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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６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 11月 20日（火） 18時 30分～21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． 公開事業評価の総合評価について 

(1) まとめ 

(2) 政策評価委員会として総合評価（施設ごと） 

(3) 「公共施設の運営」の総括 

２． 平成 25年度の公開事業評価のテーマについて 

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）・大﨑映二（行政アドバイザー）・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）・

吉川彰宏（政策経営部長） 

 

欠席： 水島正彦（副区長） 

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 公開事業評価の総合評価について  

事務局：  本日お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまから第６回の政策

評価委員会を開催したいと存じます。本日、大変申し訳ございませんが、副区長が急遽

所用ができました関係で欠席をさせて頂いております。また委員会の開催が大幅に遅れ

てしまいまして、申し訳ございません。前回９月の１９日に開催をしました本委員会に

おきましては、公開事業評価の結果報告をさせていただきました。本日は公開事業評価

で頂きました評価委員のみなさま、区民評価人の方がた、それぞれのご意見を精査した

うえで委員会としての評価をまとめたいと考えております、忌憚のない意見交換を頂け

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、それでは、委員長、以

下の進行をよろしくお願いいたします。 

原田委員長：  それでは６回目というとこでございます。政策評価委員会を開催いたします。今日は、

最大伸びても９時というつもりで、その後は、私に一任と。極端のいうと、それぐらい

のテンポで進めさせて頂ければと存じます。と申しますのは、施設が合計 10 個ござい

ますので、一つに例えば 30 分かけておりますと明日を迎えてしまいますので、だいた

い 1 件 10 分くらいで、さばいていければと考えております。よろしくお願いいたしま

す。特に実際に、後でたたき台の方ご覧いただきますけれども評価自体は公開の場で評

価をした結果がございますので、本日はその評価情報を要約していく、そうした場にし

たいということでございます。それでは資料の説明、たたき台からよろしくお願いいた

します。 

事務局： それでは、まず本日お配りしております資料の確認をさせて頂きます。資料の 6‐1

が、最終的には報告書という形でまとめたいと思っておりまして、そのたたき台をご用

意してあります。資料の 6‐2 は公開事業評価当日に頂きました意見を評価の区分、ま

た設置目的や運営方法、今後の方向性ということで、性質別に分類をしたものです。こ

れは参考資料としてお使い頂ければと思っております。資料の 6‐3 につきましては、

また別途、委員長からもお話しがあると思いますけれども、仮に 25 年度も引き続き公

開事業評価を実施するということで、本日ご出席頂きました委員のみなさまにご協力頂

ければというところですけれども、そのテーマの例示ということで、させていただきま

した。これはまた後ほどご説明させていただきます。参考資料としては、本日のタイム

スケジュールですけれども、こちらは委員長の意向がおありかと思いますので、必ずし

もこの通りにならなくてもよろしいかと思っています。資料については以上です。それ

では、早速資料 6‐1 に基づきまして報告書のたたき台の素案ということでご説明をさ

せて頂きます。本来どのような報告書を作るかというところは必要ないかと思うのです

けれども、イメージと思っていただくために一応ご用意したものです。構成としまして

は、まず一枚おめくり頂きまして、2ページに、今回初めての取り組みだったというこ

とでありますので、その公開事業評価の意義や総括ということで、最初にまとめて、こ

ちらに記載することをイメージしております。3ページの 2番、これは事務的な部分で

すけれども、事業評価の概要、どのように事業評価を行ったのかというところを記載し

ているものです。（１）が概要です。（２）は今回の公開事業評価の実施方法や対象事業

の選定方法、テーマも決めているというところがありますので、その辺の総括というこ

とで成果、課題等について記載をするというところで、これも本日お時間があればご意
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見を頂きまして、事務局としても反省事項がありますので、そういったところを記載す

ることをイメージしております。4ページ、一枚おめくり頂きまして評価結果の総括と

いうところで今回「公共施設の運営」というテーマを決めた関係がありまして個別の評

価ではなく全体総括の部分というところで記載をできればと思っております。例示とし

ていくつかをあげさせて頂きました、5ページのところ以降が、事業別の評価結果とい

うことになります。まず評価の区分の説明をこちらの方にさせて頂きました。評価とし

ましては、当日は総合評価一本の評価ということで、Ａ、Ｂ、Ｃということで付けて頂

きましたけれども、この報告書の中では、より評価の方法とか、その視点を整理するた

めに、「妥当性」「有効性」「効率性」の区分を付けてみたらどうかということで事務局

の方でたたき台を作らせて頂きました。 

6ページ以降に各施設の個別の評価がございます。委員長、個別の評価の部分なので

すけれども、こちらについては、施設ごとということでよろしいでしょうか。 

原田委員長：  ここまでで、少し全体の報告書のイメージを作っていただければと思いますが、もう

一回戻って頂いて、3ページ目の事業評価の概要あたりについては、事務局でお作り頂

いて、私の方で少し手を入れさせていただければと思っております。合わせて、評価結

果 4ページのところでありますが、今のところ例示としていくつか書いて頂いておりま

すけれども、これ例えば、この場でなかなか評価の文章、最終的な総括の文章を作ると

いうのは難しいと思いますので、例えばこの政策評価委員会の委員長総括みたいな形で

この内容を少しご意見頂きながら取りまとめるというような形でいいのかなと思って

おります。5ページについてはＡ、Ｂ、Ｃは、みなさんにお付け頂いたところでありま

して、今回改めて資料につけて頂いているのは、この 5ページのほぼ真ん中のこの妥当

性、有効性、効率性の項目を各公共施設の評価のところにつけて頂いているというとこ

ろであります。これを付けたからといって総合評価が変わったというわけではないわけ

ですよね。 

事務局：  はい。 

原田委員長：  はい。ではここまでで全体何かございますか？もしよろしければ少し評価の復習をし

ながら、もう一回この全体の作り方について、たちかえってまいりたいと思います。 

 では早速Ａ-１から、だいたい10分くらいで議論をしたいと思います。ではＡ‐１を

簡単にご説明をお願いしましょう。 

 事務局：  はい。それでは、Ａ‐１の図書館から、事務局で作りましたたたき台についてご説明

します。また本日、当日はグループをＡ会場、Ｂ会場ということで分けさせて頂いて、

実際に評価に加わってない委員のみなさまも一緒にご議論に加わっていただければと

思っております。なるべくそういった点で解り易く説明をできればと思っております。

図書館につきましては、総合評価は「おおむね妥当」ということでさせて頂きました。

一番下に当日の評価の結果を記載させていただきましたけれども、当日の評価委員のみ

なさまは、Ａが 2、Ｂが 2、Ｃが 1 という結果でございました。視点別の評価につきま

しては、「妥当性」これ設置目的に則した運営がなされているかというところは高いと

いうことで、「有効性」については普通、「効率性」については非常勤職員等の活用も行

っておりますし、委託も適切に行っているということで高いということでさせて頂きま

した。総合評価につきまして、こちらも二つの区分、現状の評価と、また政策評価委員

会からの提言というか、課題も含めて今後このようなところが望まれるというところの
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二つの区分に分けさせて頂いております。これは、全ての施設そのような形で二分類を

させて頂きました。まず現状評価につきましては、非常勤職員の活用や民間事業者への

業務委託などで費用対効果を踏まえた適切な運営がされているということで、一方で、

施設運営や事業展開に利用者の意見が十分反映されているとは言い難いというところ

の当日の意見も多数ございましたので、そこを現状評価とさせて頂きました。今後の提

言につきましては、図書館の果たすべき役割というものは時代の変化に伴って変わって

いると、特に最近の情報化もかなり進んでいるというような現状もありますので、利用

者の意見を把握し、ニーズに即した施設運営の検討が望まれるということです。また中

央図書館については区外利用者が半数以上占めていると、あうるすぽっとと併設の施設

になっているので、そのもたらす効果、区外から人が来ることが区にとってどういうメ

リットがあるのかというところの検証も必要だということとさせて頂きました。下から

三行目のところですけども、豊かな情操をはぐくむため、生涯の図書館利用の基礎を築

くためにも、次世代を担う乳幼児や児童や青少年の利用を促進することを望むと、また

学校図書館との連携やＩＴ図書館を促進するうえでは、高齢者や障害者の利用あるいは

ユニバーサルデザインも含めて配慮が望まれるという記載をいたしました。2番のとこ

ろのその他の個別論点ということなのですけれども、これは実際の報告書の中には、そ

の他の意見というようなイメージで、いくつか箇条書きで記載する程度かと思っており

ますけれども、本日のご議論の何らかの参考になればということで施設の設置目的、時

代に即した図書館運営とはどういうものなのかとか、それから運営方法の委託や指定管

理者制度の効果の比較、また本区は中央館 1館、地域館 6館の展開になっているのでそ

の必要性、また今後は、本の貸し出しにとどまらないサービスの向上なども望まれると

いうことで、この辺について何らかの委員のみなさまからご意見があればそういったも

のも含めて記載するときにまとめたいと思っております。ご説明は以上です。 

原田委員長：  はい。ありがとうございました。先のあたりも少しご覧いただくと、総合評価は、お

おむね妥当という表現と要改善という表現と抜本的見直し、この 3つですよね。 

 事務局：  はい。当日のＡ、Ｂ、Ｃに該当するものとご理解頂ければと思います。 

原田委員長：  はい。当日のＡ、Ｂ、Ｃに該当するものと。一番下のところに公開事業評価の結果を

書いておりますけれども、このＡ、Ｂ、Ｃのバランスに基づいてある程度定型的に、こ

の総合評価を記入したということであります。また視点別の評価のところは、今回初め

てありますけれども、だいたい論点としてひろったものを中心に、この評価をしたとい

うことでございます。私も概ねこのような感じだったのではないかという気がいたしま

す。区民評価人の方がたの意見はＡチーム、Ｂチームでかなり違ってはおりましたけれ

ども、さしあたりここでは、評価委員の方々の意見を中心にまとめたいということでご

ざいます。何かここは、全体の評価としてはこれでいいのではないかと思います。他の

ところのバランスを考えると。何かこういう記載があった方がいい、あるいはここはど

うだったのだろうかということがあれば、少しお聞かせ頂きたいと思いますが、特にＤ

委員とＢ委員はＡチームでしたかね、何かご記憶でここは落ちているとかいうのが、も

しあれば。どちらかというと、この公開事業評価の結果としては比較的、判定としては

良かったのかなという気がしております。 

Ｂ委員：  図書館についてのみの話ですよね。その前に確認したいのが、この資料 6‐2 という

のは、どういう位置づけですか。つまり報告書に添付されているのでしょうか。なぜそ
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のような質問をするかといえば、現状の評価について、このまとめたものを見ても、ど

