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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７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 25年 1月 10日（木） 10時 00分～12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． 平成 24年度事業評価報告書について 

２． 平成 25年度の政策評価委員会スケジュールについて 

(1) スケジュールについて 

(2) 公開事業評価の実施方法について 

３． 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）・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 

事務局：  委員のみなさまお集まり頂きましたので、少し時間より前ですけれども、始めさせて

頂きたいと思います。年初めの忙しい時期にお集まり頂きまして、どうもありがとうご

ざいます。昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

第 7回の政策評価委員会でございますけれども、本日は、まず前回ご検討頂きました報

告書の内容を修正させて頂きましたので、その最終決定をして頂きたいと思っておりま

す。その後、25 年度の政策評価委員会のスケジュール、また公開事業評価の実施方法

についてご協議を頂きたいと考えております。なお、本日傍聴をご希望されている方、

一名いらっしゃいます。お認め頂きたいと思っております。よろしくお願いいたします。

それでは以降の進行、委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長：  それでは、今日は第 7回ということですが、今年に入りまして初めての委員会を開催

いたします。特に今回は、先ほど事務局からご説明ございましたけれども、年末年始に

かけまして、みなさま方に最終的な報告書の文案を、事業評価報告書をご覧頂いたので

ありますが、これで最終的に、できれば固めてしましたいというのが今日の最大の目標

であります。だいたい一時間プラスアルファー、一時間以内くらいでもし終われば、そ

の後は、来年度の体制についてもスケジュール等についても確認をしてまいりたいとい

うところでございます。それでは、議題の一番最初、今、申し上げました事業評価報告

書についてですが、すでにみなさま方にはお目通し頂いてはおりますけれども、改めて

簡単に内容をご説明頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

・１ 平成 24年度事業評価報告書について  

事務局： それでは冊子になっております、24 年度事業評価報告書、こちらの案をお取りだし

頂きたいと思います。こちら前回の際には各施設の評価というところを中心にご説明を

させて頂きまして、委員のみなさまから様々なご意見を頂きました。その内容を踏まえ

て修正をはかったものでございます。また、公開事業評価、また政策評価委員会の一年

の振り返りの総括という部分につきましては、前回は記載をしておりませんでしたけれ

ども、本日は、その部分も記載した資料でお配りをしております。それについても改め

て振り返って頂くという意味で委員のみなさまに簡単にご説明をしたいと思います。資

料の作りとしまして、最終的には参考資料という部分で、これまで取り上げた資料も全

て添付をしておりますので、初めてご覧になる区民の方等についても、今回の取り組み

の趣旨や評価の内容についてもご理解頂ける内容かと思っております。それでは、少し

説明が長くなるかもしれませんけれども、順次ご説明したいと思います。 

まず、お開き頂きまして、最初のところには目次がありまして、全般の作り、この報

告書の作りが記載されております。一番のところ、ページでいうと 2ページですけれど

も、「はじめに」ということで、この政策評価委員会の原田委員長名で、今回の政策評

価委員会の立ち上げの趣旨や公開事業評価の考え方等について記載をしております。こ

こを少し簡単にいくつか掻い摘んでお話をさせて頂きたいと思います。まず 4行目のと

ころですけれども、区がこれまで平成 13 年度に行政評価を本格的に導入して、さまざ

まな改善を図ってきたという記載がありますけれども、安定的な制度設計には至らなか

ったと。特に評価の実効性、区民意見の反映、総合的な評価という点に課題があったと

いうことで、政策評価委員会では、区の外部と庁内の双方から委員を選出しまして、「内

部だけの評価」「外部だけの評価」としないということで、より実効性を担保した評価
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を練り上げていくというような趣旨をこちらに掲げました。また、区民意見の反映等に

つきまして、新たな取り組みとして公開事業評価という手法を入れたと。この中では、

区民評価人制度も立ち上げまして、公開で評価を行うことにしたと。また政策横断的な

テーマを設定し、縦割りになりがちな区の事業を総合的に捉える工夫をしたということ

でございます。空白がありまして、その後、そこから 4行目ですけれども、公開事業評

価の時間的な制約という大きな弱点を持つために、その場限りの結論とせず、改めてそ

れ以降で審議を重ねたうえで、この報告書を取りまとめたという記載をいたしました。

この報告書が各施設の運営の向上、あるいは、あり方の指針となって、区の政策や施策

に具体的に反映されていくことを期待するというような記載をさせて頂きました。また

この報告書については、個々の施設を中心に評価がされておりますけれども、前回ご審

議頂きましたとおり、委員のみなさまの任期が 2 年であるということで 25 年度も引き

続き、この公共施設の運営をテーマに評価を行って、施設全般の報告、提言というのを

行うということになりました。本委員会では、公開事業評価を含めた行政評価システム

が安定的な仕組みとして定着し、区民の方がた等のご意見を取り入れながら実効性のあ

る改善効果が継続的に得られるよう努力してまいりますという、僭越ですけれども、そ

のような記載をさせて頂いたところです。 

続きまして 3ページをお開き頂きたいと思います。こちらについても振り返りの部分

になりますけれども、政策評価委員会の設置について、設置の目的については、様々あ

った課題の中のところで、指標の設定やこれに基づく評価の体系の整備、評価結果の実

効性の確保、区民意見の反映、それから政策提言というようなところが課題としてあり

ましたので、こういったところも対応するというような目的で、この委員会が立ち上が

ったというところでございます。委員会の特徴としましては、外部委員のみによる第三

者評価の形式、本区でも以前この形式をとっておりましたし、他の自治体でもほとんど

が、こうした外部評価、第三者評価というやり方でありますけれども、少なくとも本区

の取り組み結果では、外部の評価の一つの意見で終わってしまっているというような要

素が非常に強いということがありましたので、その実効性の確保という意味で、区職員

を加えたうえで、よりよい方向性を共に考えていく協働型、対話型の会議体として設置

するというような趣旨、これは改めて記載をさせて頂きました。 

4ページの部分については、これまでの政策評価委員会の開催経過を記載しました。

本日まで 7回の審議、これは、当日の評価も含めてですけれども、それぞれのどのよう

なことを行ったかという記載をいたしました。 

続いて 5ページでございます。公開事業評価の実施についてということで、実施目的

や実施内容、広報、評価の方法というところで、改めて記載をいたしました。評価の方

法、（4）のところですけれども、事業仕分けのような追求型の評価ではなく、対話型の

評価とするというようなところで、これは、当日委員のみなさまからもご配慮いただい

たことでございます。 

6ページのところですけれども、テーマ及び対象事業ということで、本委員会の中で

は（2）のところですけれども、当初から結論ありきの議論となることを避けるために、

できるだけ対象事業の選定には、区または職員の恣意を働かせないと。区側がこの事業

廃止してもらいたいのでこの事業をテーマにするとか、色々ケースも多々ありますけれ

ども、そういうことにしないために、区民の方から選んで頂きやすいテーマを設定する
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ことが良いだろうということで、今回無作為抽出の方法でアンケートを実施しまして、

区民の方から選んで頂いたというやり方を試みました。 

続きまして 7ページでございます。これが一年間、今回の公開事業評価の振り返って

の総括ということで記載をさせて頂きました。非常に長文で、段落も区切らずに、すご

く見づらい部分もありますけれども、エッセンスは、この中にかなり入っているのかと

思っております。少し見づらくて行数の表示もないのですけれども、いくつかポイント

の部分でお話をさせて頂きたいと思います。区民参加、区民意見の評価の反映という点

については、今回は、区民評価人制度を設定いたしまして、また区民の方に自由に傍聴

いただけるという、この二種類の形で区民参加ということを拡大したというところでご

ざいます。従来は内部完結型の評価ということでしたので、特に区民評価人さんが入っ

たということで、評価の客観性とか、透明性というところも広がっていったのかと思い

ます。一方、参加者の人数ですけれども、傍聴者が、今回 48 名という結果でございま

した。内訳を見ますと、自治体関係者や区議会議員の方が大半をしめるということなの

で、今後の課題としては、一般区民の方に、より多く参加して頂くと、区民の方が参加

しないことには、この趣旨も半減してしまうと思っておりますので、時期や会場、周知

の方法についての検討が必要だという課題をあげました。区民評価人の選出方法につい

ては、一般的には公募という手法が考えられますけれども、できるだけサイレントマジ

ョリティ、声なき声というところを汲み上げるという目的で今回は、無作為抽出の方法

を選出しました。これについて 2,000人の方にお願いしましたけれども、結果としまし

ては 43 名ということで、当日の参加では 31名ということで、だいたい 50人に 1 人、

もうすこし少ないでしょうか、ということで参加率が低いと、他の自治体で見ますと、

やはり 5、6％から 10％くらいご参加頂くということなので、やはり自治体の帰属意識

等の問題もあろうかと思いますけれども、できるだけこの部分についても今後改善しな

ければいけないと思っております。区民の方が、議論に参加しない方法をとったという

ことにつきましては、参加できるようにしてほしいというご意見も中にはありましたけ

れども、現実に参加する場合には相当な事前の研究やその方のスキルということも必要

になろうかと思いますので、この形式が現在では一番良いのかなと。場合によっては、

区民評価人さんの中からある程度選考してお一人、お二人入って頂くということも今後

あろうかと思っておりますけれども、概ねこの制度の部分については、評価を頂いてい

るというアンケートの結果等もありますので、継続をできればと思っております。（２）

の総合的な評価ですけれども、事務事業評価では、事業を一個ずつ取り上げて個別に評

価するということでございました。中段より少し上ですけれども、今回の事業評価では、

公共施設の運営をテーマとして、縦割りの事業を同じ土俵に並べるということがありま

した。会場を二つに分けておりますので、会場ごとの差違というものも生じております

し、また区民評価人さんも、入れ替えで同じ方がずっと評価するということでなかった

ので、評価に若干のバラつきが、見られましたけれども、この点については、ある程度

やむを得ないのかと思っております。ただ施設というテーマでやっていますので、統一

的な評価のポイントというところでは、共通認識が持たれているのかと思っております

ので、こういうテーマづけというところは、今後も継続する必要があるのかと思ってお

ります。 

続きまして 9ページでございます。これは別表、今回の公開事業評価の実施状況と総
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括ということで、妥当な部分と改善点となりますけれども、改善点というところ、いく

