したと理解をしております。で

すので、公開事業評価というのは一つのこの政策評価委員会の事業評価の手法の一つと、

それなので第 4 回と位置づけをしておりますので、Ｂ委員がそういう意味でおっしゃった

と私は理解をしておりますけれども、この政策評価委員会の中でそういう区民の感覚、意

見とか踏まえたうえで評価を最終的に頂ければというものを当初から予定をしていたとい

うところでございます。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。私は実は公開事業評価が終わった後、自らが評価した、

あうるすぽっとで開催された何か子ども向けのイベントに参加をしましたら、担当してい

らっしゃる課長がそこにいらっしゃって、いかがでございましたかって話をされて、かく

かくしかじかでこういう評価をいたしましたと、失礼しましたという話をいたしましたら、

やっぱりもう公開事業評価を経たのちに原田先生はこんなことをおっしゃっていた点は確

かにそうですねというコメント、インフォーマルですが頂きました。そうした意味では評

価結果が最終的に出る前に担当の課では一定の何らかの判断をしている可能性もあります

ので、そこはやっぱり追っかけていくようなところも評価結果をまとめると同時に、いる

のかなという気がしています。 

では残りでございますが、12 時には確実に終わりたいと考えております。5 番目の今年

度の事務事業評価、これは庁内の内部評価のようですけれども、こちらの実施結果につい
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て簡単にご説明頂きましょう。だいたい 10 分以内くらいでご説明ください。 

・５ 平成 24 年度事務事業評価（内部評価）の実施結果について 

事務局： それでは資料５－７です。それから付随の資料といたしまして参考資料５－２、それか

ら５－３というものをご用意いたしました。本日お時間の関係もございますので、５－７

の資料を中心にご説明をさせて頂きます。いままでご議論いただきました公開事業評価と

は別に従来から区では行政評価を実施しております。ここ数年は事務事業評価という形で

事務事業全体の評価を実施しております。過去には政策評価や施策評価も実施をいたしま

したし、本委員会の名称も政策評価委員会ということですので政策評価につながるような

ものも今後やっていく必要があると思っております。24 年度今年度は事務事業評価という

ことでございます。1番の目的は、もうすでにご案内のことですので省略をさせていただき

ます。2 番、24 年度の評価対象と改善点ということでございます。一部の事業を除きまし

て全ての事務事業を対象に評価を実施いたしました。評価対象事業は 668 事業です。本区

はかなりこの評価作業が膨大で事業所管課の負担というのも重いということは承知をして

おりますけれども、ここ三年間はほぼ同数の事業全てを評価しているということでござい

ます。今回の評価の特徴でございますけれども、これは区の内部の取り組みなのですけれ

ども、限られた財源のもと、すべての事務事業の手法、内容等を再検証する事業総点検と

いうものを実施いたしました。これはある程度コストを前提に、区財政が、このまま今ま

での事業をそのままにして地域の事業に対応していくというのは非常に厳しいということ

もございますので、一定のそのコストを縮減するようなこともふまえたうえで事業を検証

すると。この財源しかないのですよということが前提だということでの取り組みとして事

業総点検の実施をいたしました。この取り組みと連動して評価をすることによって評価の

実行性を高めたと。通常の行政評価はコストカットの手段ではありませんので、評価結果

をもとにどのようにするかということはありますけれども、そうなるとなかなか、評価は

評価なのですけど、それがなかなか予算に結びついていかないということが従来からござ

いました。今回の評価の取り組みとしては、財源はもうこれしかないという前提でどのよ

うな対応を取っていくかということが中心になったということでございます。評価表の工

夫としては、単位コストという欄を設けました。また公開事業評価の参考として、当評価

を活用したということもございます。昨年度から継続するものとしては従来、区議会には

年明けの第 1回定例会に提出をしていたと、その段階では予算案は固まっておりますので、

なかなか評価結果の予算範囲が次の年度までずれ込んでしまうということがございまし

た。実際に評価の結果というのは決算ベースでみるということもありますので、昨年度か

ら 9 月、10 月この秋口に区議会には提出するというような形に移行しております。本日お

配りしましたとおり評価表そのものは、そうとう分厚いファイル一冊ということになりま

すので、評価の概要版というのを昨年度作りまして今回も合わせてお作りをして本日もお

配りしているということでございます。3番の評価方法ですけれども、事業の所管課が評価

したものを庁内の評価プロジェクトチーム、これは政策経営部という全体調整の部署がご

ざいますけども、こちらの職員中心に行ったと。本日なかなか個別の評価は難しいと思う

のですけれども評価の仕組み等に、もしご意見がいただければこの評価委員会の中でもご

意見頂戴すると。これは今後もやろうかと思いますので本日この場でなくとも、また折に

触れて何かご意見いただければと思っております。区としては最終評価というのは、この
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庁議で決定するということでございます。続きまして裏面をお願いいたします。評価の結