こに書いてあるのかもわからないし、どのように判断されたかもわからないのです。で

すので、そこのところを確認させて頂きたいと思います。 

事務局：  はい。本日はまとめをするということの意義からご説明しなければいけないと思って

おりますけれども、公開事業評価は、当日一時間という非常に短い時間の中でご議論頂

きまして、それなりに評価がされたということです、本日は、評価を委員会の総意とい

うことで、一本にまとめるというところがございます。ですので、ある程度の取捨選択

というところがあろうかと思っておりまして、また事実誤認のもとで評価がされるもの

も場合によってはございます。したがいまして、当日の評価をそのまま横引きして、今

回の評価にまとめるということではなく、当日の評価をもとに更に議論を深めて、違う

ものは改めて評価をするということもあろうかと思いますし、当日の評価と深めた評価

も一致するというものでしたらそのまま継続するということになろうかと思います。こ

の取扱いなのですけれども、当日どのような意見があったかというところについては、

報告書の中に入れるまでは必要ないかと思っておりますけれども、別の資料としては、

例えばホームページの中に当日頂いた意見というとこで今も載っておりますし、継続し

てそれは別資料としては入れていきたいと思っております。今日の議論の中では、参考

ということでご利用頂ければと思っております。 

原田委員長：  公開しているわけですから、出して悪い情報はないわけですよね。その振り分けの仕

方自体に問題があれば別ですけれども。Ｂ委員。 

Ｂ委員：  例えば「地域における学習拠点、情報拠点、文化拠点としての役割を果たすべく努力

しているといえる」というのは、どこから読めばよろしかったのでしょうか。 

事務局：  本日、担当の職員が参加をしていないので、私からどこまでいえるかというところは

ありますけれども、さまざまな事業も行っておりますし、基盤の整備もされていると、

その程度が他と比較してどうかというのは、それぞれ相対評価としてどうかというとこ

ろはありますけれども、区としては、ここには多分に区の自己評価というところは入ろ

うかと思いますけれども、適切に運営されていると。ただ委員のみなさまから、いやそ

うではないというものがあれば、それはちょっと評価が変わるかと思います、また委員

からなにかその評価のデータが不足するというご指摘があれば、必要なデータの中であ

る程度判断しなければいけないのかなと思っております。 

原田委員長： ここを要約した情報にここはなっていないのでは、ないかということですよね。 

Ｂ委員： そうです。特に図書館のここのところだけは顕著で、後のところはある程度エビデン

ス追えるのですけど、この資料 6‐2 は是非公表をした方がいいとは思うのですが、な

ぜかというと、もれているものがたくさんあるので、当日の審議を反映しているのは資

料 6‐2 だと思うので、その方がいいと思うのですけど、評価書を見ている人が当日ど

のような意見があって、それがどのように反映されているのかというのを見ると思いま

すから、少しそこが気になったということです。 

事務局： 今みたいなご指摘があれば、そこの部分の評価で、これは外すべきだというようなご

意見を頂ければと思っております。 

原田委員長： あまり持ち上げてないとか、あまり、当日は良かったのだけどけなし過ぎているとか

というところがあるのかということもありますよね。どうしましょうか、このあたりは。 

Ｂ委員： もう一点だけ、審議を進める前に確認をさせていただきたいのが、この報告書は誰を
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対象に作成しているのか、誰に提出する予定でいるのかということをお伺いしたいので

すけれども。 

事務局：  広く一般公開ということですので、区民のみなさまもそうですし、議会にも報告をい

たしますし、他の自治体の方が見るということもあろうかと思いますけれども、主なタ

ーゲットとしては区民のみなさまかと思っております。ホームページに掲載するととも

に必要な方には配布するということを予定しております。 

原田委員長：  気になるところ、この中の記載で、これはなかったかなというところがもしあれば今、

少し。 

Ｂ委員：  図書館の現状の評価のところは、対応させてみることが難しかったので、もしかした

ら他のところにもあるのではないかと推察しました。逐一すべての施策についてみては

いません。私の質問は、評価は、少なくとも今回は評価設計に時間をかけていないので

評価といえるのかということさえも危ういのですけれども、少なくともこういう意見が

あったという、確かさはともかく一つの証拠となってここに載せているということで

は、なんとかこの報告書は活きていけるのではないかと思いましたので、エビデンスら

しき資料 6‐2 を大変きれいにまとめて頂いたと思うので、これをどうやって活かすの

かなと。そういう素朴な疑問で、別にこれを削除、これは載ってなかったのではないか

とか、そういうことではなくて、普通に例えば、一般市民でもこの資料二つみて、どう

やって対応しているのだろうと思ってしまうという、すごくシンプルな質問なのです。 

事務局： 当日の評価の是非もそうですし、その当日の評価の中で時間の関係ではしょられた部

分についても、この委員会の中で更に議論を深めていただければという願いもございま

して、地域における学習拠点、情報拠点、文化拠点の部分は、あまり当日ほとんど議論

になってなかった、むしろそういったところの視点でも考えるべきだというようなご意

見だったかと思うのですけど、これについて、この委員会として、どのように評価する

かというところが求められるのかと思っております。それについてたたき台として、こ

のように書かせて頂いておりますけれども、根拠が乏しいということは、当然あろうか

と思いますので、もしその活動状況等を再度お示しして、それで出来ているという評価

を頂くのか、不足していると頂くのかというところはあろうかと思います。ですので、

繰り返しなのですけど、公開事業評価当日のまとめではないことでご理解頂きたいと思

います。 

原田委員長： 難しいですね。一番、エビデンス主義でいうと、発言録の要約をここに載せるという

ようなものにするか、その場合には、総合評価というメッセージしか評価情報としては

恐らく統一的なものとしては無い。もし、こういうことをしてほしいということを、こ

の委員会としていうのであれば、ある程度その場で出てきてない議論というものも、こ

の場かどうかとは、時間に限りがありますけれども、含めていくということになるのか

もしれませんね。少しこれを一応ペンディングにして次やってみましょうか。ここだけ

やるとたぶん話が進まなくなってしまうので、Ａ－２をやりながら、もう一回Ａ‐１に

立ち戻りましょう。 

事務局： 大変申し訳ございませんでした。続きましてＡ－２の保育園でございます。こちらの

総合評価は「おおむね妥当」という評価にさせて頂きました。これは、とても評価意見

と即した評価になっているかと思います。妥当性が高い、有効性が普通、効率性が高い

という評価になりました。現状の評価につきましては、施設の改修改築や受け入れ枠の
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弾力化等の取り組みをはじめとして待機児童の解消に向けて最大限の努力を行ってい

ると。また民営化については、保護者の十分な理解を得たうえで実績を有する事業者に

委ねるということで効果効率的運営を行っていると記載させて頂きました。提言につき

ましては、政策の優先付の問題はあるが、適切な受益者負担を求める検討が必要である

と、また待機児童の解消が最大の課題ではあるのですけれども、これにスピード感をも

って対応するとともに保護者が安心して預けられる、また次世代の子どもたちがすこや

かに育つ場として、サービスの向上。特別保育の拡充については、入園できているもの

と、できていないもの、入園しているもののサービスが向上するけれども、できていな

い、そもそも待機になっている方との効率性の問題もありますので、そのへんの折り合

いをつけながら対応されたいということで、記載をいたしました。 

原田委員長： だいたい要約はこれについては出来ているのではないかなという気がします。どうし

ても評価というのはネガティブな評価については発言するのですけど、ポジティブな評

価については当然のインプリケーションとして発言をしないということがあるので、こ

の部分についてはいいのではないかなと思いますが、Ｄ委員いかがですか。印象として、

その評価情報がこちらの 6‐2 をだいたい要約しているか、特に我々評価委員の方です

ね。 

Ｄ委員： そうですね、Ａ‐２の保育園に関していえば、当日の雰囲気をそのまま反映している

ものと、私も思います。 

原田委員長： これはこれでやりましょうかね。このままだいたいこういう形でいきましょうか。も

う一回図書館を振り返ってもらうと、当日の評価情報をうまく要約しているか、という

ような内容にするとすれば、総合評価というよりは、評価人の意見みたいな形にしてし

まうと、この評価情報をここに載せて要約したものだというようにはなるのかもしれま

せん。恐らくメッセージとしては全部そのメッセージをこの評価委員会で統一してしま

うというところまで当日は議論が出来ていないので、そのへんはもう諦めてしまうかだ

ろうと思いますので、やはりその総合評価というと委員会そのものの案となってしまい

ますので、評価人の意見みたいな形にしてしまって、それぞれのメッセージについては、

統一性がややなくなってしまいますけど、そのように今回はせざるをえないところがあ

るかなという気がいたします。あともう一回、Ｂ委員振り返ってどうですか。そのあた

りかなという気がいたしますが、あと豊かな情操のくだりかな。 

Ｂ委員： うまく対応されていないということしか申し上げられないのですが。 

原田委員長： では、このあたりはもう一回メールの稟議でも、今私も発言をいたしましたところあ

たりを少し削除して、ここの中身の意見を載せていく、特にそのおおむね妥当というの

だけれども、比較的厳しめの意見について載せていくようなことでいいのではないかと

いう気がしますが、いかがですか。そういう形で大丈夫でしょうか。 

Ｂ委員： ありがとうございます。 

原田委員長： はい。わかりました。では、もう少しこのＡ‐１については少しお任せ頂いて、少し

入れ替えをさせてください。一部入れ替え、削除させてください。それと見出し自身と

しては、評価人の意見みたいな形にすると、たぶん矛盾する意見がここに仮にのっけら

れたとしても問題はないのかなという気がします。やはり全体の評価を統一するために

は、もう少し掘り下げないと時間的には難しいのかなという気がします。これは恐らく

来年の課題かもしれません。 
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はい。ではＡ‐３に参りましょう。 