つか挙げさせて頂きますと、開催の時期等については、学生さんの参加というところで

は、夏休み前がいいかと思っております。区民評価人制度については、やはり参加者が

少ないということでの工夫が必要だろうと。それから区民評価人さんへの報酬なのです

けれども、今回、無報酬ということで、記念品として 1,000円の図書カードをお渡しし

ました。今回この区民評価人さんの参加率の低さというところについては、ある程度、

報酬をお支払いすれば、恐らく 2倍、3倍には上がっていくのかということで、発送す

る数で調整をするか、ある程度報酬を最初から設定するかによって、参加率の向上とい

うところには、調整できるかと思っておりますけれども、無報酬で参加する方のモチベ

ーションというか、それが非常に高いということがあります。お金が出るから行きまし

ょうという方に比べると、そういったご本人の達成感というところもありますので、即

時に、この報酬づけというところでは、どうなのかなと思っております。まだ、様々ご

ざいますけれども、後程ご覧いただければと思います。 

続きまして 10 ページ、ここからが評価の内容になります。まず評価基準ですけれど

も、前回お話しさせて頂きました通り、妥当、要改善、抜本的見直しのＡ、Ｂ、Ｃの三

種類での評価基準と致しました。それから視点としまして、妥当性、有効性、効率性と

いう視点がございます。前回特に区民住宅の部分なのですけれども、施設の設置目的に

は合っているのだけれども、設置目的そのものが、時代のニーズに合っていないではな

いかと。ですから妥当性というより、むしろ必要性ではないかというようなご意見があ

りましたので、この妥当性という中には必要性も含むと、こちらの方で解釈をして補足

をさせて頂きました。実際に個別の評価のところの妥当性のところについては、目的に

即した記載をいたしませんでしたので、ここの部分だけは、改めて追加をしたいと思っ

ております。後ほどお話させて頂きます。これらの視点等を踏まえると、例えば、条例

上の設置目的に沿った運営はしているけれども、サービスの質や利用率の水準が低く、

コストパフォーマンスが低いというようなところになると、妥当性が高い、有効性が低

い、効率性が低いというようなことになります。普通とか低いというところは、まだ、

伸ばす改善をするような余地があるということなので、それについて各委員のみなさま

からも提言があるので、区側としては、その部分についても意見を参考にして、それら

の改善を図るということで記載をしています。 

続きまして 11 ページ以降、ここからが、個別の施設の評価に入ります。頂いたご意

見については、反映させて頂きます。ここからは全体的な総括ということでお話させて

頂きます。まずは、図書館ですけれども、総合的な評価としてＡ評価ということです。

これについては、民間事業者の有効活用というところがなされていると。ただ課題とし

ましては、利用者の意見の反映が不十分であるというようなところで、委員のみなさま

からの提言、ここは、前回と少し修正させて頂きましたけれども、委員会の提言という

ところまで、今回時間的にまとめが至らなかったというところもありまして、委員によ

る提言というような文言にさせて頂きました。少し補足させて頂きます。ここでは、他

の手法との効果比較の検証が必要であると。それから、時代の変化に伴っての図書館の

役割等を踏まえてニーズに即した施設運営ということを記載させて頂きました。 

12 ページの 2 番目の保育園です。総合的な評価としては、Ａ評価ということで、待

機児童対策に向けての努力、また民間事業者の有効活用というところが現状の評価で記
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載をいたしました。委員のみなさまからの提言ということでは、受益者負担の検討、そ

れからサービスの質の検討、それから特別保育の拡充、病児、病後児保育等の特別保育、

延長、一時保育等もありますけれども、ただ、ここについては、すでに入園出来ている

方のサービスを高めますと、入園出来てない方との格差が広がるということなので、折

り合いが必要であろうということを補足させて頂きました。 

続いて 13 ページ、3 番目のあうるすぽっとです。総合的な評価としてはＡ評価とい

うことで、文化芸術政策の中核施設として、様々な高質な事業展開がされていると。稼

働率も高いですし、区民アンケートの結果も好評であるということで、施設運営として

は、おおむね適切であると。ただ委員のみなさまからの提言としては、区民認知度、こ

れは、最初に対象施設を選ぶときの中でも、このあうるすぽっとは最下位という、認知

度があまり高くないのではないかというところも想定されます。区民認知度は十分とは

言えないということです。どちらかというと、区民の方の施設というよりは、区外にも

発信するような要素も非常に高い施設というところもあります。それはそれで否定する

ものではないと思いますけれども、区民への普及啓発を図ることが非常に多額の財源を

要する施設への区民の方の理解を高めるということで重要である等を記載させて頂き

ました。 

続いて 14 ページのスポーツ施設です。こちらは、Ｂ評価ということで、現状として

は、民間ノウハウの活用をしながら良質なサービスが提供されている。また区有地の有

効活用で財政負担を軽減するような姿勢を評価できると。ただ、やはり施設ありきの、

こういうスポーツ施策の展開という要素が非常に高く見受けられるというところがあ

りますので、必ずしも施設を保有しないでも提供できるサービスがあるだろうと、そこ

にかかる財源を別の事業に振り向ける方策もあるという等の記載をさせて頂きました。

その他、受益者負担についても検討が必要だというような提言をさせて頂いておりま

す。 

続いて 15 ページです。Ａ会場 5 番目の勤労福祉会館です。総合的な評価としては、

一応最下位ですけれどもＣ評価ということです。これは、利用率は高いというとこで、

区民の自主的な活動の場としては、定着していることは評価できると。ただ中小企業で

働く勤労者の文化、教養、福祉の増進という設置目的からは、かなり乖離がされている

と。貸館要素が高いということなので、目的をもう一回見直すか、目的に合った運営を

するかというところの大きな検討が必要だろうというような記載をさせて頂きました。

また利用者のニーズ等も十分把握したうえで施設のあり方を検討するという提言にな

っております。 

続いて 16 ページ、区民住宅です。こちらについては、総合評価がＣということで、

先ほどの視点別評価のところの妥当性の部分で、設置目的に即した運営がされているか

の他に、必要性というようなところで、設置目的そのものが、時代のニーズに合致して

いるかというようなことがあります。この施設については、設置目的には合っているの

で、そこでいうと必要が高いと、ただ設置目的そのものが時代のニーズに合っていない

ということで、大変恐縮なのですけれども、この妥当性の設置目的に即した運営がなさ

れているかの後に設置目的そのものが時代のニーズに合致しているかという 10 ページ

のところを追加頂きたいと思っております。大変申し訳ございません。こちらについて

は、当日、公営住宅というテーマでございましたけれども、議論の中心が区民住宅であ



- 7 - 

りましたので、区民住宅に特化したもので記載をしております。お話頂きました通り、

すでに役割は終えているだろうというような部分で、空室率が高まっているところでそ

れを何とか改善する意味で事業の終了の決断の時期にきているだろうというような記

載をさせて頂いております。 

続きまして 17 ページです。Ｂ会場 2 番目の区民ひろばです。こちらについては、他

の施設に比べると非常に文章のボリュームがありまして、少し区側でも色々評価できる

点と、課題の点もありましたので、当日の議論等に少し文章を修正等させて頂いており

ますけれども、何かこう加工して議論に無いものを追加したということではございませ

んのでご理解頂きたいと思います。現状の評価としては、地域住民で構成される運営協

議会が主体となって運営する新しいコンセプトの公共施設であると。区民の認知度も向

上しているという点については、地域の理解も含めた普及啓発の効果であろうと。一方

課題としまして、利用者の固定化による施設の閉鎖性や、当初目的でありました世代間

交流の不足、そういう声も寄せられておりますので行政の調整力が求められると。今後、

この施設で大きなテーマになっております自主運営なのですけれども、かなり今後 25

年度にも 2、3 施設の自主運営が予定をされておりますけれども、この部分について、

まだ発展途上の施設であって、現状で有効性が高いとはいえないものの、色々な可能性

のある施設でもありますので、そういう挑戦する姿勢は評価したいというような評価に

させて頂きました。自主運営等につきましても、やはり区の適切な関与、支援というと

ころは、必要だというところで、委員の提言として、まず 1番目に入れさせて頂きまし

た。2番目としては、当日の議論にありました通り利用者の固定化を防ぐような色々な

努力と、世代間交流というところについても、十分配慮するというところを入れており

ます。またＡ委員からありました運営協議会に固定して、そこで自主運営をお願いする

ということではなく、色々なやり方があるだろうと。例えば公募によって、最適なＮＰ

Ｏ法人に委ねるとか、ソフトとハードを分けて、委託を考えるとかそういうようなもの

もありますので、そういう様々な検討が必要だろうというところは、記載をさせて頂い

ております。 

続きまして 18 ページ、公園です。こちらは、総合的な評価としてはＢ評価というこ

とです。これについては、当日の議論にもありました通り、地域特性を踏まえた公園運

営がなされてなくて画一的であるというようなところが課題ということで、地域を交え

て、どういう公園にしていくかというようなところを考えていくというところが区に求

められるという提言をしております。 

続きまして 19 ページ目白庭園です。こちらの総合的な評価としてはＣ評価で、現状

の評価として、目的としては、伝統文化を育むということなのですけども、なかなかそ

の辺の文化政策の中でどういう位置づけなのか不明確であると。サービスの内容も固定

化されておりますし、ＰＲもあえてそれほどＰＲしないような地域の方に配慮してとい

う要素もありまして、認知度も低いというような状況になっています。ただ色々な国内

有数の知る人ぞ知る名園だというような専門家の評価もありますし、活用の方法によっ

ては、色々な可能性があるだろうと。委員のみなさまからの提言としては、今、公園部

門が担当しておりますけれども、文化、観光、教育等の連携によって、施設の魅力づく

り、全庁あげての魅力づくり、普及啓発が必要だろうと。それから地域の方の理解とい

うことでは、閑静な住宅地にあるので、あまりイベント等、ウォークラリーのコースと
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か、そういったところにはしないでほしいというようなのもありますけれども、地域ブ

