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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第４回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成 25年 7月 9日（火） 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． 平成 24年度評価対象施設の対応状況 

２． 平成 25年度評価の論点の整理について 

３． 公開事業評価シートについて 

４． 事前質問、資料要求について 

５． 今後のスケジュールについて 

（1）公開事業評価までの流れ 

（2）公開事業評価（9月 8日）当日の流れ 

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）・大﨑映二（行政アドバイザー）・外山公美（立教大学コミュ

ニティ福祉学部教授）・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） 

 

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

○事務局 第４回政策評価委員会を開催いたします。本日お忙しい中また早朝より暑い中お集ま

りいただきましてありがとうございます。また先日は公開事業評価の対象施設の見学会

にお越しいただきましてお疲れ様でございました。本日の案件ですけれども、まず昨年

度評価をいただきました１０施設でございますけれども、こちらの区としてのその後の

対応状況についてご報告をさせていただきます。またその後、先日ご視察いただきまし

た五つの施設の評価に当たっての論点、９月８日の公開事業評価当日の進め方について

ご協議をいただきたいと思います。それでは委員長よろしくお願いいたします。 

○原田委員長 それでは４回目の政策評価委員会を開催いたします。先ほど事務局からもございまし

たように、まず今日は３０分ほど時間をとりまして、昨年度評価の対象といたしました

施設についての、各所管課の対応状況についてご説明を頂くというのが一時間目、二時

間目は今年度の問題として、こちらについては一時間ほど時間を取りまして施設の評価

をする際の論点、あるいは視点の整理みたいなものをしておきたいということでござい

ます。では１点目でございますが、対応状況について１５分から２０分程度でご説明頂

いて、我々の方で１０分ほどディスカッションをと考えております。よろしくお願いい

たします。 

・１ 平成 24年度評価対象施設の対応状況について 

○事務局 それではご説明させていただきます。資料は４‐１でございます。評価対象施設の対

応状況報告書ということで、１０施設ほどございます。区としてのまだ対応が不十分な

ものもあろうかと思いますけれども、各事業の施設の所管課に調査をしまして、上がっ

てきたものについてまとめたものでございます。それではまず、図書館からご説明させ

ていただきます。１ページ目でございます。図書館につきましては昨年度の公開事業評

価では、Ａ妥当おおむね妥当というような評価をいただいたところです。現状の評価と

いう欄がございますけれども、評価の基準と申しますか、内容につきましては費用対効

果を踏まえた適切な運営がなされている、一方で利用者の意見が十分反映されていると

は言いがたいというようなご意見を頂いたところです。各委員の皆様から委員による提

言という形で図書館につきましては３点ほどご提言をいただいております。まず１点目

といたしまして、運営に当たって様々な手法との効果の比較の検証を行うなど効率性向

上への取り組みを継続するということでございます。こちらについては当然効率性向上

の取り組みは継続するということでございまして、今後改善をしていくということでご

ざいますけれども、現在におきましても、業務委託化や、非常勤職員の活用を行って最

大限の効率化を図っているということですので、コスト面でのこれ以上の改善は難しい

というような所管の意見でございます。しかしながら、現行の運営体制の課題が明らか

になっているので、さらなる改善向上に向けての検討を重ねていくというような内容に

なっております。続いて２点目です。閲覧席での自習が図書館機能を阻害することにな

らないように留意する必要があるというような項目であります。こちらについては課題

としては十分認識しているところですけれども、個別の利用者の利用形態を判断して自

習者を排除するということは、現行上困難だというような内容になっております。続き

まして３点目です。時代の変化に伴い、図書館の役割というものも異なったものとなっ

ていきますので十分利用者の意見を把握してニーズに即した施設運営を検討されたい

というようなご意見いただいたところですけれども、こちらについては図書館サービス
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のあり方そのものについて、図書館経営協議会という会議体での検討を経まして、豊島