事務局： 続きましては、8ページの舞台芸術交流センター、通称あうるすぽっとです。総合評

価につきましては、おおむね妥当ということで、妥当性が高い、有効性が普通、効率性

が普通という評価です。評価の文章ですけれども、区が進める文化芸術施策の中核施設

として、さまざまなコンセプトのもとで高質、良質な事業展開がされていると、稼働率

や区民アンケートの結果等から、施設運営はおおむね適切に行われているといえるとい

う評価です。提言につきましては、施設開設から 5年でも、区民認知度が十分ではない

と、区外から訪れる方が非常に多い施設で、そこに意義があるということですけれども、

区民への普及啓発を図ることが区民の理解を高める方策の一つだと。同様に区民への説

明責任への観点からも、この設置の運営をもたらす効果を客観的に検証する方法を検討

する必要があるということで直接的、間接的な効果という検証ということで記載をさせ

て頂きました。おおむね当日の意見どおりかと思っております。以上です。 

原田委員長： はい。このあたりは、認知度が低いというのは元々選定した理由でもありましたし、

あとは、やはり区民がこれを本当に利用しているのか、認知度が低いので、そういった

ことにはなると思うのですけども、そうした議論があったことは確かです。私もその観

点から発言をした記憶があります。そういった意味では認知度が低くて区民が利用して

いるかどうかがわからないのだから、実際の効果、実際の文化芸術関係の施設の効果と

いうのは、非常に測りづらいとは思うのですけれども、そうしたものに対する意識は持

ってくださいよねということは、申し上げたいところであります。余談でありますが、

私はそのあと、このあうるすぽっとに見学に参りまして、実際に演劇を拝見いたしまし

た。その時も課長をつかまえて、その時、大変失礼な発言をしたと、しかしながら、や

はりその区民の方がたが是非これを利用して生え抜きの舞台芸術で活躍するような人

を出してださいというような話もいたしました。そういうメッセージは、ここには込め

られているのかなという気がいたします。お二方、何かここは違うかなとか、ここは付

け加えた方がとか、もしあれば。だいたいこれは、こんな感じだったのかなという気が

いたしますが。私は比較的厳しめの意見を申し上げたつもりですけど、もし何かあれば

お気づきの点、Ｄ委員。 

Ｄ委員： そうですね。たしかこの時にはですね、総合評価は、おおむね妥当なのですけれども、

かなり両極端に意見が分かれていたように記憶していたので、そのへんがうまく、まと

めでは、そのへんはくみ取られているのではないかということなので問題ないかと思い

ます。 

原田委員長： わかりました。では駆け足で参ります。Ａ‐４のところに参ります。スポーツ施設。

これは、色々な議論をした記憶がさらにありますけれども。今までは、どちらかという

と高めの評価でありましたが。よろしくお願いいたします。 

事務局： はい。スポーツ施設につきましては一番下の当日の結果にもありますように、Ａ評価

がゼロというような状況でした。区民評価人の方は、比較的高い評価ではありました。

総合評価としましては要改善ということで、視点別には全て普通ということにさせて頂

きました。現状の評価としては、区民の健康増進の場として幅広い利用者に親しまれて

いる施設だと。すべての施設に指定管理者制度が導入され、民間のノウハウを活用しな

がら良質なサービスが提供されているという部分です。このへんがプラスの評価でし

て、一方マイナスの評価ですけれども、施設の維持管理に多額のコストを要する点、ま
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た民間スポーツ施設が急速に普及している現状から施設を保有してまでサービスを行

う必要性があるのか一考の余地があると、またそのかかるコストについて、もし保有す

ることでかかるコストがあるのだったらサービスの充実に振り分ける方法もあるので

はないかと。利用する者としない者、また区民と区外住民の負担の公平性、これ具体に

は、ここまで出ていなかったかと思いますけれども、受益者負担という観点ではこうい

ったところがポイントになるのかなと思います。提言としては、施設ありきのスポーツ

施策からの転換ということを一点として記載させて頂きました。また今後の改修、改築

等に要するコストについて、どこまで受益者負担を求めるべきかというところの検討と

いう課題も記載をさせて頂きました。最後に郊外施設、三芳グランドですけれども区外

利用者のために多額の区税が投入されることは望ましくない。利用実態を分析したうえ

で継続運営の是非、利用のあり方についての研究が必要だということで記載をさせて頂

きました。以上です。 

原田委員長： はい。一番最後のところから申しますと、三芳グランドについては、この場でも発言

しましたし、最後のあたり公開事業評価の最後のあたりで、私も発言した記憶がござい

ます。この表現でなかったかもしれませんが、継続運営の是非については考えて欲しい

というようなことは、メッセージとしては出されたのではないかなと思います。後は改

修費用の議論もいたしました。また、どうやって料金を設定しているのかという議論も

ございましたので、だいたいそのあたりは拾えているのかなという気もいたしますが、

お二方、何か。Ｄ委員はよろしいですか。Ｂ委員。ここはだいたいこんな感じだったか

な、やはり改善してほしいねということについては、施設が先にあるわけじゃないよね

というのがやはり一番大きなメッセージだったのかなという気がいたします。それ以外

のものについては、視点別の評価もこんなものかなという気がしますけどね。やや可哀

想ではありますが、色々な事情があるという話もありましたし、他方で本当にここまで

民間が色々なスポーツ施設がある中で役所がやる必要があるのかというのは感じた施

設がありましたね。ですから、この比較的厳しめの意見ですけれども、やはり現場のサ

イドには、ぜひこういったメッセージとして、しっかり伝えてまいりたいと思います。 

はい、では、最後Ａ‐５、Ａチームの最後であります勤労福祉会館。 

事務局： はい。10 ページです。こちらは抜本的見直しという一番低い評価に記載をいたしま

した。妥当性、これは、主に、ここのところが論点になっておりまして勤労者福祉とい

うところの視点に則した運営がなされているかというところが、少し乏しいというとこ

ろで低い評価になっています。有効性、効率性については普通という評価を記載させて

頂きました。現状の評価につきましては、稼働率が非常に高いと、また池袋東口にあり

ます区民センターと共に区民の自主的な活動の場として定着していると。こちらは、指

定管理者制度を導入しておりますので自主運営を幅広く展開されていると、ただし、施

設の開設後 30 年弱経過して勤労者の文化、教養、福祉の増進との設置目的からは大き

く乖離していると。実態は一般貸館的な機能と生涯学習的な機能を併設しているもの

で、勤労者福祉というところはそれほど色彩がないということで、課題ということに記

載をいたしました。提言については、設置目的に則した施設展開を図る場合には、既存

の利用者に混乱をきたすことのないような注意ということで、もし施設のあり方を大幅

に見直す時には利用者の配慮というのも必要だと、これは当日出ておりました。また利

用者の属性やニーズ等を勤労者がどれだけ利用しているのかというところの把握がさ
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れてないということがあるので、ニーズ把握をしたうえであり方を検討ということで記

載をいたしました。以上です。 

原田委員長： 私からすると、この勤労福祉会館というのは、評価する段階にまだ至らないといいま

すか、いったい誰が利用しているのかもしっかり把握できていないというようなところ

もありましたので、一番最後のそのニーズや属性ですね、こういったところを把握して

いくということは、一番最初に勤労福祉会館に求められるところなのかなという気がい

たします。また、やはりどうしても、その当初から議論されていた設置目的あたりにつ

いても、乖離しているのではないかという指摘がありましたので、妥当性が低くなるな

ということは仕方がない。他方で実際に貸館としては機能しているというのは、非常に

相矛盾するといいますか、そういったところは、やはりあるのかなと。ですから仮にこ

の施設を廃止するようなことになるとすると、それによってどんな影響が実際に及ぶの

か、その勤労者の福祉が向上するのかどうかというのとは別個に、やはり考えていかな

いといけない問題であります。私も当日は、もしなくなったら、この人たちはどこで借

りるのでしょうかみたいな話も実際に視察した時に申し上げた記憶もあります。ここ

は、やはり比較的厳しめの意見で私は良いのではないかと思います。特にそもそものと

ころから評価のひの字からやはり考えて欲しいなと思いますが。いかがですか。私は比

較的厳しめの評価をした記憶がありますが。 

Ｄ委員： 私も厳しめの評価をした一人なのですけれども、基本的には、委員長のご発言に同感

なのですけれども、この事業向上への提言の四段落は、その時あった議論を先にして、

順番を工夫された方がいいのかなと感じました。 

原田委員長： なるほど、例えば、これを最後に持ってきて、尚書きくらいにしてしまうとか、そうい

うことかなという気がいたします。Ｂ委員はいかかでしょう。 

Ｂ委員： 今の意見、なるほどと感心したわけですけれども、もう一つは、区民の方に読んでい

ただくという事務局側の説明がございましたから、どうしてこの東京城北勤労者サービ

スセンターと連携を進めると役割が向上するのか、ここは、少しまだ私にはわからない。

わからないことは書かない方が良いと思いますので、何かわかるように尚書きでもわか

るように書かれるか、書かないか、そのほうが良いのではないかなと思います。読み手

の理解、きちんと読み手が理解してくれるような書きぶりの方が良いかと思います。 

原田委員長： では、例えばこの外郭団体、具体的には上がっておりますけれども、外郭団体の名前

は例えば消してしまって、外郭団体との連携によって、本施設に求められる役割が向上

するかについて、継続的に考えて欲しいみたいなところにいたしましょうかね。 

事務局： 簿記講座やいろいろ社会保険の仕組みの講座とか、このサービスセンターが行ってお

ります。それはこの場所を使って講座をしているというようなところもありますので、

そのへんでは、活かせるのかなということで載せております。 

原田委員長： これは、なんと言いますか、気持ちはわかりますね。やはり施設そのものは、やはり

もともと貸館として区民の人が使うためにつくったという建て前では無いわけですよ

ね。そこをどう活かしていくかということについて全くこう言及が無くていいのかと、

目的違うだろうということで何かインプリケーションとして何か出てくるかというと

目的が違ってもたくさん使っているのだからいいよねという議論も出てくるので、本来

の筋からすると目的があるのだったら目的に合わせた活動をしましょうよということ

になるのでしょうけど、その可能性をもし探すとすれば、これぐらいしか見当たらなか
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ったということですね。そこは、やはり評価というのは非常に難しいなと思いますね。 