ランドの創出につながるという設置目的とは、非常に矛盾している部分があって、地域

の方ともう一回、どういうテーマにしたらいいかと、地域ブランドの創出というところ

にどのような可能性があるかを図るというところで地域を交えた協議が必要だろうと

いうことで記載をしました。最後にそういった理解が進まないのであれば存廃の問題に

もなるだろうということです。 

最後に自転車駐車場です。これ前回と変わっておりませんけど、総合的な評価として

は、Ａ評価で、放置自転車の解消に向けた施設整備も効果が表れていると、民間活用も

されておりますし、サービス向上の努力もされているというところで評価できると。提

言としましては、利用者の意見をより反映すると。受益者負担については、負担の検討

が必要であると。またシルバー人材センターに一部業務委託等をしていますけれども、

その辺の在り方のついてのご意見等、最後に今後の施設整備については、長期的な計画

に基づいて着実に進めていく必要があるという記載をさせて頂きました。 

最後に、22 ページ以降は関連の資料、前のものをおつけしたものです。説明長くな

りましたけれども以上です。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、実際の 10 の公共施設の評価の前と後で分けま

して、みなさま方のご意見を頂きたいと思いますが、まずは、実際の 10 の施設の前ま

で、具体的に申しますと、9ページあたりまでで何かお気づきの点ございますでしょう

か。これまでの経緯であるとか目的であるとか、これ前回の資料とあまり変わっていな

いのかと思いますが、いかがでしょうか。何かお気づきの点がもしありましたら。 

 では、こちらは、もう一回私の方で何かミスがありましたらコメントをするという形

でお任せ、委員長一任にお願いしたいと思います。 

Ｄ委員：  「はじめに」のところと全体のところで、少し書かれているところで、行政評価を導

入して以来、安定的な制度設計に至っていないというような表現があったと思うのです

けれども、これ、安定的な制度設計することが目的なのか、それとも、要するに、より

望ましい評価であれば別にどんどん変わっていってもいいので、ただこれだと安定的な

制度設計をすることがゴールみたいなイメージになってしまうかなというところで、少

し表現を工夫された方がいいのかなという印象を受けました。 

原田委員長：  ありがとうございます。このあたり私もこの仕組みの前の仕組みでお手伝いをしてき

たところの経験で申しますと、要は、色んな評価方法を色々毎年あれこれやってみたの

だけども、現場サイドもまた区民の側からも、いったいこの区はどんな形で評価するの

かということの統一性がずっととれないままになってきたということが本当は書きた

いのですよね。ですから、知っている人にはわかるのですが、もう少しこの辺の表現は、

安定的な制度設計というか、なかなかこの仕組みで評価しましょうという統一的な方針

を中期的にも長期的にも貫くことができなかったと。その当時からすると、なんという

のでしょうか、評価制度がブームに入りはじめて、あれこれ色々な方法で試してみまし

ょうと、あるいは去年は、こんな改善点があったのだけど、今年は云々ということがず

っと続いてしまっているということが実際にはあるので、そのあたりきちんと伝わるよ

うな文章に致しましょう。ご指摘ありがとうございます。他にはいかがですか。 

 では、内容そのものでございますけれども、見てまいりたいと思います。10ページ以

下でありますけれども、議論として二つお願いをしたいと思いますが、まずは、今回み
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なさま方にコメント頂いた、その内容がきちんと反映されているのか、例えば趣旨がち

ゃんと年末年始のメールの認否で、こういう趣旨の修正をお願いしたいということを事

務局から照会があった際に、私は、こう思うという意見を書いたのだけど、少しここは

トーンが違うなというような等がありましたら、ご指摘を頂きたいということでありま

す。みなさま方からの意見で、その意味で本来の趣旨通り反映しているがどうかとか、

ざっとご覧頂いたと思いますが、何かお気づきの点ございますか。もしそれが終わりま

したら、この評価制度そのものについての議論も少ししてみたいと思います。具体的に

は私の方で評価のこのペーパーそれぞれに対して修正をお願いしたのは、先ほど事務局

からの説明もございましたけれども、委員による提言という形で、なにか委員会として

の統一的なその提言ということは、なかなか議論する時間がなかったので、個別に出て

きた意見で主要なものを取り上げるという形にさせて頂いたところです。そこについて

もまた、それを含めたその評価の方法といいますか、そういったことについても、私も

あとで3、4点申し上げたいと思いますが、まずは、この委員による提言や現状の評価で

みなさま方がコメントなさった内容がきちんと反映されているかどうか、いかがでしょ

うか。お気づきの点がもしございましたら。 

 では、また後の話で、もしここの点が気になるという点がありましたらお願いします。

やや、ざっと見る限り、地域区民ひろばのところのボリュームが多いのですが、これは

Ｃ委員いかがでしょうか。色々な議論があったので、なかなかこうまとめきれなかった

といいますか、多様な意見が出たと。 

Ｃ委員：  これは、区民ひろばは、それぞれ運営形態が地域によって違いますし、それぞれの進

捗状況というか、成熟度が違ったりした結果、このようになっているので、結果として

総合評価がＢにおさまっていると。個別に見ていくと、相当なバラつきがあるのかなと。

ですので、特に議論に参加された委員の方で、ここが抜けているというところが無けれ

ば、私はこれで結構だと思います。 

原田委員長：  このあたりも来年度の課題になりますけれども、例えばこの施設名ということで、ス

ポーツ関係もそうですけど、いくつかの、複数のものをこう取りまとめて一つのグルー

ピングしたうえで評価をかけていく時に、あるものは非常に評価が良くない、しかし、

そうでないものも、ちゃんとあるという時に、そうした個別の個所ごとの評価みたいな

ものが、ここに反映されないと結果的に、真ん中の評価なのだけど、上と下があるとい

うようなものが、やっぱり出てくるということですね。 

Ｃ委員：  それだけにですね、委員による提言というむしろ括り方をして、個別に委員さんの発

言も拾って頂いたところが、むしろ良かったのかなと思います。 

原田委員長：  わかりました。わたしはＡの施設を担当したので、ややそのあたりが実際の議論を

100%承知しているわけではありませんので、気になったというところであります。 

 それでは、この評価のフレームというのは、特に視点別評価あたりは、後から付け加

えたというものでもありますので、先ほどまでは、どちらかというと、この評価の仕組

みを前提とした議論でございましたけれども、来年度以降は、この評価の仕組みを今度

は、なんといいますか、やっと前提にして議論が出来るのかなという気がしています。

私なりにもう一回ざっと眺めた形で、いくつかのコメントをしたいと思っているのです

が、実際にこれ書き加えて頂くという必要は無いと思うのですけど、私なりに幾つかご

ざいます。一つ目は、この視点別評価、妥当性の中に必要性を入れるかどうか、という
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のは色々な議論があるところでしょう。仮にこの 3 つの視点で行うとして、現状の評価

のところ、それぞれ色々な記載がありますが、この 3 つの視点がどうして、この現状の

評価から導かれたのかというのが、区民の側からすると何故というのはあるのかもしれ

ないなと。ですからなんと言いますか、委員会の議論の中であれこれ実際に現状の評価

についての情報がお披露目されるわけですけれども、どうして妥当性がこの現状の評価

からすると普通なのかというのが、読み取れるようになっているのかなと。これは恐ら

く来年度の課題になるのかなという気がしています。そうした意味では、この 3 つの視

点の評価を導くにあたってのエビデンスとロジックが網羅されているのかどうかの検

証を本当はするべきだったのかなというのが、私としてはありますが、もう今年度は、

これでやるしかないかなと思っています。 

事務局：  今委員長おっしゃる通りです。ここには結論だけがありまして、なるべくそこに至る

ようなところまで、現状の評価の中に入れてはいるのですけれども、実は内部評価の記

述等については、ここはかなり厳密にやっておりまして、今年度は多少省力化したとこ

ろはありますが、昨年度は、この例えば妥当性の中に3つ、4つの区分を作って、それを

それぞれまた、そこでもランクづけをして、その理由を備考欄に書きこむような、かな

り詳細なものを作っておりました。ここの評価については、この政策評価委員会という

ところでは、そこまで加えなかったのですけれども、今委員長がおっしゃるとおり、説

明責任等も含めて、やはりきちんと根拠、エビデンスということであれば、やはり内部

評価と同じようにその根拠だしというのは、明確につくる必要があるだろうと思ってお

ります。ありがとうございます。 

原田委員長： このあたりは毎年、たぶん細かく書くと今度は、なんといいますか、分厚すぎてわか

らないと。簡潔に書けという永遠の振り子のような議論に必ずなりそうなので、私もそ

れを承知しているつもりなのですが、一応の着地点みたいなものを見つけられればいい

なというのが来年度の課題かなと私の中で一つ目として思いました。二つ目の点は、こ

の評価の書類の中で感じましたのは、実際に変更していただく必要は無いと思うのです

けど、同じように総合評価がどうやって導かれたのかということの、なんといいますか、

エビデンスとロジックが無い、前回少しバランスと言いますか、何と言ったらいいので

しょうか、相場観みたいなもの、これ二つ普通があるのにＡはないよねというようなと

ころは、この場では議論したのですが、区民の方からすると、なんとなくＢっぽいなと

いうのはわかるのですけど、これくらいあればＢというのは、自動的に導かれた方が、

ある種のこの一番上の総合評価の情報というのは、この視点別評価をオートマティック

に、何と言いますか、ここからこの情報を総合すると自動的にこうですよということを

表しているにすぎない。そういった意味ではシグナルとしての情報なのだろうなという

気がしますが、そのあたりを来年度は、それがわかるように、こうしていくような評価

表のシートというのを考えていく必要があるのかなという気がいたしました。修正いた

だく必要は、私は無いと思っています。評価の情報としては、変わりは無いからです。

3つ目は、一番下にある公開事業評価で評価委員の評価のみならず区民評価人の評価、

やはりこういったところは、区民の側からの意見をまったくこう斟酌していないのでは

ないかというような、あらぬ誤解を受けるということもあるので、このあたりの区民評

価人の評価の結果の相対化といいますか、そういったことは、やはりきちんとどこかで

議論する、書いておく必要があるのかなと。ページ戻っていただきますと、みなさま、
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3ページのこの評価の委員会の特徴として、当事者である区の職員を加えたうえで、協