果でございます。グラフが二つあります。上のグラフが、事業所管課が今後どうするかと

いうことでは無く現在どのように行われていると、どのように見ていますかというような

自己評価です。良好、高い評価が今回の公開事業評価でいうとＡ評価に当たるもの、これ

が全体の 1/3 ということでございます。全体の 2/3 弱が普通であるということで評価がさ

れています。不十分ということは自己評価ということもございますけれども、全体の 4%と

いう結果でございました。続きまして二番目のグラフです。これは現状の評価はそうです

けれども、今後の事業をどうしていくかというところの区の評価をございます。こちらに

つきましては拡充事業が全体の約 2％弱、下の方に色々細かくあるのですけれども、縮小と

いう規模を縮めていって継続はするけど規模は縮めていくというところが 18、事業全体の

3%と、12 事業が終了するというようなことでございます。他の自治体等の例を見るとやは

り拡充が非常に多いと、一方で縮小とか廃止とかはなかなか数が出てこないということで、

それでは財源がもたないということでありますので、本区としては縮小、廃止とほぼ同数

の数を上限として拡充事業を決めていくというような評価のスタンスを持っております。

従いまして拡充というのは非常に少ないということでございます。ただ当然事業を推進し

ていく立場でございますので現状維持という中での当然事業を推進していくと、ただコス

トをどんどん増やしてというようなことでは無く、色々そうしたものを実施していくとい

うような形でございます。改善見直しというのが全体の 1/3 ということですので、なんら

かのやはり改善の余地があるということでございます。冒頭申し上げました事業総点検と

いうものと連動して今回の評価を行った結果、連続性は少しくずれる部分もあるのですけ

れども、現実問題として評価としては、やはり厳しめの評価がされたということでござい

ます。評価結果の活用につきましては、この評価の中には政策評価委員会の委員の皆さん

のご意見、公開事業評価のご意見というものは一部入っているものもありますけれども、

基本的には入っていないという状況で評価がなされております。今回公開事業評価を行い

ましたので、そういったものも含めて、今後区で予算や計画等に反映していくということ

で考えております。５－７の説明は以上です。それから番号を付していないのですけれど

も、本日一枚のもので今回の評価の中で、S 評価、拡充の評価。C 評価、縮小の評価。D 評

価、終了の評価といった評価を下したものの一覧をお付けいたしました。全体の 668 全て

見て頂くというのは厳しいので、このようにメリハリをつけた事業でございますので、こ

のあたりもし委員の皆さまから、少し疑問があるとか、どうしてというところがありまし

たらご指摘いただければと思います。個別のご説明をしますと残り 15 分、20 分頂くことに

なりますので省略とさせて頂きます。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。これは政策評価、私たちが公開事業評価を含めて実施

してきたものとは別個に庁内で内部的に評価をしたその実施結果についてのご報告を頂い

たわけです。詳細は相当分厚いおそらくペーパーになりましょうから必要ございませんけ

れども、簡単にご説明いただきました。先ほど少し事務局が説明なさった点ですが、その

公開事業評価で出された意見というものを踏まえて、もう来年度予算に何か対応している

ということはオフィシャルには無いわけですね。先ほど内部評価をしたと、内部評価をし

た部局の中には、例えばグランドを持ってらっしゃる三芳グランドを持ってらっしゃる部

局もあるわけですけれども、その内部評価をする際に、7 月 29 日の情報というのは取り込
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まれているわけでは無いですね。 