事務局： 出来た当初からずれていたかどうかというのも一つの論点かなと、できた当初は勤労

者共済会が入っていたと。 

原田委員長： なるほど。このあたりは、やはりそう言った意味では、今申し上げたようなことを改

めてやはり考え直すということにするべきなのかなと。ですから設置目的そのものにつ

いて、もともとの設置目的に立ち戻って事業展開をすることについて、する必要がある

かどうかについて考えるということが、ここで今求められていることなのかなという気

もいたしますけれどもね。 

Ｇ委員： あるいはですね、今、事務局がいったところというのは、私も知らなかったのです、

良く調べたなと、そういう前身の共済会というのが一緒に入っていたと。もしそういう

ことであれば一緒に入っていて、そういったところとの連携が設立当初はあったのかも

しれないけれどもということなのでしょう。現在のところは、そういったところが見受

けられないというところが客観的な事実なのではないのですか。だからこれから向上す

ると思われるというのは、明らかに少し書きすぎかなと。 

原田委員長： そうですね。では、ここの部分については過去の経緯として、例えば書くと。先ほど

私が申し上げたように、その本来の設置目的に立ち戻って事業運営をしていくことにつ

いて、なかなか良い方策が出てこないというのは現状であるというような記載にいたし

ましょうかね。 

はい。どうぞ。おっしゃってください。 

Ｅ委員： 設置目的の件なのですが、Ｂ‐１にも少し影響するのですけども、その設置目的その

ものが間違っているというか、時代に合っていないというのが出てくるのがＢ‐１なの

です。その場合には評価というのは、設置目的にはあっているけど、設置目的がおかし

いよということになるので、この評価の視点の妥当性という表現は良いと思うのです

が、設置目的に則した運営というのは、少し変えて頂いた方が良いのかなという気もし

ているのですが、いかがでしょうか。 

原田委員長： 政策評価というのは実際にその所与の政策があることを前提として、それが実際に当

初の目的とおりに動いているかどうかというのを事後、事前もあるのかもしれません、

この場合ですと事後でチェックすると、そういった意味では、この一番最初のところと

いうのは、設置目的みたいなところは、その所与のものとしてスタートはすると思うの

ですけど、確かに設置目的そのものが時代にそぐわないということも確かにある。です

から、必ずしも設置目的そのものに則していれば良いというわけでも無いだろうという

点でいうと、ここの部分の記載というのは設置目的や時代の要請にかなった運営とか、

そのようなところですかね。おそらくＢ－１の方でいくと、そういうところもやはりあ

ると思いますね。 

Ｅ委員： 設置目的には、合っているのですよねＢ－１は。 

原田委員長： 設置目的には、合っているのだけど、その設置目的が現代の要請というか社会のニー

ズに合致していないと。 

Ｃ委員： そういう点でいうと、当初は設置目的があったけれども、役割が終わったという表現

はＢ－１に確かあったような気もするのですが、役割は終わりました、で、今後につい

ては、要するに設置目的そのものを見直した方が良いのではないかというのは、まさに

Ａ‐５の一番最後の行ですね、利用者の属性やニーズ等を把握したうえで、施設のあり
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方を検討すべきと、これの上の行の設置目的や施設名を変更するという、そもそも手段

としてのこの施設のあり様が、もう現状に違うのだから、目的を再設定してしまいまし

ょうという表現であるのでしたら、私はよく理解ができるなあと。そういう点でいうと

たぶんこのＡ‐５の下の四行は、たぶん書き方が、順序が全く下から順番逆になるのか

なという気もしますけど。 

原田委員長： わかりました。では、Ｂにまいりますけれども、今のご発言をふまえて、その視点別

評価のこのカッコ書きの部分については追加、例えば設置目的に則した運営がなされて

いるか、あるいは、社会のニーズに合致した施設となっているかとか、もう少し現状と

その目的を照らした、その必要性みたいな記載にいたしましょうか。 

はい、ありがとうございました。だいたい一時間でありますけれども、もうちょっと

もしよろしければ進めさせてください。Ｂ－１からＢ－５までは、今度はＢ班と申しま

すか、Ｃ委員にお願いをしたところもございますので、今度は、お三方、中心にご発言

を頂きたいと思います。では事務局から。 

事務局： それでは公営住宅、今回公営住宅全般では無く、区民住宅に特化をして記載をすると

いうことで記載させて頂いております。当日はそれぞれに委員さんの方のご判断だった

と思いますけれども、もし公営住宅全般ということであれば、またご指摘頂きたいと思

います。こちらについては総合評価は抜本的見直しということで、妥当性につきまして

は今ご審議頂いたとおりで、一点だけ事務局の方で、ちょっと補足させて頂きますと、

内部評価につきましては妥当性という項目はございませんで、必要性という項目でさせ

て頂いております。今回例えば保育園や図書館のように、もう最初から必要性は、もう

高いとしか言いようがないというものもあろうかと思いまして、あえてここでは妥当性

ということにさせて頂きました。妥当性の中に必要性を入れるということで今、承りま

した。別に必要性を分けるという方法もあろうかと思いますけども入れさせて頂くとい

うことで決めさせて頂きたいと思います。そういった観点でいきますと、ここでは、設

置目的に適した運営なので本来高いのかもしれませんけれども、必要性が低いというこ

とで低いということで、有効性は低い、効率性で普通ということです。現状の評価につ

きましては、中堅所得層ファミリー世帯の定住化施策のもとで運営されてきたけれど

も、当初の役割はもうすでに達しているのではないかと、空室率の解消が求められるこ

とは当然であるけれども、その対策に注力するより、事業終了を決断する時期にあると

いえるという、かなり厳しめの評価ということにいたしました。提言としましては、事

業を終了する場合については、居住者等の十分な理解を得ると、また現下の住宅状況に

あっては、公共による直接供給の方策から、家賃助成等への方策へのシフト、また住宅

困窮者等に対しての、そのニーズにこたえるということで公民一体となって住宅政策の

実施等が必要であるという記載にさせて頂きました。以上です。 

原田委員長： はい。これ大変厳しい意見でありますけども、全体のその時の公開事業評価における

意見の要約になっているのか、Ｃ委員いかがでしょう。 

Ｃ委員： あの時に出た個々の意見を集約すると、こういう表現までたどり着くのかなという印

象です。例えば、現状の評価のところで事業終了を決断する時期にあるという具体的な

意見まであったかなと。要するに、それぞれ出た意見を集約すれば、事業終了に向けて

いく時期なのだろうねというところは、たぶん読み取れるから、こう書いたのかなと思

います。そういうところでは、私は、少しきつい書き方かなとは思いますが、これは、
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これでいいかなとも思いますが、そもそものところでいうと、この制度そのものが、豊