働型、対話型でやっていくのだと。要するに外部評価でバシッと出たのを、これでおし

まいという形にしないのだということが、ここのシートの中でも、わかるような形に理

想的にはなればいいなという気がいたしました。それと最後に、これ4つ目になります

けれども、来年度は公共施設全体を評価することになりますので、今年度は、さしあた

り10の評価をしてみたと、しかし中間的に考えるとこうだよねというところを少し出せ

れば良かったなというのが、委員長としてのいたらなさではありますけれども、感じた

ところであります。ぜひそうしたところも、今もう一回10改めて眺めてみると、こうだ

なというところも、もしありましたらご議論頂ければと思います。だいたい11時ちょっ

と過ぎくらいまで、その評価の方法まで含めて。評価表そのものを書きかえる必要ある、

なしに関らず、お感じになったことを少しご議論頂ければと思います。 

Ｅ委員： 来年以降ということが前提になりますが、この 10 ページの視点、観点で、この有効

性というのがあるのですが、実際どんな感じで、目白庭園を実際に使っている人は、有

効性はたぶん高いと思っていると思うのですよ。それが、その一般区民の方にとっては、

どうかと、実際に使っている人がどう思っているのかと、全くレベルがちょっと違う話

なので、そのへんの整理は今回足りなかったなというのが、少し個人的には反省点かな

と思っているのですが。この満足度と利用率というのは、例えば必ずしも比例するもの

では無いということですね。そのへんも交通整理が必要かなと思っております。 

原田委員長：  ありがとうございます。これも来年度の課題ということにいたしましょう。その場合

には、やはり、その利用者そのものを限定して、すればするほど恐らく満足度がぐっと

高まるでしょうね。要するにその区民の事細かなニーズに対応した施設を造ればつくる

ほど、満足度は高まるわけですけれども、全体のどのように効率性を議論するか、ある

いは有効性の議論をするかによると思いますけど、まったく反対の結論が出ることもあ

りうるかなという気がいたします。そのあたりも単純な満足度では無い形の有効性のあ

たり、考えていかないといけないことなのかもしれません。 

他には、いかがでしょうか。 

では、また少しあとで類似したような議論をすることがありますので、そちらでまた

議論を頂くことにいたしましょう。具体的には参考資料で後ほど出てまいりますけれど

も、参考資料 7‐2という総合評価の位置づけについてというペーパーがございますが、

ここで改めて、この評価の仕方についてご議論頂くことにいたしましょう。では、もし

何か、今日の会議の後でもお気づきの点がございましたら事務局にご連絡ください。そ

して最終的なこの評価のこの 10 の施設の文案は私にお任せいただければ幸いでありま

す。 

それでは、本日は、来年度の話を少し申し上げましたけれども、スケジュールも含め

て来年度の評価について、少し情報提供、ご議論頂くことにいたしましょう。では事務

局から資料の説明をお願いいたします。 

・２ 平成 25年度の政策評価委員会スケジュールについて 

事務局：  それでは、資料 7‐2をお取りだし頂きたいと存じます。平成 25年度の政策評価委員

会のスケジュール案をお示ししております。まず平成 24 年度なのですけれども、本日

がとりあえず最終かと思っております。当初は、この政策評価委員会では、この公開事

業評価、評価ということ以外に色々政策懇話等を予定しておりましたけれども、思いの
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ほか、この評価の部分がおしてしまったというところもございまして、今年度について

は、評価を中心に行いました。来年度については、それ以外のところの役割も担って頂

ければと思っております。それでは、7‐2 でご説明いたします。また、これも主に公

開事業評価等の取り組みについてを中心に記載しております。4月にまず第 1回の委員

会の開催をいたしまして、公開事業評価の実施方法、また今回 10 施設を対象といたし

ましたけれども、どういう施設を対象にするのかどうかというところのご審議、また先

ほども委員長からお話ありました通り、評価の基準、どのように評価をしていく、その

エビデンスをどうするかというようなところのご審議を頂きたいと思っております。第

2回の委員会を 5月に予定しておりますけれども、こちらでは、実際に当日、配布をし

て使用します資料の内容や実施の詳細についてご審議を頂くということで予定をして

おります。6月、ここは主に内部の取り組みが中心ですけれども、当日使う資料を母体

に作成しまして、Ｑ&Ａ、また委員のみなさまには、対象施設になったところの施設見

学会にご参加いただきたいと思っております。区民評価の部分につきましては、区民評

価人制度を継続したいと事務局では思っておりまして、この募集を 6月に図ると、また

傍聴人の募集も図るということで、場所や規模等についても今年度様々な課題がありま

したので、そういったところについても改善を図りながら工夫をしていきたいと思って

おります。区民評価人のみなさまにも事前研修会、今年度も実施いたしましたけれども

6 月に実施するということです。7 月に予定をしております第 3 回の委員会として公開

事業評価を実施するということで、これについては、また後ほど詳しくお話をさせて頂

きたいと思っております。第 4回の委員会では、第 3回の公開事業評価以外に、今年度、

24 年度のただいまご審議いただきました報告書を各所管がうけまして、どういう対応

を図ったかというところの報告をさせて頂きたいと思います。そういうフィードバック

の機会として１回設けたいと思っております。第 5 回、第 6 回では、25 年度に実施し

た評価の振り返りを予定しております。第 7回以降で評価の確定をしたうえで、来年度

につきましては、今年度に比べてスケジュールを繰り上げまして後半少し政策懇話等の

機会も用意したいと思っております。7‐2につきましては以上です。 

原田委員長： では、いったんここで、スケジュールでございますけども、来年度の評価委員会の評

価のスケジュールでございますが、先ほど事務局からご説明ございましたように、今年

度、さきほど基本的に議論を頂いて取りまとめました評価結果をうけて、各部局が、ど

のように対応したのか、恐らくこれから取りまとめがあって 1月の議会あたりに議論が

出てくるのですかね。そして実際に来年度の予算にそれが反映されたり、あるいは施設

の運営の改善につながったりということで、半年ほど経ちますと、どのように、ここで

の評価結果が具体的なアクションにつながったのかと、そういったことがわかるタイミ

ングになりますので、第 4回の 8月あたりにその状況報告を頂くというのが、今年度の

仕組みと一番違うところであります。ここでまたなんらかのアクションを起こしていく

必要もあるのかもしれませんが、まずは状況を報告して頂くということであります。加

えまして今年度との違うところは、最終的に先ほど申し上げました、公共施設評価全体

について、総括的な評価というものを最終的に出していくというようなことが、恐らく

求められるのだろうなという気がしております。これは、来年度どれくらいの対象施設

を選定して評価をするのかということと関わりますけれども、今年度の評価と来年度の

評価を合わせた形で総合的にやっていくという 11 月あたりの委員会での議論というの
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が、大きな違いかなという気がしております。何かご質問ございますでしょうか。よろ

しいですか。だいたいこれくらいの感じで進めて行きますということであります。 

では、もしよろしければ来年度どのように評価の対象施設を考えていくのかというと

ころまで含めて少し考えて来年度の方向性について考えてまいりたいと思います。もう

一度先ほどの事業評価報告書をご覧頂きたいと存じます。どのようにこの対象事業を選

定したのかということについて、先ほど紹介がございましたけれども、この施設いらな

いから俎上に載せましょうという議論ではなくて、区民の意見を反映させながら、どう

してこの施設をチョイスしたのかという、その選定の理由を明確に書けるようにしよう

ということで、6ページの下の段落のところに、なぜこれを選んだのかということにつ

いて記載をしたところであります。このロジックを使いながら、来年度どのようなもの

をチョイスしていくのかということについて、この場で決めてしまえれば良いのですけ

れども、少し方向性だけでも、最低出してまいりたいと思っております。では、合わせ

て資料の説明をお願いいたします。 

事務局： それでは、資料 7‐3 をお取りだし頂けないでしょうか。来年度の公開事業評価の実

施方法についてという一枚ものの資料でございます。こちらまず実施方法について事務

局としまして、たたき台といたしまして 3つの案をご用意いたしました。Ａ案からＣ案

までの 3つの案でございます。 

まずＡ案ですけれども、こちらについては、今年度と 24 年度と同じような形態を取

るということで、今年度 2会場 2つのグループに分けて 5事業ずつ評価をいたしまして、

それを検証するような形で予定をしております。委員のみなさまが 6名ですので本年度

と同じように 2名ずつ、4名程度の方を他の自治体の方にお願いいたしまして評価人と

して加えるようなやり方でございます。今年度と同じようなパターンです。 

続いてＢ案です。こちらについては、今回会場が二つの部分に分かれているというこ

とで、それで、区民の参加というところについても少し分散してしまったという経緯も

ありますし、この委員会の全体の評価というところについても、やはり加わっていない

委員さんが半分出てしまうということも踏まえまして、会場、グループを一つにすると

いうような形です。これについては、委員のみなさん 6名いらっしゃいますので、あえ

て、他の自治体の方をお呼びする必要はないのかなと思っておりますけれども、人数が

もう少しあってもいいということであれば行政経験者というところも必要かと思って

います。これについては、評価の事業数は、ちょうど半分になりまして５事業というこ

とで、グループとしては一つということです。目的としては、ただいまご説明いたしま

したとおり、グループ分けしないことで、全委員が事業に対する共通認識が持てると、

その後の審議等についても有機的につなげるというメリットがあるということです。 

続いてＣ案です。こちらについては今回、たまたまと言いますか、公共施設というテ

ーマにさせて頂きまして、主に個別施設のソフトの部分を中心に 24 年度評価がされて

きたわけですけれども、当初、この施設というテーマで選んだ時に、施設が持つさまざ

まな課題、財源も非常に多額の財源を要するということもありますし、それから今後の

人口減少社会や老朽化の対応等もありまして、どのように維持し続けるのか、今の数が

適当なのか、区民の負担というのをどうするかという様々な課題がありまして、そうい

う折角の機会ですので、区民の方にサービスをアップしてほしいというような個別のも

のだけではなく、そういう公共施設が抱える様々な課題も一緒に考えて頂くというとこ
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ろで、シンポジウムやパネルディスカッションのようなものと評価をコラボするという