区の基本計画、現在２７年度までの計画になっておりますけれども、新たな基本計画に

反映をするということで、どうするという欄がございますけれども、中央館、地域館の

役割分担、電子図書資料の導入等々、様々な検討を重ねるということでございます。次

の施設に参ります。３ページ、保育園でございます。保育園につきましても図書館同様、

妥当というようなＡ評価をいただいたところです。現状の評価としましては、待機児童

の解消に向け最大限の努力を行っている、姿勢は評価できる。また保護者の理解のもと

で、適切な民間事業者に委ねるなど、効果、効率的な運営が行われているといえるとい

う評価をいただいたところです。こちらについて委員の皆様から頂いた提言が大きく２

点ございます。まず１点目ですけれども、政策の優先づけの問題はあるものの適切な受

益者負担を求める検討が必要と考えるというようなことで提言いただいたところです

けど、こちらについて早速、本年度の４月より、認可保育所の保育料の改定を行ったと

ころです。こちらは主に、改定をしたところが３歳児以上で一定階層以上の料金が同一

金額になっておりましたので、そちらを所得に応じて細分化をしたと、また高額所得者

から応能負担ということでより適切な料金をいただくというような内容でございます。

続きまして 4 ページの提言の２点目です。待機児童の解消というところについてはスピ

ード感を持って、十分対応しているところですけれども、こちらはもう喫緊の課題と受

けとめて、もう少しスピード感を持って対応すべきだということでございます。また、

保育所は保護者が安心して預けることができる、子どもが健やかに育つ場として、サー

ビスの質をさらに高めるように期待するということでございます。まずサービスの質に

つきましては、様々ありますけれども、１例といたしまして、公立保育園での生活を保

護者の方に実際に見ていただいて、現在預けていらっしゃる方もこれから預ける方もよ

り身近に感じていただくということで、各保育園ごとのホームページを作成したところ

です。私も先日、こちらを見ましたけれども、かなり子どもの生活がわかるような工夫

した内容になっております。また待機児童の解消につきましては、区として、緊急的な

対応ということで記載の７点の対応を図ることとしております。認可保育所の定員増は

もちろんのこと、認証保育所や、臨時保育所の設置、東京都で進めておりますスマート

保育の整備、事業所内の保育所との連携等々でございます。３００名の受け入れ枠を拡

大するというような内容になっております。続きまして、３点目、もう１点ございまし

た。失礼いたしました。特別保育の拡充については、入園できている者とできていない

者の公平性に留意して、待機児童との折り合いつけながら対応するということでござい

ますけれども、延長保育については、より充実したものにするというようなことで廃止

予定だったものも廃止せず、その他、１園での延長の継続等でございます。また、病後

児保育については、現在認可保育所に通っているお子さんのほか、在宅で子育てをされ

ている方やパート等で保育園を利用してない方にも、お使いいただくような改定を図っ

たところでございます。下段のところで議会における議論や、政策評価委員会による評

価の感想という項目もございまして、施設によってはこの項目にも記載をしているとこ

ろでございます。政策評価委員会の評価の感想としては、いただいたご意見については

普段から認識している事項で、できるだけ早く解決するというようなことでございま

す。続きまして３施設目、あうるすぽっとでございます。６ページでございます。こち

らも評価はＡ評価ということになっております。現状の評価としては、区が進める文化
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芸術政策の中核施設として、舞台芸術の創造発信、育成をコンセプトに高質な事業展開