島区にはなじんでなかったのではないかという議論がありましたね。それが、個別論点

の特優賃制度の硬直性という制度そのものが、なかなか難しいねというところでは、後

程、文章表現する際に、この転用の難しさとか単価の固定化とか傾斜家賃、こういった

仕組み、制度上の不適合みたいなところは、もう少し解りやすく表現してもらえると、

というように思います。あともう一つ、個人的に少し引っかかるのは、事業向上への提

言の最初の一行目の真ん中ですけども、事業終了する場合には、住宅所有者、居住者に

十分な理解を得るよう丁寧に対応することを望むと書いてあるのですが、私は、十分な

理解を得るようというのは、なんというか誤ったアナウンスというか、そういう可能性

があるかなと、要するに居住者に丁寧な説明が必要だぐらいの書き方の方がいいのでは

ないかなと。 

原田委員長： はい。ではですね、事業終了をという、現状評価のところは決断するまでというよう

なご発言もありましたので、事業終了を検討する時期に、というような感じでもってい

くのは、どうでしょう。また事業向上への提言のところですが、私からすると仮に事業

を終了する場合には、十分な説明をしましょうということですが、この点は、当日の議

論としては、Ｃ委員、出たということですね。 

Ｃ委員： はい。そういうことでよろしいです。 

原田委員長： では、先ほどの表現の形でいたしましょう。先ほど事務局から説明がございましたよ

うに、私もこの妥当性の中に必要性を入れていく方が四つよりは、三つの方がいいかな

という気がしておりますし、そういう内容にして頂きましょう。 

では続きまして、区民ひろば、こちらのご説明を。 

事務局： 続きまして、区民ひろばです。12 ページでございます。さしあたり、おおむね妥当

ということにさせて頂きました。妥当性は普通、有効性、効率性については高いという

ことでさせて頂きました。現状の評価につきましては、世代を超えた交流の場として、

また近年、安全安心の地域づくりをめざすセーフコミュニティーというものを進めてい

るのですけど、その拠点として利用者も増加傾向にあって施設の認知度も向上している

と、地域の理解をあわせて、内容の充実や普及啓発に区が努力してきたことの成果だと。

運営についても行政中心で行うのではなく、地域住民からなる運営協議会が主体とな

る、新しい公共による地域経営の典型ではないかと。一方課題としまして、一部の施設

で利用者の固定化による施設の閉鎖性、世代間交流の不足などの声も寄せられているた

めに設置主体である行政の調整力や責任というものも求められる状況にあるというこ

とで。事業向上への提言としましては、ソフト面の包括的な運営をゆだねる自主運営が

開始されているけれども、地域で生活する誰もが安心して利用できる施設として地域の

自主性を損なわない範囲において区が関与、ここですね、区が適切な関与・支援を自主

運営になっても継続する必要があると。将来には地域によってサービスの質に偏りが生

じることのないように、また相互の交流によるサービスの向上、運営基盤の強化を図る

ため、個々の地域の運営協議会を統括する、連絡協議会のようなものの設置や連携体制

等も検討の余地があるということにさせて頂きました。さしあたり、そのようにさせて

頂いているところです。ご審議頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

原田委員長： はい。ではまず総合評価の結果についてＢが 5人、で、おおむね妥当か、というよう

なところなのですが、このあたりのこの相場観からしていかがなものですか。 



- 14 - 

Ｃ委員： これはですね、先ほど、何の施設でしたかね、要するにまだ発展途上なので具体的に

評価する段階にあったのかなということで、たぶんＢに落ち着いたような印象がありま

す。典型的なのが、設置目的そのものは、施設データを頂いた時の設置目的からみても、

世代間交流というのが一番最初にくるのですよね、それが課題になっているというの

は、委員からも区民判定人からも両方から出ていますので、むしろここが、やはりメイ

ンに記述されるというのが妥当かなと思います。そういう意味では、実は、これ有効性

になるのか、普通になるのか、というところでいうと、少し評定が甘いかなと、総合評

価のところも要改善では厳しいのか、立ち上がり過程にあるということでいえば。少し

そのような印象を持ちました。 

原田委員長： お二方いかがでしょう。 

Ｅ委員： 今、気がついたのですが、この総合評価、Ａ、Ｂ、Ｃで点数化して、それを積み上げ

るなりされないと客観性がなくてまずいと思うのですけど。 

原田委員長： これがまたＡ、Ｂ、チームが違うものですから、そこをなんといいますか、私の印象

だと私たちのチームの方はやや甘めで、Ｂチームの方が辛め、というように思えるので

すが、これは対象がもしかして、そうなのかもしれない。ですからたまたま球が悪かっ

たのかもしれない。我々の球が良かったのかもしれない。というようなことになってき

て、なかなかこの両者のこのバランスをどうやって設定するのか、少し難しいかなとい

う気がしています。 

Ｅ委員： 説明がつかないですよね。おっしゃることわかるのですけど。 

原田委員長： もしそれをやるとすれば、Ａというのは、こうなのだということを事前にすり合わせ

て、やはり臨むということが、理想だったのでしょうけどね。どうでしょうかＡ委員は。 

Ａ委員： Ｃ委員は、これは甘いという趣旨の。 

Ｃ委員： 印象としては。 

Ａ委員： 実は、私も少しそう思っていまして、というのは、やること自体は悪くはないという

か、それは良いと思うのですけど、そもそもこの組織については、二つの目的があると

思うのですね。一つは、要は良く言われる地域自治とか、分権とかいわゆる地域の自治

の拠点として居続けたいということであれば、たぶんこれ自治基本条例設置でしたっ

け、条例根拠においてあって、それをフォーマルなものにして、法人化をして、自主的

にきちっとメンバー決めてやるっていう、ある意味自治の拠点として活用するのであれ

ば、その区民ひろばのフォーマル化自体がある意味目的になると思うのですけど、設置

主旨からすると世代間交流とか安心安全のために色々な人たちと連携する拠点として

使いたいということだと思うので、そうするとむしろ、そこにいるコアなメンバー以外

に色々な人達が関わって、要は色々なサポーターの人たちが関わるような、媒介するよ

うな中間支援的な場であることが本来望ましいと思うのですね。そうすると、今のやり

方って、要は一生懸命やっているのは、要は、とにかく早く組織をきちんとしたものを

作って、コアなメンバーを入れて、そのコアなメンバーによる実質的な運営を目指しま

しょうということが目的になっているのだけれども、それは本来の区民ひろばの設置目

的からすると、少し僕は、ずれている気がして、それを全ての地区でやるのは、実は行

政にとっては、すごくつらいことになるのではないかなと思うのですね。半分もう無理

やりやらせるみたいになってしまって、むしろ多様なその地域の課題に対応した多様な
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運営の仕方があって、むしろ問題なのは誰が運営するかよりは、そこをどう活用できる

かということなので、場合によっては、この組織自体の法人化よりは、例えばもっと優

れたことができるＮＰＯとか民間の企業でもいいのだけど、そういうところに委託をし

たりして、とにかく色々な人を巻き込むことをこのひろばの目的にした方が活きるよう

な気がするのですね。そうすると、これはまだ揺籃期だからそういうことはこれから検

討しますということだったので、それでＢだったのですけど、おおむね妥当にしてしま

うと、今のやり方のままで良いということになってしまうので、そこは、ちょっと評価

しにくいかなと思います。 

原田委員長： なるほど。そういう意味では、先ほどＡ判定が無い中で基準をというお話もございま

したので、おおむね妥当という表現はやはり、そのお三方からすると、どうも印象とし

て違うのかなと。ここも、ではどう書くかという点でいうと、まだスタートしたばかり

だけれども、きちんと色々な可能性を考えなさいよという意味での要改善なのかなとい

う気がいたします。合わせてですが、Ｅ委員がおっしゃった基準という点でいうと、抜

本的見直し、おおむね妥当、要改善という点でいうと、やはり、おおむね妥当という為

には少なくともＡが一人くらいはやはりいないといけないのかなという気がしますの

で、ここについては、やはり総合評価そのものを見直すというようにいたしましょう。

そういう観点からおおむね妥当のところにＡがあるかというと、今までのところは、だ

いたいＡに何人かはいらっしゃる、一番難しいのは、例えばＡのこの勤労福祉会館では、

抜本的見直しという総合評価でありながらＡが一人いる、これはまあ実際に使っている

からいいのではないかという方がお一人いらっしゃったということなので、このあたり

随分扱いが難しいでのすが、もうこのあたりは仕方がないのかなという気がいたしま

す。よって、総合評価をここの部分は見直すということと、もう少しこう一番最後の事

業向上への提言のその組織の設置や連携体制も検討の余地があるというところを削除

したうえで、より多様な利用のあり方について、引き続き検討をする、その各地区のニ

ーズに応じて多様な利用の方法について検討するというようなくだりになるのかなと

いう気がしますが、Ｃ委員そんな印象で。 

Ｃ委員： はい。そういうことだと思います。たしか議論の時も施設見学に行った時も、地域に

よって特性が違うのだという話が前提に、それぞれの最適な運営のあり方というものを

考えていくのだという説明を前提に私たち当日、議論した記憶がありますので、そうい

うところでは、統括する組織だとか、提言のところのやはり最後の部分というのは、少

し違うかなと。 

原田委員長： はい。わかりました。では、その最後の部分については、多様なあり方、地域の特性

においた多様なあり方というのを引き続き探っていくというような文章にいたしまし

ょう。 

では 8時でいったんお休み頂こうと思っていますが、もう少しだけＢ－３の今度は公

園にまいりましょう。 

事務局： はい。公園につきましては、総合評価が要改善、視点別評価は全て普通ということに

させて頂きました。これについては、当日もＢ評価が 11 人中 9 人ということで、中間

の評価が多かったということで、評価としては当日のものがそのままかなと思います。

現状の評価につきましては、公園については、都市環境や防災面などの存在価値に加え

て、コミュニティ・文化活動などの利用価値というのも認められる。これは、こういう
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表現は当日はされていなかったと思いますけれども、色々な機能がありますねというよ

うなご意見を頂きました。現在、前者の存在価値については、それなりに発揮されてい

るけれども、後者の部分についての発揮というのは不十分である。ちょっとこのへんは

具体には当日出ていなかったかなと思います。住宅密集地という地域性から小規模な公

園が散在する状況にあると、集約するということもご意見の中にはあったかと思います

けれども、それも簡単なことではないので、既存の公園を地域住民とともに有効に管

理・活用することが求められると。現状については、維持管理のみに偏った画一的な施

設運営がなされているとこのような趣旨のようなものはご意見あったかなと思います。

提言としましては、地域の実情にあった公園づくりということで、その意向を把握した

うえで地域の財産としてどのような公園づくりを進めるかのビジョン策定が必要であ

ると、そのビジョンに則して来街者も含めたルールづくりが必要であると、ルールにつ

いては、そのまま一回作ったからそのまま継続するということではなく、状況の変化を

踏まえて見直しと。このへんは具体には出ていなかったかなと思います。維持管理にお

いても地域をはじめ、多様な団体の力を更に活用する検討が必要であると。これは当日

ご意見があったかと思い、このような記載にさせて頂いております。以上です。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。例えば公園の機能みたいなところでいうと、こうい

う利用価値もあるのだよということは、公園としての機能としての大前提だと思います

ので、このくだりは、たぶん良いのだろと思うのです。それ以外の全般的なところでい

かがでしょう、Ｃ委員。 

Ｃ委員： だいたいよろしいのかなと。私、議論で印象に残っているのは、とにかく特徴がない

よねと。ただ公園があるというだけになっているので、そこから地域の意向を把握する

ということが必要だよねと議論展開したように記憶しております。そういう意味では、

提言のところの一番最初にこれが書かれていることでは、よろしいかなと。 

Ａ委員： なるほど。お二方いかがでしょう。どんな印象でしょうか。 

Ｅ委員： 他のところもそうなのですが、施設の設置目的の面積目標とかというのは、一般区民

の方ですと何を言いたいのかわからないのかなという気がします。 

原田委員長： これは区民一人あたり、ということですよね。 

事務局： そうですね、区民一人あたりの公園面積が 23区で一番低いという。 

Ｅ委員： 都かなんかで基準があるのでしたっけ。基準はないのでしたっけ。そのへん細かく記

載した方が良いのでは。 

原田委員長： では、少しこのあたりは面積目標ということだけではなくてお書き頂きましょうか

ね。私ここについては全般的になのですけども、要改善という点でいうと最初の 2行に

もう集約されているということですか。なにかこう画一的な施設運営というのは、画一

的ではいけないの、というところもあると思うのですけども、なんというのでしょうか、

ここが改善だよという点でいうと多様性に向けた改善が必要なのだということになる

のでしょうか。いかがでしょう。 

Ｃ委員： たしかこれ全部が直営で管理しているという話でしたよね。直営で管理しているのだ

けれども、例えば場所によっては、公園の一部に駐輪場があったり、別の施設が複合さ

れていたりという、そういうところでは管理の仕方も別の道があるのではないかと、そ

ういう意味ですね。 
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原田委員長： なるほど。ではそのあたりの色々な公園が置かれている現状みたいなもの、色々な施