ような案もご用意したところです。この場合例えば、午前中に 3施設程度の評価を行っ

たうえで、午後公共施設の課題、例えば老朽化に対するものの講演をしたうえで、委員

のみなさまにも入って頂いて、その他、主にハードの専門、研究をされている専門家の

方をお呼びしまして、一緒に公共施設をどうするか、豊島の公共施設をこれからどうす

るかというところを考える機会というところで考えております。これについて、目的の

ところにございますけれども、本区の施設管理部において来年度、公共施設再配置方針

案検討会議という会議体の設置を予定しています。これについては財源等、現在の築年

数も踏まえて、どのように配置をしていくのかと、今後の改築、改修をどうするかとい

うような主にハード系部分を検討する会議ですけれども、この会議体とのコラボという

ようなことで予定をしております。他の自治体が実施しました同様の取り組みの資料を

ご用意しておりますので、今お配りさせて頂きます。 

＜資料配付＞ 

今のＣ案の補足説明をさせて頂きますと、これは、習志野市で一昨年の 11 月に実施

をされたものです。これは、評価ということではなく、一番上にあります、「習志野市

の将来のまちづくりに向けてみんなで考えてみませんか？みんなで担う公共施設再生」

というようなところで、東洋大学の根本先生が基調講演ということで、その後、パネル

ディスカッションということで、190人程の方がご参加されたということです。習志野

市は神奈川県の秦野市と並んで、非常にこういう公共施設の老朽化対策について積極的

な自治体だということもありまして、かなり力を入れていると。このようなものも評価

と合わせてやるのも、ひとつの手かと思っておりますけれども、委員のみなさまのご意

見もお聞きしたいと思います。 

続いてもとの資料に戻りまして、2番の区民評価人の部分なのですけれども、先ほど

事務局としては、この区民評価人制度を継続したいということでお話をさせて頂きまし

たけれども、委員のみなさまから、この区民の参加手法として本当に継続でいいかと、

参加や関与の方法について、なんらか改善の必要性があるかというところ、もしありま

したらご意見頂きたいと思います。 

以上です。お願いいたします。 

原田委員長： それでは、一番最初の実施方法についてのところですが、参考資料として 7‐1 とい

うのをお配り頂いております。実際にその 10 やろうとか、5 つやろうという時に今年

度の選定方針にしたがった場合、どんなところが上がってくるのかなというところ、ち

らちら見ながらご議論頂ければと思っております。Ａ案からＣ案まで、事務局としてお

作りのようでありますけれども、これに限らない他の案ということも考えられると思い

ますが、基本的には、評価の対象施設の選定については、この無作為抽出で行ったアン

ケートというものをベースにしながら、あとは、各部局のバランスをとっていくという

形でチョイスしていければと思っています。そういった意味では、具体的な数としては、

Ａ案からＣ案で申しますと、2 つ 3 つから 10 までバラエティにとんでおりますけれど

も、今年度の経験からして、どのあたりが妥当なのか、前回は、順位 1番から 7番あた

りを全部関心があるのだからやりましょうということだったわけですが、仮にＡ案だと

すると、今年度と同様にチョイスするとなると 7つとか 8つ上から取っていくというわ

けですが、だんだん関心が無いものばかり出てくるということにもなりますので、どの
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ようにチョイスをしたら良いのかなと。全体が 32 の中でどこをこう選んで、どういう

ルールでやっていこうかということでございます。Ｃ委員、今年度の経験からどのよう

に思われますか。どういうその対象を選定していくということで、案で申しますとＡ案

からＣ案で、色々議論ありますが。 

Ｃ委員： まず対象事業をどう選ぶかというところですけれども、特定の人が使うことを前提と

した施設と、比較的不特定、例えば図書館、これが不特定の人が本来使う目的が、特定

の人が使っているという状況がおこれば、それは、ちょっと違うねという議論がしやす

いということなのでしょうね。逆に特定の人が使う保育園のようなものであれば、より

よく運営がなされているのか効率性がどうなのかとか、そういうことが見えやすくなる

のですけど、その辺、なんてお話したらいいのか、その辺もバランス良く取らないと偏

った事業だけ選定してしまうということになるかなと思います。 

それから実施方法についてもよろしいですか。実施方法については、Ｃ案は、そうと

う形が違うのですけれども、Ａ案とＢ案で見た場合、決定的に違うのは、よその自治体

の職員というか、それから 1グループでやるか 2グループで従来どおりやるかというと

ころですが、自治体職員を入れるというところでは、実際に入れてやってみて、事務局

側は、どのように評価されているのかということをまずお聞きしたいと思います。 

原田委員長： いかがでしょう。 

事務局： やはり現場感覚が、かなりその評価の中に入ってくるというところで、行政の苦しみ

といいますか、そういったところがありますし、利用者の方の生の声を受けているとい

うようなところもありますので、若干その学識経験者の方とは違う角度での評価という

ところでは、実際に入って頂くことの意義というのは非常に高いと思っております。こ

こで、ちょっとＢの中に加えないと入れてしまったのですけれども、ここはあえて拘束

するものではなく、全体の人数のバランスの問題であると思っておりますので、例えば

8名くらいいらっしゃっても、それぞれのお時間が取れて発言の機会があるということ

であれば、自治体の方にもぜひ入って頂きたいと。ただ委員のみなさま 6名いらっしゃ

いますので、それぞれの方に入って頂くという、人数のどのくらいの規模がいいのかな

と。その部分で、人数規模というところで加えないと記載をさせて頂きました。そうい

ったことでございます。 

Ｃ委員：  実はですね、よその自治体勤務職員を入れた例で経験したことがあるのですが、今、

事務局でお話があったと思いますが、そういったことを期待して入れるのですけれど

も、なかなか発言が入り口の質問だけで留まってしまって、例えば、こういう考え方が

あるのではないかとか、ああいう考え方があるのではないかとか、こういう先進事例が

あるけれども、それついてどう考えますかとか。そういう突っ込んだなかなか発言まで

はしにくいというか、たぶん同業というところで現役の同業というところに、にぶると

ころがあるのかなと私は思うですが。そんなところも含めて考えた時に、どちらがより

区が求める議論に近づいていくのかというところを検証するのでも、私自身は 2回目と

いうことですので、入れないでやるというのも一つ成果をみる方法かなと。この仕組み

を充実させていく、検証する一つの考えかと、そのようにも思います。 

事務局：  今、Ｃ委員がおっしゃる通りだと思います。他の自治体の方に入って頂くとして特に

問題点というのは、やはりその場だけなのですね、基本的に。施設は見学頂きますけれ

ども、その前とその後の審議まで加わって頂かないというところもありますので、委員
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さんが全て完結するという点であれば、委員会としてのこう結論というのは比較的出し

やすいかなと。そういうのは良いのかなと思っております。 

原田委員長：  ありがとうございます。私も印象でありますが、うちにも同じ問題はありますよとい

うようなコメントは確かに出てくると思います。そうした意味では、豊島区だけが、こ

の問題に直面しているわけではないということが分かる。だけれども、こうイノベイテ

ィブに、あるいは、その評価した結果に基づいて、どのようにアクションしていこうと

いうところについては、うちも悩んでいるのですよねというところで終わってしまう。

だからこそ、こうして評価委員会を使ってやっているのだということを考えると、より

こう前向きなといいますか、改革志向的な評価委員会ということを、将来的に評価結果

をしっかり評価をしたうえで考えるとすると、もしこのメンバーで来年度できるという

ことであれば、必要がないということもありうるかなという気がしています。 

もう一つ前者のＣ委員がおっしゃった施設の利用者の公、共と言いましょうか、これ

先ほどＥ委員がおっしゃったところとすごく、問題意識が似ているのだろうと思うので

すけれども、みなさんが使うものばかり、あるいは、その対象者が限定されているもの

をある程度 10 であれ 5 であれ選んだ時に、もう一回バランス見てみようというような

ご発言だったと思いますので、この案のいずれかを選んだ段階で 5 つあるいは 10 チョ

イスしたと。その時に少し一方に偏っているということがあれば、少しバランスをとっ

てまいりたいと思います。 

他には、いかがでしょう。 

Ｂ委員： とりあえず、委員長のご質問の対象数の話について、少し発言をさせて頂きたいので

すけれども、他にもいろいろ気になるところがありますが、まずは、この今後の方針を

決めるにあたっては、資料の 2ページの「はじめに」にある、そもそものこの委員会の

目的とした 3つを軸に決めていけばいいのではないかと思います。この中で、一つ目が

評価の実効性、二つ目が区民意見の反映、三つ目が個別事業にとどまらない総合的な評

価ということを目的としているというご説明が事務局からありました。対象数の件なの

ですけれども、この点では、総合的な評価ということで、横串をさすということでは、

ある程度の数がないと横串はさせないということが 1点と、それから、この委員会の非

常に特徴的なところが、区民に開かれているというところですので、やはり一般的感覚

からいくと 32が全てなのか私にはわかりませんけれども、32のうちの半分以上は評価

していないと一般的な感覚としては、横串さしたと言えるのかしらという疑問が常に残

ってしまうということなので、そういった観点から数が決まっていくだろうと思いま

す。確認なのですけれども、2年間で報告書を出すということですよね。横串をさす、

結論を出すと理解しているのですけれども、それともう一つは、32 というのが全てで

あると、他にはないということで理解しているのですけれども。それでよろしいでしょ

うか。 

事務局： はい。まず何年間でやるかというようなお話なのですけれども、前回の委員会の中で

は、委員のみなさまに任期は 2年ということで、来年度も継続するというようなお話が

ありました。政策評価委員会で、できるだけ色々な区全体の政策というところで見てい

くというところもありますので、例えば 5、6 年をかけて施設というところが、適当な

のかどうかというところもひとつあろうかと思います。この件については、委員のみな

さまでご審議頂ければと思いますけれども、事務局としては、2年程度がひとつの区切
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りなのかと思っております。 