事務局： 今回の内部評価につきましては当然時期としては評価の前の時期もあるし、最終的には

その後のものも含まれておりますので、そういう評価があったというところは、ある程度

影響はしていると思いますけれども、直接その意見をこの中に組み込むということは行わ

れておりません。また公開事業評価での意見が区でどのようにしていくかというところで

ございますと、ちょっとこの場で申し上げていいかわかりませんけれども、兼ねてから区

民住宅のあり方については区としても課題と思っておりまして、今回区長にも今回の公開

事業評価の評価委員の皆さまや区民評価人の方々からこのような意見があったということ

を情報提供いたしまして、早速今後このあり方について考えていくというようなことは現

在行われているということでございます。また引き続きこの場でも区民住宅の在り方が出

てくると思いますので、是非ともご意見頂戴していきたいと思います。 

原田委員長： 恐らくは、その今のお話を受けて申しますと、この前の公開事業評価を受けて、この場

での最終的な評価結果が固まる前にアクションとして庁内で一定の行動が取られたことは

当然ありうることでしょうから、それはこの場でその度、何か一定の方向性が見えてきた

段階でご説明頂ければいいのかなという気がしています。豊島区での行政評価の実施とい

うのは 11 年目ということですが、私が、以前豊島区の政策評価にも関わったということも

あって申し上げますと、だいたいあんまりひどい極端なもの、もうこれは誰が見ても駄目

だろうというものは、うまくというか綺麗に排除出来ているのかなと。もし残っているも

のが仮にあったとすれば新規のものは別ですけれども、問題はあるのだけれども、なかな

か色々なしがらみやデッドロックに至って動かなくなっているもの、もう問題ははっきり

している、後は着手するだけというだけのものが多いのかなという印象があります。実際

に事業評価の結果を見ているわけでは無いのですけれども、そういう状況に至っているの

ではないかなと気がいたします。想像いたします。何かこの中身についてご質問ございま

すか。ここの議論と直接関わるわけでは無いのですけれども。Ｇ委員、何か全体的な内部

評価に携さわった方からの何かコメントだけでも頂ければと思います。 

Ｇ委員： 非常に数が膨大なもので決算状況から評価を下すわけですけれども、やっぱり一つには

目的としては所管課にやっぱりこのように常に見直していくという癖をつけるというとこ

ろが結構大きな目的としてあるような気がしております。ですから、こういった部分とい

うのは継続することがある程度その先が見えてくるのかなということもあって、ただそれ

がマンネリにならないように、どのようにして、かつ実効性を持たせるためにどうしたら

いいか、ただ今おっしゃるように、中には非常に政治問題化するような事業もかなり含ま

れております。実際にはこれは畳むべきという所管課を含め政策経営部としても判断をし

ているのですけれども、なかなか利用者の立場を見ると、ある勢力の問題があったりして、

なかなか難しいこともありますけれども、財源というものが非常に限られている一方では

やっぱり限られているので、私先ほどの議論を聞いてても区民の方を評価に加えるという

部分でも立場が違う、これは利用者の立場、納税者の立場、有権者の立場、それぞれを認

識してもらう機会というのは、もっともっとある方がいいのかなと思ったりもしてますの

でそんな感想でございます。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。 

私から一点だけ追加的にお願いするとすれば、10 何年もやっていると去年の評価シート
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があるわけですよね。去年の評価シートの 90%をベースにして残りの数％を書くというよう

ことは無駄というか紙の無駄ですので、極端にいうとまっさらから書いてもらうと。そう

しないと毎年評価したことにはならないのではないかと。私はある自治体でこの政策評価

がブームにスタートしたころに、よくシートを二枚重ねて見たりしておりましたけども、

だいたい違うところは、ここだけ加書しただろうとか、君が書いたこと覚えているかなと

かいうと、書いてもいないし、覚えてもいない、だって書いてないわけですから、上書き

しているわけですから。ですから別のファイルを送るとか、もう、はなから評価している

と。そういう意味では評価する癖というのを、前の評価書を見て評価する癖じゃなくて、

事業そのものを見て評価をするという癖をきちんと付けさせる必要があるのだろうなとい

うのが私のお願いというか感想です。 

後 5分ほどありますが、何かもしございましたら。お三方から。よろしいですか。 

・６ その他 

原田委員長： では最後にその他のところ、何か事務局からご説明、連絡事項ございましたら、お願い

をいたしましょう。 

事務局： まず次回の日程調整につきましては改めてさせていただきますので、なるべく多くの委

員の皆さまがご出席いただけるように、次回は特に重要な場だと理解しておりますので、

なんとか調整させて頂いて全員出席ということでお願いしたいと思います。それから事前

にご意見をまとめていただくような必要性も若干あるのかと考えておりますので場合によ

っては、何らかのシートをお送りさせて頂いて、事前にご提出して頂くか、当日ご用意い

ただくかというような形で、また作業をお願いしてしまうような可能性もありますけれど

も、ご迷惑、ご負担をかけない範囲でやらせて頂きますのでご協力の程よろしくお願いい

たします。以上です。 

原田委員長： ありがとうございました。では次回が非常に重要な会議となりますので、なんとか皆さ

んが出席できるよう調整を事務局中心にお願いしたいと存じます。それではやや早うござ

いますけども、第 5 回の政策評価委員会これにて終了にいたします。ありがとうございま

した。 

 

会議の結果 （１） 次回日程は 10 月中旬とし、事務局よりあらためて通知する。 
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