設が他にあったり云々ということはあると、より多様であるべきだという議論がたぶん

出やすいのかなという気がいたします。ではそのあたりは、付け加えて頂きましょう。 

はい。では非常に駆け足で恐縮ですが、あと 2つでございます。では 8時までとお約

束いたしましたので、Ｂ－４終わってお休みを頂戴することに致しましょう。では、事

務局から。 

事務局： はい。続きまして目白庭園です。こちらについては、総合評価、要改善で公園と同様

に視点別評価は全て普通ということにさせて頂きました。ただ当日のご意見としまして

は、評価委員のみなさまの方では 5人中 4人が、抜本的見直しという評価でしたのでこ

れについても、ご審議いただきたいと思います。総合評価の部分については、伝統文化

を育む場として設置された、そのような条例上も記載がございます、茶会等での継続的

な利用を得ていると、またこれは当日、説明者からも紹介がありましたけれども、国内

有数と言ってしまっていいのかわかりませんけれども、ある雑誌等にはそういう記載が

されていると、そういう機会もあるということで、さらなる可能性を有する施設である

ともいえると、しかしながら区の文化政策の中での位置づけが不明確である。色々な制

限はあろうとも、サービス内容も固定化されており、いいかわからないですが、知る人

ぞ知る施設になっているというような話でして、区民の認知度は、高くないというよう

な状況にあります。提言としましては、新たな来場者を呼ぶための工夫として、色々な

部門が連携を取りながらその施設の魅力づくりを啓発に努める必要があると。また地域

住民からは迷惑施設的な見方をされているということもあります。地域ブランドの創出

につながるという、その設置目的もございまして、それと矛盾があるので、この役割に

ついて地域との協議がまだ進んでいないのではないかというようなところを記載させ

て頂きました。もし地域にとっても理解が進まないということであれば、存廃も含めて、

この記載はちょっと良いかわかりませんけれども、施設のあり方を考える必要があると

いうことにさせて頂きました。以上です。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。総合評価のところは、今の存廃というような言及が

あることを考えると、もう少し厳しめの評価の方がいいのかなと、そういった意味では、

抜本的見直しというところでもいいのかなという気がいたします。それ以外の知る人ぞ

知るというのは認知が低いというような記載にいたしましょうかね。ではＣ委員いかが

でございましょう。 

Ｃ委員： はい。実はこれが回遊式庭園で、あれが回遊式庭園ではなく、真ん中の池が土であっ

たならば、たぶん他の転用とか色々な議論がここで出たのかもしれないのですが、回遊

式庭園で、たぶんあの状態のまま継続するしかないのだろうなという印象を私なんかは

強く持った中で発言しました。ただそれにしても、設置目的が十分発揮されているか、

特に、伝統文化を育むというところでは、かなり厳しめの意見を言ったつもりもありま

す。そういったところでは、委員長おっしゃったように、総合評価のところでは要改善

ではなく、抜本的ということでいいのかなと。それから妥当性、有効性、効率性も大甘

につけて普通ということで、設置目的というところでいえば、妥当性のところでは、私

は、あえて言えば低いでいいのかなと思います。で、そういう前提で現状評価のところ

や提言のところは、こういう書き方でいいのかなと思いますが。 

原田委員長： わかりました。確かに設置目的と矛盾しておりという記載がありますので、この妥当
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性のところ、先ほど必要性を加味した形でこちらに記載をすることにいたしましたの

で、ここのあたりは低いという表現にいたしましょう。 

Ｇ委員： そうなると、有効性についても、やはり低いでしょうね。要するに議論の中でもあっ

たかと思うのですけども、そのような目的にかなったような使われ方が積極的になされ

ていないということですから、それも低いでないと矛盾するような感じがします。 

原田委員長： なるほど。ではここも、私も今の説明で非常に説得力ある説明だと思いますので、こ

こも低いですね、やはり。はい。他にお二方。 

Ａ委員： Ｃ委員と委員長のおっしゃるとおりだと思うのですけど、やはり難しいのは、身動き

取れないというか、三重苦というか、要は集客しようと思っても、自販機は置くのは、

ちょっとダメだとか、こう、色んな建物作るのも周辺が緑化規定じゃなく、地域のなん

か協定みたいのがあるのでしたっけ、なんか非常にやりにくい状況が。 

Ｇ委員： 一番厳しい地域であると。 

Ａ委員： 転用もこの状況でしにくいと。しかも売却するにも、本当にもう身動きとれない中で

どうにかしなければいけないということなので、出口が見えない施設で非常に大変で。 

原田委員長： そう意味では、確かにその存廃を含めた施設のあり方をやはり考えないといけないわ

けですね。という結論だと思います。 

Ｃ委員： 当日も意見として私、言った記憶があるのですけれども、例えばあそこが、日本庭園

として豊島区が残すという、持っている意味があるのだよということであれば、例えば

江戸時代まで幕末までさかのぼれば、染井村は日本の作庭師のトップクラスが住んでい

る地域だったので、そこの技術が、例えばあそこで、垣間見られるよとか、要するに設

置目的そのものをもっと明確に絞られれば生き残っていく、あるいは存続させていく意

味があるのかなとそういうことではなく、ただ公園だよということであれば、本当にあ

そこで持っている意味があるのだろうかとそういう話になるということで、やはり妥当

性、あるいは有効性で疑問がつくねということですよね。 

Ｇ委員： それで、今のままでは、どうしようもないでしょうということなので、もう少し、そ

ういう文化とか伝統とかそういったものを活かすような使い方とかというのを考えて

みる余地もあるのではないか、そういったところで地域とも協議をしていく、それでも

芽が出ないのであればという議論だったかなと思うのです。ですから、今後の活用につ

いては、もっと地域と協議する必要があるというようなところだったのではないかのよ

うに思っております。 

Ｃ委員： ついでによろしいでしょうか。現地を見させて頂いた時に説明を受けて、手ごろな芝

生と野点をする設備まで全部お持ちなのですよね。ところが近隣との関係で、外でのイ

ベントが出来ないみたいな、少し躊躇をするような話があったので、それは、個々の意

見の中にも例えばお茶を飲める施設があってもいいのではないかとか、そういう意見が

あったのですけど、目的がはっきりすれば、それなりの活用の仕方というのが計画され

て地域との調整というのも次の段階で入ってくるのかなと。そういう意味では、今の状

況のままでは、ただ植木の手入れをして、池の手入れをして、希望があれば赤鳥庵は貸

しますよと、そこに原因があるということですね。そのへんの議論もあったので、文章

表現のところは、そこを少し中心に整理してもらえれば良いかなと。 

原田委員長： そういう意味では、設置目的と矛盾するということもありますけども、また設置目的

そのものを明確化するということも地域住民の理解を得るうえで必須である、みたいな
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ところですかね。 

はい、ありがとうございます。ちょうど 8時ぐらいでございます、一時間半会議いた

しましたので、5分ほどお休みをさせて頂いて、最後Ｂ－５と、後、全体的な評価のあ

たりについてもコメントをいただくという順で進めさせてください。では 5分ほどお休

み頂きます。 

・5分間休憩 

原田委員長： では、開始いたしましょうか。 

先ほど少し戻りますけれども、地域区民ひろばのところで、総合評価をより下方修正

いたしました関係で、有効性のところも高いという評価ではまずいのではないかという

ご指摘を頂きましたので、このＢ－２の地域区民ひろばの有効性も普通にさせてくださ

い。はい。どうぞ。 

Ｂ委員： すみません、ちょっと今のところと関係しているのですけれども、この会議の冒頭で

委員長が事務局に確認されたのが、視点別評価の評点と総合評価は別であるというよう

なご説明がされましたから、もしそうであるとするならば、冒頭のところのどこかに基

準を明確に書いておかないと、ここの区民ひろばだけ整合性が取れていないというよう

にみえてしまうのですね。何を申し上げたいかと言えば、要改善にするなら全部普通と

いうのが他のシートなわけです。評価と名乗るのであれば、まずは、先ほど言った証拠

があるということと同時にシステマティックであるということが大事になりますので、

一般の人が見れば、視点別評価は総合評価の下にくっついて書いてあるので、当然のこ

とながら連動しているように見えてしまうのですね。そうではないとするのであれば、

そうではないとして最初に書いておくか、もしくは、見たところ区民ひろばのところを

全部普通にすると他の要改善と整合性が取れていると、だから、整合性を取ることを前

提としているわけではなくて、やるのであれば、この視点別評価と総合評価は区別され

ているのだと、でも少し、違和感を感じるのですけど、一般の人からすると、妥当性、

有効性、効率性が三点そろって総合評価だよねと一般に思ってしまいますので、そのへ

んのところを、どのように調整するのかということで疑問があります。 

原田委員長： そうですね。たぶんこの総合評価という評価そのものについては、当日のＡ、Ｂ、Ｃ

の判定に基本的な順付けすると、そして、視点別評価というのは、今回いくつか出され

た意見を集約すると、こういう観点では、高かった、低かったということをお書き頂い

たのだろうなと、そういった意味では、やはり両者は違うのでしょうね。ただ先ほど出

てきた意見、その総合評価に至る議論の中で、有効性がやはり高いと言えないのではな

いのかというご指摘があったので修正したわけですが、そういった意味では、こう、き

れいに整合性をとるとなると、Ａ、Ｂ、Ｃと、この三つの視点の関係みたいなところを

もう一回整理し直さないといけないということになると、ちょっと難しいかなという気

がしますけどね。 

Ｂ委員： 委員長のおっしゃるとおりだと思います。あともう一つ、もし、冒頭にこの評価書に

関する評価の方法とかのところで記載が可能であるならば、やはり今のことと関連する

のですけど、評価の設計にかける時間が初回だったということもあって、大変短いとい

うこともどこかに書いて頂いた方がいいのかなと。初年度だったので、やはり評価の設

計のところが、なかなか審議の時間も取れなかったので、今、申し上げたようなところ

も、うまく整合性も取れないわけですから、ちょっとした事情説明をしておけば良いの
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ではないのかなと思います。 