それから施設がこれで全てかということですけれども、ここではまず前提としまし

て、いわゆる公の施設ということで、区民の利用に供する公共用の施設ということで限

定をしておりますので、いわゆる公用施設については、庁舎等そういったものは入って

いないということです。教育財産等も、今回、教育委員会独自の評価がされているとい

うことで教育、小中学校もありますし、それから区でも大きな課題になっていました健

康学園等もあったのですけれども、そこについても、教育の部分については全て外して

いるというところです。それから条例上記載されていない施設も、この中では外されて

いたかと思っております。結論で申しあげますと、必ずしも全てではないということで

す。 

原田委員長： 今の点で申しますと、私も一番最後に申し上げようと思っていたところですが、最終

的な評価をするためには、横串の評価を踏まえて、総合評価をやるためには、ある程度

のボリュームはいるだろうなという気がしています。逆にいうと全部やる必要もないか

なという気もしているということです。そうした意味では、Ａ案でなくてもいいのかな

という気がまずしています。全部で 32 だと、半分程度という話もＢ委員からありまし

たので、Ｂ案のその数くらいは評価をしていった方がいいのかなという気もしてまいり

ました。その際にポイントとしては、いくつか他の方からも意見がありましたけれども、

まず分野の偏り、これ分野というのは、このアンケート集計結果の分野の偏りですので、

これまで取り上げてない分野というのが仮にあれば、例えばそれは無いですかね。だい

たいやれているのかなと。 

事務局： 例えば、福祉は、児童福祉はありましたけれども障害者福祉の施設では、22 番、23

番、26番、このあたりは入っていないかなと。あとは、特殊な施設として 23番男女平

等推進センターのような施設も入っていないのかなと。 

原田委員長： ですから、ポイントとしては、この分野の偏りを一年目で、チョイスしなかったもの

は、必ずいれるような方針でやりたい。そして二つ目は、先ほどのお二方から出ました

ご意見で、その対象集団が限定されているのか、されていないのかということ、これ制

度上あるいは実態上ということもあるかもしれません。そして三つ目が、やはり区民ア

ンケートの集計結果にできる限り沿ったものにする、上からチョイスしていくというこ

とは、あるのかなという気がしています。そして先ほどのボリューム感としては、五つ、

六つくらいで、やれたらどうかということかなという気がしています。今申し上げた三

つないし四つの基準で次回、そのマトリックスあたり作ってもらって、これとこれとこ

れとこれだったら、いま言ったところの三つないし四つの、こう基準を満たせるので、

たぶん総合評価が出来そうな最低限度の評価対象数になりそうですというような資料

をお作り頂ければと思います。 

事務局： 参考資料 7‐1で、この右端のところで、いくつか順位とおりに上からいくパターン、

分野のバランス、評価対象施設の選定というところでご指摘頂きましたけれども、今委

員長お話頂いたとおり、いくつかマトリックスのようなものを作って、またＢ委員から

ありましたとおり、ここに無いような施設もアンケートも取ってないですけど、委員会

として取り上げるのにふさわしいというのがあれば、そういったものもご用意していき

たいと思います。 

原田委員長： もちろん、例えば具体的な施設名をあげて問題かもしれませんけど、公衆便所を議論
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するというのは、難しいですよね。これは、非常にどのように議論したらいいのかと素

朴に思います。関心があるのはわかりますけれども、後は、具体的の扱いづらさみたい

なものも、やはり実際に評価する側としては、まな板に乗せたはいいけれども、評価の

しようがなかなか無いと。無いわけじゃないのでしょうけど、難しいというところもあ

えて考えないといけないかなという気がいたします。 

発言の途中で遮ってしまいましたけれどもＢ委員、続けてどうぞ。 

Ｂ委員： 少し別のお話なのですけれども、先ほどの三つの目標、目的、この委員会の目的にた

ちかえると他に気になる点がありまして、評価の実効性のところなのですけれども、豊

島区の事業の実施主体としてのセクションと評価部門との間の関係というのが、私には

わかりません。といいますのは、例えば、委員会の中でご報告いただいた、白書を作ら

れる予定があるという話、これはどちらの部門なのか私はわかりませんけれども、その

セクションと、それから、このＣ案にのせて頂いた区施設管理部において、仮称の検討

会議の設置を予定されていると、ハード面が中心になられるという予定ですけれども、

こことの意思決定のタイミングとか、そういったものの調整、それから、これらの対象

としている視点とか色々あると思いますが、先ほどの時期 2年ということがありました

けれども、この区全体の意思決定のタイミング、実施部門と評価部門、その関係という

ものの説明というか配慮されて、色々今後の横串をさした最後の方針、総括の方針を示

していく必要があるだろうと思います。その辺の現状をどの程度把握されているのかと

いうことは、ちょっとお話を聞いてみたいなというのが 1点です。この評価の実効性の

観点からです。 

それから、もう 1 点ですけれども、資料 7‐2 のスケジュール案のところで、6 月に

施設所管課による資料作成ということで今年度も大変色々な資料を見せて頂きました。

ここでもう少し今度は横串をさしていくということを意識して色々な体系だった情報

を頂きたいと思います。例えば今、頭に浮かぶものが、まず目的にも書いてありました

けれども、平成 13 年度から評価をなさっていますので、その当初から、ずっと各施設

を評価されているのかどうか不勉強でわかりませんが、13年度からの近年の評価結果、

それから各施設の経緯、過去どのような方針を区がお取りになられていて、実際どのよ

うに今なっているのかと。かかえている歴史が少しわからないところもありまして、そ

ういったところ、方針と経緯について情報を頂けるともう少し評価しやすいというのが

今年度の印象でした。 

最後、原田委員長のご指摘をよりサポートするという意味で、私も確かにそれは今後

考えていく大変重要な課題であると思っているのは、やはり評価書に論理性が、今の段

階、後づけでもやらざるを得なかったと思います。これはこれで仕方がないことだとは

思いますが、次年度は総合評価をしなければなりませんので、この視点別評価、例えば

妥当性、有効性、効率性は恐らくこのままずっと引きずって横串をさす基準になってい

くであろうということもありますので、ここをちゃんと評価できるような情報を早い段

階で頂いておくということになるかと思います。この論理性、視点別評価のことと、そ

れから総合評価のこの間で、過去に他の機関で論理立ててやっている組織もありますの

で、そういったところの勉強してみるとか、そういうような工夫がより必要になってく

るかと思います。 

以上です。 
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原田委員長： はい。二点目と三点目は、特に来年度の実際に所管課で資料作る時にぜひご配慮いた

だきたいなということです。では、1点目のところですが、先ほどＣ案の中に検討会議

というのが、設置が予定されているというような話もありました。私が想像するにあり

ますけれども、建て替えがきているものをそのまま建て替えるのかとか、あるいは、複

数そういったものがあるのだけど、一個にしてしまうとか、そういうお金をどんと一気

に導入する時の色々な議論があるときに決めてしまう、そういう方針の議論をする組織

なのかなという気もいたしますけども、その組織と委員会との関係いかがでございまし

ょう。 

事務局： この施設の再配置については、これまでも内部である程度の計画を持って進めてきた

というところはあります。今、ちょうど老朽化している施設でも、やはり限界にきてい

るというような実態もあります。まずそういったものの事実を、先ほど白書の話もあり

ましたけれども、恐らく、その白書の中には、施設の数とか築年数の他に、ここにかか

るコスト等も出ていると思いますけれども、そういったものを明らかにしたうえで、今

後の区の財政的なシミュレーションや人口動態等も踏まえたうえで今後その施設をど

のように維持し続けるのか、場合によってはどう再構築していくのかというところを考

える会議かと思っております。ここについては、ソフト的部分についても恐らく区で持

っている情報を出すという形かと思っておりますので、例えば、この政策評価委員会の

中で、色々な施設ごとの課題が出されました。特に大きなものにいきますと勤労福祉会

館、こちらについては、区でも現在、大きな議論をされておりまして、勤労福祉を本当

にやるのか、実態に合わせて施設の目的を変えるのか、今、庁舎の移転等の計画がされ

ておりまして、全く違う施設にするのかというような議論もされております。そういう

情報については、今後再配置の検討会議の中でも逐一議論がされていくかと思います。

これについては、先ほど委員長が言いましたとおり、その施設をどのように維持してい

くのか、維持し続けるのかというような議論を、科学的な検証のもとにされるような会

議だと思っております。 

その他に、先ほどＢ委員から評価部門と実施部門の関連性というところがありました

けれども、今回の評価については、実効性という部分については区側の方針とか意見と

か考え方というものがありますので、今、Ｂ委員からお話ありましたように歴史やその

経過というところも、委員のみなさまが全てご承知のうえでお話いただければ、そうい

ったものも必要になるのかなと思いますけれども、それも少し不足するという前提でご

理解いただきたい部分というのもあるかなと思っておりますので、できれば、終わって

からどうするかというより、結論を出す段階で、区側の意見も踏まえたうえで区として

本当に検討の余地があるようなものの意見、全くそれを検討する余地がない意見を提言

として出されても、恐らくそれを区がそれを対応できないと思っておりますので、ある

程度たたかれて、その部分について本当に区が真剣に検討できる、実行できるような提

言を頂きたいというような方向性をもってございます。以上です。 

原田委員長： 今回、評価をやってみて思ったことは、人に歴史ありではないのですけど、その施設

に歴史ありみたいなところが、ここの場で語れる話と語りにくい話や語ってはいけない

話やら、そういったところも少し含めてやっていく必要があるのだろうというのが、今

回の感触でもあります。ですからオフシャルな情報だけでも結構ですので、そしてオフ

ィシャルな情報で得られない情報というのは、現場で実際に私たちも今年度行きました
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けれども、見学をする時に得られるのではないかと思っております。 