原田委員長： わかりました。今の点は評価の総括のところで、こういう委員会で実施をするという

のが、しかも公開で事業評価をするということを含めて一年目だったということで、充

分な制度設計が出来ないまま評価に臨まざるをえなかったというところがあると、次年

度の課題として、やはりそこはしっかり書いてまいりましょう。 

ありがとうございます。では最後Ｂ－５についてご説明頂きましょう。 

事務局： はい。最後の自転車駐車場です。こちらにつきましては、総合評価はおおむね妥当と

いうことで、視点別評価につきましては、全て高いということにさせて頂きました。当

日評価委員のみなさまからは、5人中 4人がＡ評価ということでした。一方で区民評価

人のみなさま、主に受益者負担の部分が中心だったかと記憶しておりますけれども、全

てＢ評価ということでございました。こちらについては論点が比較的明確になっており

ますけれども、一方で、それほど、こう多様なご意見があったというわけではないので、

ちょっとボリュームが不足しているということがあるので、委員のみなさまから色々ご

意見頂ければありがたいと思っています。現状評価につきましては、鉄道事業者の協力

を得ながら、放置自転車の解消に向けた施設整備を進めた効果が明確に表れていると、

効果が明確に表れているということは、バックデータとして放置自転車の数が年々減少

しているというところは、事務局としてもおさえてあります関係でこのように記載して

おります。運営については、指定管理者制度、業務委託、民間活用を進めながら効率的

に行われていると、サービス面において、24 時間開放以外のどこ、どういうものが工

夫かというところは、それほどあるわけではないのですけれども、一定の利用者の接遇

等も含めてアンケート等では、高い評価を頂いているという関係で入れさせて頂きまし

た。提言としましては、受益者負担のあり方については、放置自転車の数、これは上げ

下げすることによって、それが変わってしまう恐れもあるということなので、放置自転

車の数や負担の公平性を踏まえ、不断の検討が必要だと。サービス内容や利便性につい

ては、極力利用者の意見を反映する、これは、例えば地下駐輪場とか、なかなか出し入

れがしづらいというような意見もありますので、そういった意見も全て反映するのも難

しいですので、一定の反映をするような仕組みも必要だということです。民間活用して

いる施設については、設置者としての安全安心等に配慮が必要であるということで記載

をさせて頂きました。以上です。 

原田委員長： これは、まあ豊島区の誇るべき公共施設の一つ、うまくいった成功事例の一つなので

しょう。そういった意味では普通ネガティブな意見ばかりが、こういう公開事業評価に

出てまいりますけど、たまには褒めたいなという気もいたします。 

Ｃ委員： 評価委員の評定と区民評価人の評定が、評価委員はＡが圧倒的に多い、区民評価人は

Ｂ、ということで分かれているといえば分かれているのですが、区民評価人の方たちの

ご意見というのは、要するに効果が出ている、出ていないとかいうより、要望が個々に

それぞれあって、ああして欲しい、こうして欲しいということですので、この総合評価

のところでは、私はこういう書き方でいいかなと思います要望について満たしていくと

いうのは、この水準にある行政サービスについては、あとは、どこまでお金をかけるか

という、それこそ予算レベルの話でもありますし、書き方としては今のまんまではなく、

これからも考えながら続けていってくださいね、そのくらいの主旨でよろしいかと思い

ます。 
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原田委員長： はい。お二方いかがですか。 

Ｅ委員： 私もこれでよろしいとは思いますが、現状少しキャパが足りないという話があって、

これは今作る、新しく増やすという話になっているのですよね。 

Ｇ委員： 計画はあります。 

Ｅ委員：  ボリューム的なことがございましたら、そのへんのことを少し触れていただいて、あ

とはございませんという気もいたします。 

原田委員長：  では今後のその駐車場の増設についても引き続き進めて欲しいと。 

Ｇ委員： 計画されていることでもあるので、それを着実に推進していく。 

原田委員長： そういう主旨で。計画に則って着実に推進してほしいというような記載を加えましょ

う。 

 Ａ委員、大丈夫ですか。 

Ａ委員： 大丈夫です。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。私は最後の評価があって良かったかなという気が、

個人的にしております。別の場所で、某大学でお酒を飲んだ時のことをちらっと思い出

しました。余談でありますが、非常にこう良い取り組みだと思いますので。 

はい。ありがとうございました。では、文章を修文いたしまして、もう一回メールで

ご確認頂きましょう。その記載を変えたところについて、何か線でも、ラインでも引い

てもらってといたしましょう。では、評価のシートそのものについては、以上でござい

ます。 

では、あと残された時間でいくつかございます。もう一度 4ページをご覧ください。

評価結果、今まで 10 件改めて評価、各公共施設について評価をしてまいりました。そ

こで、先ほど申し上げましたように、その委員長の総括というような文章を付けたいと

いうことであります、実際の例示としていくつか挙げられています、今日この場でご議

論といいますか、ご意見を頂きたいのは、こういう点については全体総括で、追加的に

言及をせよ、先ほどの 10 件の評価を踏まえてそういうものがあればお出し頂きたいと

いうのが、このポイントについての議論であります。私としては、その後もすぐに申し

上げますけれども、来年度、来年度の公開事業評価をどうするのかということと少し関

わりますので、そのあたりを含めて資料説明をいただきながら、ここについてどのよう

な取扱いにするのかについて議論したいと思います。お願いいたしましょう。 

２．平成 25年度の公開事業評価のテーマについて 

事務局： それでは、まず、順不同になってしまうのですけれども、資料６－３をお取りだし頂

きまして、もし委員のみなさまのご了解が頂ければ、来年度も引き続き、公開事業評価

を実施したいと思っておりますので、そのテーマ等についてのたたき台ということで、

色々ご意見を頂ければと思っております。まず一番上のテーマを定めることについて、

ということなのですけれども、今年度は公共施設の運営ということでテーマを絞りまし

た。これについては、本委員会が政策レベルの評価を進めるということがありますので、

個別のあまり整合性がないものを単体で評価をしていくのは、仕分けとしては有効なの

かなと思いますけれども、それ以外の部分について、なかなかその効果というところが

見えづらいというところがございますので、テーマがあった方がよろしいのではないか

と事務局としては考えております。これについては、個別事業の施策の評価を行ったう
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えで、テーマの全体のあり方について提言するというところが、今の委員長からお話が

ありました、この公共施設の運営全般の総括というようなものに関連してくるかなと思

っております。テーマを定めるうえでの条件としましては、個別の施策・事業の評価を

行えるということで、一つのテーマだけをお話ししますと、なかなか区民の方の参加が

難しい、また、とりとめも無い議論で終わってしまう恐れもあるということなので、あ

くまで個別の施策・事業の評価を行ったうえで、全般を改めて考えるということが適切

かと思っております。区民の方が評価可能なテーマであること。特定の分野だけ、例え

ば、福祉、環境というテーマ、特定の分野だけでなく、区全体にかかわる事項、今回の

公共施設がまさにそうだったかと思いますけれども、そういったものが、よろしいので

はないかと思っております。また当初から結論ありきのテーマにならないものが、適当

だと考えています。テーマの例示としまして、公共施設の運営は更に深掘りをするとい

うことで、今回 10 施設でしたけれども、今回評価出来なかったもので、これも出来た

らというものがあれば、それを加えて評価するということで、来年度も引き続き、公共

施設の運営の数施設の評価を行ったうえでの公共施設の運営全般についての検証・提言

ということもあるのかなと思っておりまして、もし、このテーマでいくということであ

れば、今の総括のつくりは若干変わってくるのかなと思っております。三番目に個別の

評価を行ったうえで、シンポジウムやパネルディスカッションというような形式もある

かなと思っております。その他は、例示として、給付事業のあり方や、雇用対策、就労

支援に係る色々な事業を評価して全般を見ていくと。また協働や普及啓発、イベントの

事業、民間活用の事業、それから、予防ということに着目をして、犯罪、介護、それか

ら虐待や紛争予防等の予防というところを切り口として、その効果等を検証するという

ようなものもあげられるかと思っています。それから事務局がいくつか考えたものなの

で、委員のみなさまから、もし色々なテーマがあればお出し頂いて、良い公開事業評価

が出来ればと思っております。ご説明以上です。 

原田委員長： では今ご説明頂いた資料６－３でございますけども、来年度の公開事業、引き続き実

施をするとすれば、どれにしようかということでありますが、だいたいこの種の皆さま

にお願いをしている委員の任期というのはありましたか。 

事務局： 2年です。 

原田委員長： 2年間で一サイクルと考えますと、もう一回公共施設の運営を残りの、特に扱ってな

いような分野もありましたので、そこを扱っていくというのも一つの考えなのかなと、

私は個人的に思っております。その意味で、もし、みなさまが、これでよろしいという

ことであれば、来年度も、私としては、事務局は、そのように考えていたようでありま

すけれども、公共施設の運営として、今年取り上げたそれ以外の分野を取り上げてまい

りたいと、たぶんこれは、今回のその公開事業評価でも区民の方がたが、日曜日の真夏

にもかかわらず、かなりお集まりになったということであるということや、予告してき

て色々な分野に渡るという意味で、関心を呼ぶことができるのではないかなという気が

しております。もちろん公共施設は公共施設なりの評価がしづらいところ、やはり、い

くつか出てきたわけですけれども、そのノウハウみたいなものも今年の経験を活かせる

のではないかという、ちょっとした欲がないわけでもありません。私からの提案でござ

いますけども、来年度、どのようにやっていくのか、シンポジウム等の記載もございま

すけども、このあたりは、また後々の議論とさせて頂いて、まずは、テーマについては、
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公共施設の運営について、来年度も継続的に議論することでいかがかということが、提