Ｂ委員いかがでしょうか。 

Ｂ委員： そのとおりであると思います。全部さらけ出すというよりも、もう少し比較できる情

報を頂きたいという意味です。 

事務局： 次回はご用意させて頂きます。ありがとうございます。 

原田委員長： 各施設ごとに、例えば施設のマップをどんと、なんといいますか、冊子をどんと渡さ

れても、全体はわかるのですけれども、ここからその三つの視点に有効な評価のための

基礎的な情報をチョイスするのは非常に困難であると。あるいは無いものもありうる

と。ですからそのあたり、ある程度加工して出してくださいということになるのかもし

れません。 

はい。段々いくつかの視点で議論いたしましたけれども、Ａ委員、何か全体的にコメ

ントとかございますか。 

Ａ委員： 特にないのですけれども、印象レベルですけど、さっきのＢ委員の話からすれば、逆

に勤労福祉とか、いわゆる固有名詞になっている施設と、それから、便所とか図書館は

数が少ないけど、保育園とかある意味一般名詞として、いっぱい色々なところに散らば

っているのとでは、評価する意味が少し違うのかなと思うので、総合評価するのであれ

ば、特定の施設で狙い打ちするようなことになってしまうと、総合評価しにくいのかな

という気はしました。 

それと、先程のＥ委員の話だと、有効性というところで、それもそうだと思いますし、

そもそもの妥当性という組織の設置目的というところにたちかえると、なんというの

か、勤労福祉というのは、そもそもそういう法律でお金を貰ったから設置目的上、形式

上そうなっているだけで、実際のもらう側からすると、勤労福祉といっても通常の公共

施設と同じように使うというのは、実は狙いとしてあって、実際に使ってきたわけなの

で、オフィシャルなというか、建て前の設置目的と、実際にその担当部局でこのように

使えばいいというのとでは、評価がかなり違うのではないかなという気がしました。た

だそれと図書館も一緒で、指定管理の視点からいえば、要は利用者数が増えて開館が増

えて満足度が増えればいいという話ですけれども、そもそもの図書館の目的とは何かと

言えば、レファレンス機能がしっかりとするということであれば、評価の軸はかなり違

ってくると思うのですね。何が言いたいかというと、要は設置目的というのは、先ほど

の話でいえば、切るロジックでの評価と、現下としてこのように活かしたいという評価

というのは、少しすり合わせる必要があるということと、それから先ほどのチラシの話

だと、あれは、東洋大学が、要はＰＰＰという衣つけて、リストラを売り出しているわ

けですよね。リストラすることに、もしこれを使うのであれば、それは、必要であれば

それはやる必要があると思うのですけれども、それだと逆に一旦スクラップしたうえ

で、例えば利用者からの距離とか法令の義務付けとか、あるいは国家の有無とか、我々

が使っている三つのロジックとは別のロジックを出さざるを得なくなると思うのです

ね。スクラップアンドビルドするというロジックは、少し切り離して考えて、ワンクッ

ション置かないといけないかなというイメージを持ちました。 

原田委員長： 私もさきほどのこの場の議論で、どの案がいいかと考えてまいりました中で、Ｃ案と

いうのも、確かに今、色々な話題がありますよね。首都高がどうだとかという議論あり

ますけれども、例えばこのアンケート結果で出ている斎場の議論をした、斎場の有効性、
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効率性を議論するのだけど、もう耐用年数に来ているというのは、なんといいますか、

違う次元の問題なので、仮に区民の方が午前中出て、午後もそのままいらっしゃった時

に、どんな印象で受けられるのかと。前の話は、後ろの話とどんな関係があるのみたい

な話になってしまわないかなという心配があります。ここでＡ委員がおっしゃったこと

と同じことなのかもしれません。その意味では、公共施設の議論をする際の観点という

のは、違う議論がかなり含まれているということを考えるとＢ案でもいいのかなという

気がしてまいりました。一番最初にＡ委員がおっしゃった点は、なかなか難しいところ

でありまして、最終的にこの委員会として総合評価をやっていく時に、先ほどの評価結

果ではないですが、目白庭園の評価は非常に低い、しかし公園の評価は高いと、これま

た区民の方からすると、これは両方公園ではないのかというような、個別になればなる

ほど粗は見えるのだけど、全体見るとデコボコ感が統一されてしまうと。しかし、最終

的に区政の運営に対するメッセージみたいなものを出して行く時に、個別の施設をゼロ

にしてしまうのもどうかと思うのだけども、やはり総合評価をやっていく時の評価情報

みたいなものを得ていくためには、ある程度、大括りなものをとらえていくということ

は、例えばＢ案の場合には三つとか四つとか、そういうようなボリュームでやっていく

必要があるのかなという気がいたしました。 

 私が勝手に頭の中で、Ｂ案でいいのではないかとまとめつつありますけれども、いか

がでございましょう。私はＣ案でも最初いいのかなと思っていたところですが、もし皆

さまよろしければ、このＢ案で、もう一回半数程度を目指して、全体 32 でございます

けども、この案でいかがでございましょうか。具体的な対象については、いくつか私の

方で、先ほど申し上げましたので、事務局で原案作って頂いて、私の方でお示したいと

思いますが、よろしゅうございましょうか。 

Ｇ委員： そういうことで結構なのですけれども、先ほど、Ｂ委員がおっしゃっていた中で、豊

島区というのは施設としてどこが事業主体で、評価主体というか、ここで、施設関連の

検討会議が開かれるというのは、どのような必要性なのかということに少し触れさせて

頂きますと、今、施設全体というのは、各所管が一応運営しておりますけれども、設置

とか、あるいは改築とか、そのような老朽対応というものは、非常に莫大な経費がかか

るものですから、全庁的にトータルな視点から再評価を下して、何を優先してやってい

くべきかというところを一応はオーソライズしていると。それは、施設の再構築という

ところで従来検討してきたところで、現在どうなっているかというと、基本計画の実施

計画にあたります未来戦略推進プランというものの中に、ある章をたてておりまして、

公共施設のこれからの整備方針と、あるいはそういった中でのスクラップを含めて、一

応区長をトップとしてオーソライズしていこうというたて方になっております。そうい

った中で、施設全体の廃止とか計画とか、所管課に言わせますと、一つ二つより四つ五

つ欲しいというのが、基本的に福祉目的みたいなことになるとそういうことになるので

すけれども、そうはいっても区の全体の財政の中で何をこう優先順位でやっていくか

と、やはり人の生き死に係る事業も持っているものですから、そういったところとの比

較が必要で、ある程度その施設に係るものを、そういった意味ではしっかりと視点を持

って撲滅していくべきだと。将来に負担をかなり偏らないような形で整備していくとい

うのが、政策レベルのバランスという面でも必要だということで、そこを統括している

のは、施設管理部というところが統括しておりまして、これは、前回もお話しましたと
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ころで、施設計画課という課があるのですけれども、そこが、これまでの豊島区の施設

の全容をその中に色々シミュレーションしたものも加えて、白書を作るということで今

やっておりまして、当初の予定ですと 3月末には出来ると言われております。まだ私共

も骨子すらどういう内容なのかというのはまだ見えてないのですけれども、そういう中

で、全体的な関与をしていくというのは、つまり非常にこの先、少子高齢化、人口減少

社会というのを迎えるにあたって、特に高齢化の問題とか、そういったところで義務的

な経費が増えていくだろうとか、介護給付、医療費の問題とか、色々基礎自治体ならで

はの、そういった部分も、財源というものもどうなっていくのかという将来のシミュレ

ーションをした時に、やはり今のままの施設の維持をできるのだろうかと。今老朽化し

ているものが 6割くらいですか。今 200くらい建物を区は持っているのですけれども、

そのうちの 6 割が、ほぼ 40 年以上経っているというところで、それを将来に渡って維

持できるのかというところを抜本的に全体の視点から検討を加えようというのが、この

検討会議なのですね。そうした時に、先ほどの個別の施設という部分での有効性とかそ

ういったものでの評価というのは、必要なのですけれども、どこかでやっぱりその全体

の、区政全体の中で動く財源のシミュレーションの中で、施設にかける今後の負担とい

うのは区民の負担となってくるわけですけれども、最適バランスみたいなものを、どこ

かでとっていかなければならないのではないかというところが、今特に財政面も含めて

非常に大きな課題として持っているというところであります。やはり区民からすれば、

自分の身近なところに使えるような施設がたくさんあったほうが良いと望まれるので

すけれども、他の施策とのバランスでの施設というものをどこまで評価ができるのか

と。こういう全体のそういったものも出して、それに対するご意見というのも欲しいな

と。三番目のパネルディスカッションとかになるわけではありませんが、そういった豊

島区の今後、将来ということを見据えた場合に、今ある施設、さらにそれを更新してい

く経費というのをシミュレーションしてある程度出しておりますので、そういったこと

も、全体像もぜひ評価して頂いて、政策評価委員会の意見というのも欲しいなという希

望でございます。 

原田委員長： ありがとうございます。もし私で良ければ、この場の議論みたいなものを、豊島区さ

んでシンポジウム、この公共施設の維持管理の再配置のシンポジウムをなさるというこ

とであれば、私がおじゃまをして、ここで議論していますけれども、こういう議論がや

はり参考にというようなことは、お役に立てる場面があれば可能だと思います。 

では、案といたしましては、Ｂ案を原則として進めて、また具体的な施設を選んだ段

階で少し上下することがありますけれども、そのあたりまた次回ご提案させてくださ

い。 

ではあと残りの区民評価人についてでございますけれども、区民の参加手法として、

当然これは継続であるということであります。しかし、この現行の参加、関与方法につ

いてよろしいですかということでありますが、私がどう考えるかということを一番最初

に申し上げると、区民の方々もその参加をして学習をしていく、そういった意味では、

まずこの一年同じ方法でやってもらって、もう少しその区政への参加、この評価活動に

対する参加というものの総合評価も、もう少しいるのかなという気がしています。あま

り変えるよりは、今年度と同じような形でやってみて、評価の対象数は減るのかもしれ

ませんけど、大きな問題がなければ今年度通りやったらどうかと思っておりますけれど
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も、いかがでしょうか。 

では、原則この方法でやってみて、テクニカルにいくつかの問題、例えば対価の問題

等は、どちらかというと二次的な問題でしょうから、大きなコンセプトとしては、変え

ずに進めてまいりたいと思います。 

 ありがとうございました。それでは、次回、来年度になりますけれども、公開事業評

価の方法を含めた評価の対象については原案をお示しできるのではないかと思います。

それでは、最後にもう一つだけ参考資料 7‐2 というのがありますので、来年度に向け

て、もう一回、こういう評価でやってきたのだし、これからもそうするのだということ

を確認して、今日の会議を終わりたいと思います。では、この参考資料 7‐2 だけ簡単

にご説明を。 

事務局： 参考資料 7‐2 で総合評価の位置づけについてということで、少しお話をさせて頂き

たいと思います。ちょっと、私の説明が悪くて、なかなか委員のみなさまにご理解して

頂けないような部分もあろうかと思いますので、再確認という意味でさせて頂きます。

これをお出しした理由なのですけれども、話の中でも何回か触れさせて頂いたのです

が、前回、個別の施設の評価をする際にエビデンスとして、それがその時に意見として

出ていましたかというような意見がありました。その時のご意見というのを中心に議論

を進むというのが当然かと思いますけれども、今回のこの評価のコンセプトというの

は、その場限りの評価にしないということで、必ずしもその日に出た意見が全ての意見

ではなく、例えば別会場の委員のみなさまのご意見であったり、区側の意見だったり、

区民評価人の意見だったりと、そういったところを総合調整したうえで評価が下される

と。それが実効性のある評価につながると考えておりまして、ここについて改めての確

認です。資料に基づきます実効性のある評価とは、これを実現するために外部の方だけ

ではなく、内部の委員も加えたうえで評価がされると。当日の公開事業評価に内部職員

は入っておりませんので、その時には内部の意見というのは、それほど評価の中には、

加えられないと思っております。当然内部だけでいくとお手盛りになってしまうと、第

三者評価に頼ると外部の意見になってしまうという一方通行になるというようなこと

がありましたので、今回は協働型の評価にしたということでございます。更に区民の方

の意見、しかも特定の方の意見ではなく一般的な区民の方の意見をできるだけ反映した

いというところで区民評価人という制度を設けたところです。この公開事業評価につい

ては、時間一時間というところで限られておりますし、また、論点についてもある程度

絞られているというようなところがありまして、主には、外部委員の方の評価、意見が

中心になると、一部区民評価人の評価意見が入ると。ここで問題になるのが、会場が二

つに分けられておりますので、まず別会場の方の意見を同じ政策評価委員会の委員さん

なのですけれども、その議論に入っていない方の意見というのは当然、この当日の評価

の中には入っていないと。また、本日は欠席させて頂いておりますけれども、副区長と

政策経営部長のいわゆる内部委員 2名は、この議論の中には、入っておりませんので、

この意見も入っていないと。当日、時間も限られていたので、論点とか視点が一切不足

しているのではないかと、区側では説明不足と。ですから例えば、一番これが評価とし

てふさわしくないのかなと思うのは、区側のその説明が悪いから施設の評価が下がって

しまうと、うまく説明すれば評価が上がると、説明能力によって評価が左右されるとい

うようなきらいもあろうかと思いますので、当日言えなかったのだけど、これが実は重
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要なのですよというような部分というのは事務局が所管からある程度聞いたうえで、委

員のみなさまにご紹介する必要があろうかと。また区の計画や方針等というものも存在

しております。従いまして公開事業評価後に改めて政策評価委員会で当日の意見を中心

にはするけれども、当日のところで補足しなければいけない、修正しなければいけない

というようなものは、当然この中に加える必要があろうかと思います。ここでは、内部

委員、それから別会場の委員、それから所管課の補足、データの補足だとか、色々な事

業の計画、方針等、そういったところを加えたうえで、総合的な評価が出されるという

ようなことだと思います。私から前回、当日の意見にないようなものも加えて、この報

告書のたたき台を作ったのですけれども、その時にもう少し根拠だけでも明確にするべ

きだったかと。それは区側の意見なのですよと、副区長、政策経営部長の意見を踏まえ

たうえでの区側の意見なのですよと、所管課で不足していたけど、このようなことなの

ですよということをお示ししたうえで、ご理解頂いたうえで、報告書なりに掲載すべき

だったかと思いますけれども、少なくとも当日の意見を公開事業評価のとりまとめでは

なく、あくまでここでは、公開事業評価報告書ではなく、事業評価の報告書としている

のは、その日だけではないということで行きたいというところで、25 年度にあたって

は、こういった視点もお持ち頂いたうえで、こちらの事務局の至らなさなのですけれど

も、評価を下して頂ければと思っております。以上です。 

原田委員長： ありがとうございました。公開事業評価一本でやるのではなくて、それ以外の別の会

場のこの場にいらっしゃる委員であるとか、内部の色々な意見を反映させるということ

で、その場限りのパフォーマンスに終わらないような評価の仕組みにしたいということ

であります。これは、一番最初から説明されていたことでありますが、改めてこの場で

確認すると同時に、今回私も反省をいたしましたけれども、やはり外部評価といいます

か、公開の評価の場で、何となくこの施設の評価は悪かったなあと思っていたところが、

半年経った報告書では、これは素晴らしいというようなものになっているというような

こともあって良いと思うのですけど、きちんとプロセスが透明になっているといいます

か、何故そうなったのかということを、誰かがきちんと追おうと思ったら追える形にし

ておくということは、言えるのかなという気がしております。ですから、ここの点線部

分で囲っている政策評価委員会のところで、大事なもうひとつ付け加えるべきファクタ

ーというのは、誰の意見、どういうところにある情報を最終的な評価結果に反映させる

かということのみならず、プロセスといいますか、透明性といいますか、そうしたもの

をきちんと確保して、新しい視点、論点を加えた透明性が確保されたような審議の形態

の中でやっていくということが大事なのかなという気がしています。ではまたこれは、

改めて来年度の評価にあたりましては確認をしてまいりたいと思います。基本的にこの

位置づけ全体については、変えてないつもりではありますけれども、今申し上げたこと

や、あるいは事務局の資料の作り方あたり、ご配慮頂いて来年度に向けて対応してまい

りたいと思います。 

では、全体的に言い洩らしたというものがもしありましたら、今年度最後でございま

すので、何かもしございましたら。 

Ｇ委員： みなさんにご意見いただきたいのですが、本日の報告書が製本として出来上がった場

合に、区長、副区長はもちろんのこと、全部局、それから議会にも当然配布しますし、

ホームページ等でも公開をしていく予定でございます。そういう考えで当然、議会では、
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今後、予算議会の中でこういう評価について色々と質問も出てくる可能性はあります。

それらを踏まえて今後これが、どのように展開していくのかというのは、次年度以降報

告をすることという感じにつながるのですけれども、一方で、ここで区民の方が参加し

た区民評価人にこれを送る必要があるかどうかということについて、私個人的には、送

った方がいいのではないかと思いますが、そこのご判断を。 

原田委員長： 私もそう思います。ぜひそうして頂ければと思います。そうしないとやはりいけない

のではないかなという気がしますし、先ほど申し上げたように区民評価人の方々の評価

と違うなというところも本当はきちんとわかるような資料というのが、やはり理想的だ

ろうと。まあ一年目ですから、まだまだしょうがないのかもしれませんが、来年度はぜ

ひそうした参加してくださった方に対するお礼も含めているのかなという気がしてい

ます。では、その方針で進めてください。 

事務局： はい、そのようにさせて頂きます。 

原田委員長： では、予定をしておりました時間より少し前でございますけれども、第 7回政策評価

委員会をこれにて終わりにいたします。先ほど申しましたように少し文言等の修正等を

する時間が全くないわけではございませんので、お気づきの点ございましたら、事務局、

あるいは私の方にご連絡いただければ幸いでございます。 

では、引き続き来年度もよろしくお願いいたします。 

・３ その他 

事務局： 連絡事項がございます。次回、次年度になりますけれども、また改めて日程を調整さ

せて頂きたいと存じます、また公開事業評価の実施時期については、会場をおさえる関

係もございまして、なるべく早めにと予定をしています。先ほどＢ案ということでござ

いましたので、日数としては一日でよろしいのかなと、一会場でということで、なるべ

く近くの庁舎か庁舎周辺の区民センター等で予定をしておりますけれども、これについ

ても、日程を調整させて頂いたうえで仮おさえをさせて頂ければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

原田委員長： 大学の施設もご利用ください。 

事務局： それを含めて検討させて頂きます。どうもありがとうございました。 
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会議の結果 
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（２） 次回は、平成 25年 4月とし、事務局より改めて連絡する。 