案のひとつであります。もうひとつは、先ほどの 4ページのたたき台のところに戻って

いただきますけれども、もしも今年、公共施設今年でお終いということであれば、委員

長総括みたいなものを書こうと思っていたのでありますが、今、申し上げたことを考え

ますと、ここの書きぶりというのは、今まで、今年度 10 施設を扱った時の評価のポイ

ントとしては、こんなポイントがあったのだ、こういう視点があったのだということを

現段階において記載をするというような書きぶりになるのかなと思っております。この

4ページをどう書くのかということを決めるためには、先ほどの６－３の公開事業評価

のテーマをどうするのかということを、先に決めてしまいたいと思いますので、まずこ

の点よろしゅうございますか。来年度もぜひ、今年の経験で進めさせて頂きたいと思い

ますが。 

はい。ありがとうございます。では、それを前提に来年度は、公共施設、今年度の

10 施設に比べて、来年度はいくつか扱う、その施設も含めて、公共施設の全体的な評

価として、とりまとめとしての評価をすると。そういった意味では、今年度、ここに書

く文については、限られた対象であり評価をしたのだけど、こういう視点がなされたの

だと、そういった点については、最初の総括を待たずに検討してほしいとか、あるいは、

こういう論点があったので、来年度もしっかり取り組んでいきたいとか。そういうよう

な評価委員会としては取り組んでいきたいということを書くことになるのかなと思っ

ております。そうした意味で中間的な総括として、もしここに書くとすれば、どういっ

たものがあるのかということを 5 分から 10 分くらいでご議論頂ければと思いますけれ

ども、私から今日の議論を振り返ってみますと、ここに記載すべき内容としては、先ほ

どの妥当性の議論みたいなところが、かけているのかしら、という気がしております。

妥当性というよりも必要性なのかもしれませんが、施設ありきの政策展開がなされてい

る、時代の変化に機動的に対応されたいというところをもっと先までいって、やはり、

そもそも設置目的そのものの妥当性について考えるべき施設があることも事実だと、そ

うしたところは、ここに加えていく必要があるのかなと気がしております。他に何か、

こういう点は、中間的に書いておいた方が、良いのではないか、これたぶん来年度、私

たちが評価を引き続きする際のポイントにもなってくるのかなという気がいたします

が、いかがでございましょうか。Ｃ委員いかがでございましょうか。 

Ｃ委員： はい。私も今回のところで一番言うべきところは、妥当性というか、要するに施設の

設置目的が曖昧だというところに問題がある施設が、いくつも見受けられたので、そこ

を重点にまた来年度に向けて取り組んでいくというのが、一番いいのかなと思います。 

原田委員長： はい。ありがとうございます。そういう中間的総括になるのは、そういうものをチョ

イスしたからだというようにも、たぶん言えると思いますので、来年度チョイスするも

のに、そういうものもあるかどうかわかりませんが、ややもすると、そういったことに、

なりがちであるということも確かだろうなという気がいたします。 

Ｇ委員： 今のご意見を入れるのは、ということですが、そうすると、逆にここで例示として上

げてある将来の改築・改修経費云々というのは、全く今回、具体的なところでは、出て

きていませんので、これを書くことはやはり適切ではないのかなと。それで来年も公共

施設のことを引き続きやって、トータルな部分での評価ということになると、ぜひやは

り、この視点、やはり今度は、個別の部分をやったのはやったのですけれども、全体と
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しての施設、豊島区の場合の持っている施設のその負担度といいますか、限られた財源、

あるいは、将来への他の施策がある中で施設が、これだけウエイトを占めているので、

良いのだろうかとか、そのようなマスとしてのとらえかたというもの、ひとつ考えてみ

ても良いのかなと思います。 

原田委員長： そのあたりは、ぜひ来年度の課題ということにいたしましょうか。まずは、その個別

の施設の評価を積み上げていったうえで、その先にいったいもう少し上のレベルとし

て、どういった施設管理、運営の、区の方針みたいなところにまで、何か一定の提言が

出来るのかみたいなところはあるのかなという気がしますね。この段階では、まだ、全

部をざっと見たというような自信は全然ありませんので、何とも言えないのですけど、

少しは、何かチラチラと見えつつあるのかなという気もいたしますけれどもね。 

Ｇ委員： 所管部局で、施設管理部というのがあるのですけれども、全体の施設を取りまとめて、

施設白書なるものを今年度末くらいに出す予定があるようですので、そうしますと、か

なりその全容が見える良い資料になるのかなと思います。 

原田委員長： わかりました。では、この個別の論点、ポイントとして、課題として書いたことに加

えて、来年度の方針として、今年度の評価も含めた施設の評価を進めながら、全体的な

大きな方向性についても、一定の提言を行うと、その評価に基づいてでありますけれど

も、そういう可能性を視野に入れましょう、ということを書きましょう。他には、いか

がでしょうか。 

Ｅ委員： 施設ありきの政策展開というのは、もう少し具体的に教えて頂けますか。どういうニ

ュアンスなのか。 

事務局： そうですね、当日ご意見で出ていたものが、例示として、例えばスポーツ施設につい

て、スポーツの政策とか健康増進というものが、必ずしも区が施設を保有して行わなく

ても他の方法があるのではないかというようなご意見もありましたので、その施設の保

有、まず施設があるからそこでやるとか、スポーツは施設がなければ存在しないという

ことの発想の転換ということなのかなと思っております。 

原田委員長： では、そのようなわかりやすい表現にいたしましょうか。 

Ｅ委員： そうですね、おっしゃるとおりなのですけど、施設の評価をしていますので、どうな

のでしょうね。 

原田委員長： そのあたりが、そもそもいるのか、みたいな話になってくると、なかなか難しいとこ

ろですね。ただ設置目的が、Ａだった、段々Ｂに使われていった、でもあるから使いま

しょうよというところは、やはり何となくこの文章に合致するような事案もあったかな

という気がいたしますけどね。 

Ｃ委員： 勤労福祉会館とかがそうですよね。 

原田委員長： そうですね、勤労福祉会館がそうですね。 

はい。他には、いかがでございましょうか。はい、Ａ委員。 

Ａ委員： 施設の評価というと、私たちごっちゃになってしまうのですけど、ほとんどの施設は、

指定管理や委託できるものはしているので、こういう妥当性とか効率性を考える時に、

要は、任せている業者の妥当性という話にどうしてもなりがちなのですよね。だからそ

のへんのブレが無いようにしたいなと自分でも思うのですが、そうすると、業者にある

程度委託をしたり、指定管理にしたりすることを前提に話を進めるとすると、特に今回

配慮して、一応書いて頂いていると思うのですけど、要は、どうしてもコストの多寡で
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判断される傾向があって、例示でもやはりそういう書き方になっているのですが、要は、

専門性を有する非常勤職員の活用によってというところは、その組織単体で見た時の効

率性は上がるかもしれませんけど、要は、地域のディーセントワークみたいな話になる

と、要は、食えない、ワーキングプアを大量生産する装置になってしまうと具合は悪い

ですし、例えば保育園のところなんかは、南大塚保育園の運営委員やっていて、つくづ

く感じるのですけど、あそこの収支をみると、結局、その運営補助を別途受けたり、別

の形の補助を受けて全体として収支とれているわけですね。だからこそ、ある程度の給

与を払う職員を、アルバイトでない職員を置けるわけで、そこの質のコスト、質の担保

がはかられたうえでの効率性なわけですね。あるいは、私立の保育園にすることによっ

て補助金がもらえる。そういう部分をある程度視野に入れた効率性をはかるとすると、

実はあまり、きちんと費用対効果を出していませんけど、そういうところの効果、リス

クというところを入れると、あまり直営とコスト下がってないような気もするので、補

助金をもらっている分、コストは下がっているのかもしれないけれど、全体としてのコ

ストからみると、ある程度、効率性という狭い目でとらえちゃうと、ちょっと限界があ

るので、今回は、一応配慮して書いてもらっていると思うので、そのへんは今後配慮し

て頂けたらありがたいと思います。 

原田委員長： なかなかそのあたりは、難しいと思いますが。 

Ｇ委員： 実は、おっしゃるとおりの危険性というのはあると思うのですが、それは、たぶん施

設というより指定管理制度、制度が出来て 7、8 年経つのでしょうか、そのへんの評価

というのが、やはり必要なのだろうということで、施設の中でそれをやるべきかどうか

ということで、ちょっとテーマが難しいと思うのですね。だから今後、もし政策評価を

やっていくとすると、本区についても、そういう指定管理をこれだけやったけれども、

やった結果どうなのだろうかというところなんかは、ひとつ、やはり今後、横串ででき

るものでありますので、テーマには、なりうるのかなと思いますけれども、今ここで、

施設の中でそこまでやると、すごく難しい議論になってしまうのかなと思います。 

Ａ委員： 逆にそうして頂けるとありがたいです、要は、この効率性で色々な面を見ていると、

資料６－２なんか見ていると、図書館とかいくつか節々で、要は、民間に移管したから

効率高まったみたいな記述があるので、そこは分けて議論して頂けるとありがたいなと

思います 

原田委員長： または、これ別途いりますね。やはりこの場が適切かどうかというのはわかりません

けども、指定管理者制度そのものの問題ですかね、という気がいたします。私どもの大

学でも様々な種類の職員が働いていて、委託を使っていたりするのですが、短期的な効

率性が上がっているのかどうかすら、しっかり考えていないと言いますか、外に出した

段階で効率的だといっている以外、何も考えてないというところもありますので、その

あたりは、やはりこの仕組みを超えてしまうのかもしれませんけど、書きぶりにはやは

り注意をしてまいりたいと思います。合わせて、やはりその非常勤職員の活用というと

ころも書き方としてなかなか難しいかなという気がしています、やはり使えばいいのか

という話になりますし、恐らく区議会でも色々な質問が出てきているところかなという

気もしています。私自身、総務省の定員管理研究会のメンバーなのですが、定員だけを

見ておけばいいと常にいわれることでありますので、すごく、この部分は、私も気にし

ているところです。ですから、このあたりの書き方についても、中間的な総括のところ
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で、少し気を付けて書いてまいりたいと思います。 

はい。ありがとうございました。では、この文章についても合わせて私の方で事務局

と相談をしながら作ってまいりたいと思います。では、今日頂いた、繰り返しになりま

すけれども、10 の施設の評価につきましては、改めて修正をいたしまして、皆さま方

に確認を頂くということにさせてください。今日の一応議題としては、以上でございま

す。では、事務局から最後に。 

事務局： 本日は、様々なご意見頂きましてありがとうございました。こちらのいたらなさで不

十分なご説明、冗長な説明をして非常に申し訳ございませんでした。今、委員長からお

話がありましたとおり、頂いた意見を整理して、委員長ともご相談しながら案文を作っ

てまいりたいと思います。また出来ましたら、委員の皆さまにも見て頂いて最終的なま

とめをしたいと思っております。もし軽易な内容の変更であれば、みなさまにメール等

で見て頂いたうえで、その後、公開の手続きに移らせて頂きたいと思います。また、そ

れだけでは、ちょっと足りないということであれば、また委員長とご相談しながら、次

回の会議の中で諮ったうえで公開するという手続きをとりたいと思っております。次回

の予定なのですけれども、一応今日それぞれ予定をつけて、ご都合をお聞きしましたけ

れども、1月の中、下旬くらいを予定しておりますけど、これにつきましてもこの場で

は決められない部分もございますので、改めて日程を設定させて頂いてご連絡したいと

思っております。本日は、ありがとうございます。以上です。 

原田委員長： それでは、第 6回の政策評価委員会をこれにて終りにいたします。先ほどのご発言か

らすると段々そんな時期になってきたのかもしれませんが、早いのですけども、みなさ

ま良いお年をお迎えください。ありがとうございました。 

 

 

 

 

会議の結果 
（１） 次回までに意見を整理し、報告書の案文を作成する。 

（２） 次回日程は 1月中・下旬とし、事務局よりあらためて通知する。 
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