がされていると、施設運営は、適切に行われているというような内容になっております。

委員の皆様からの提言は３点ほどございます。まず１点目です。区民認知度が十分とは

言えないということで、区民への普及啓発を図ることが、多額の財源を要する施設への

区民の理解を高める方策であるということでございまして、こちらについては、従前か

ら認識をして対応をしているところですけれども、更に改善をしていくということにし

ております。演劇、ワークショップ、展示などの発信事業を、伝統文化の展示や区内の

中学校へのアウトリーチ、駅前における盆踊り大会など、区民と密接にかかわりながら

事業を実施することで施設の知名度を上げていくというような内容でございます。２点

目にいただいたご提言ですけれども、施設がもたらす効果を客観的に検証する方法の検

討ということで、文化政策や文化の施設の効果というのは、なかなかはかりづらいもの

がありますけれども、こちらについてはやはり、そのまま放置するようなものではなく、

やはり十分検討する必要があるという認識のもとで、本年度に外部評価を実施する予定

としております。こちら、具体名を出してしまいますと、ニッセイ基礎研究所というよ

うなシンクタンクがございまして、非常に文化芸術関係のこういった効果の調査には、

たけているシンクタンクでございまして、こちらに委託をして、その効果を検証すると

いうような内容でございます。続きまして７ページです。こちらも区の魅力を対外的に

発信することが直接的間接的にどのような効果があるのかというようなことで、同様に

このシンクタンクの調査等の結果を、区としても当然それを再評価する必要があろうか

と思いますけれども、活用していくというようなことでございます。次の施設です。８

ページのスポーツ施設でございます。こちらについては要改善ということでございま

す。現状の評価としては、指定管理者制度の導入等、民間ノウハウを活用しながら上質

なサービスが提供されていると、財政負担についても十分考慮はされているけれども、

維持管理に多額のコストを有する点や、民間スポーツ施設が普及しているという現状の

もとで、区がすべて施設を保有してサービスを展開する必要があるのかと、またそのか

かるコストについても色々なサービスの充実に振り向ける方策もあるのではないかと

いうような評価をいただいているところでございます。受益者負担等も含めてでござい

ますけれども、まず１点目のご提言ですけれども、施設ありきのスポーツ施策や、健康

増進からの転換ということで、必ずしも施設を区が保有しなくても民間や近隣自治体と

の連携のもとで、そういった健康増進の機会を提供することは可能ではないかというよ

うなご意見ですけれども、こちらについての所管の回答としましては、十分なご指摘と

いうのは理解できるところなのではありますが、区民が施設を利用することによりもた

らされる効果を考慮しますと、やはり、なかなか施設なしで、こういった政策を展開す

るのは困難だというような内容になっております。１例といたしまして豊島区民が近隣

自治体の施設を利用するということは逆に近隣自治体の住民が豊島区の施設を利用す

るということになりまして、現在の施設の受け皿からすると、まだそこまでの余裕はな

いということで、充足して、利用率低いという状況の中では考えられるのですけれども、

現状ではなかなか難しいだろうと。また民間施設の利用連携についても、身分確認作業

不正防止などの労力という、それにかかる区の人件費ということを考えると、費用対効

果の面では、それほどメリットがないのではないかというような内容になっておりま

す。委員の皆様からもご納得できるような内容ではないかもしれませんけれども、この
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ような回答が上がってきております。続きまして９ページでございます。提言の２点目

といたしまして、こちらは今後スポーツ施設についても改築改修、新設も先だって行っ

たところですけれども、こちらについて一定程度の受益者負担を求める余地があるので

はないかというご提言でございますけれども、これにつきましては、今後も十分な課題

ということで認識をしておりまして税投入のあり方を使用料全体の観点から考えてい

くというようなことでございます。こちらについては、使用料の値上げ値下げ両方の議

論がありまして、どちらがいいのかというところも含めて考えていく予定でございま

す。続きまして３点目のご提言ですけれども、郊外施設、具体的に申し上げますと三芳

グランドでございますけれども、区外利用者が非常に多いということで、こういった区

外の方に区税が投入されるということは問題ではないかと、利用実態についての把握も

不十分でありましたので、そういったところも分析の上、使用料のあり方について検討

をするということで、こちらについては、使用料そのものにどうこうということではな

いのですけれども、区外の方の使用料を上げるということではなくて、区民の優待料金

の設定ということで、区民利用の促進という観点で、区外の利用の阻害ということでは

なく、区民利用の促進という観点で、今後検討するということでございます。続きまし

て１０ページの勤労福祉会館でございます。こちらについては総合評価がＣ評価という

厳しい評価でございました。稼働率が高くて、区民の利用というのも非常に定着してい

るところでございますけれども、設置目的であります中小企業で働く勤労者の文化教

養、福祉の増進という目的から大きく乖離をしているというような内容で、この設置目

的の整合性を改めて検討する必要があるというような評価を頂いたところです。こちら

についての提言としましては３点程ございました。まず１点目としまして、利用者の属

性やニーズ等を把握した上で、施設のあり方を検討すべきであるということでございま

す。実は勤労福祉会館については大規模改修の予定もございまして、この現庁舎周辺の

施設とあわせまして、今後施設のあり方を抜本的に見直す予定がございます。その分が

こちらの１番の提言の内容のところにも書いてありまして、区では新庁舎の移転に関連

して区民センター、生活産業プラザなどの施設について移転後のあり方について検討中

であると、本年度の区議会の第３回定例会で検討結果をお示しする予定でありますの

で、勤労福祉会館もこの内容に沿って、必要な見直し改善を図るということでございま

して、２点目の提言にあります設置目的や施設名の変更、それから２点目までの部分に

ついては同様でございます。３点目については、設置目的に即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に留意する必要があるということで

ございますけれども、こちらは当然のこととして、あり方を見直す場合については、利

用者が混乱することのないよう配慮していくということでございます。次の施設でござ

います。公営住宅でございます。当日は公営住宅の中で主に区民住宅にスポットを当て

て、評価をいただいたところでございますので、こちらの内容につきましても、区民住

宅を中心に、対応方針を考えたところでございます。現状の評価については区民住宅等

については当初期待された役割はすでに達していると、施設運営を継続する上では空室

率の解消が求められることは当然でありますが、その対策に注力するより事業終了決断

する時期にあると言えるというような明確なご意見をいただいたところです。提言につ

きましては大きく３点ほどありまして、まず１点目、事業を終了する場合においては、

住宅の所有者であるオーナーさん、それから居住者、双方に対して丁寧な説明が必要で
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あるということでございます。こちらについて改善済みということで区民住宅について

は、現在の期間の満了後については、オーナーの方へ返還する方針を決定したところで

ございます。入居者の方については利用期間満了後の家賃について、一定の要件に該当

する場合には、経過措置としての支援策を講じるということを合わせて決定いたしまし

た。住宅所有者に対する対策につきましては、個別に説明を行った上、返還時の条件に

ついては今後定期的な話し合いの中で詰めていくということです。入居者については、

記載のとおり、それぞれの期間に応じて、対応を図るということとしております。続き

まして１３ページ、提言の２点目でございますけれども、公共により直接供給の方策か

ら民間ストック活用の方策へ転換をする必要があるだろうということでございます。現

状区内の住宅総数については世帯数より多いという状況で、相当数の空き室が存在して

おります。こういった中でご指摘のとおりで多額の財源投入が必要となる、公的住宅を

直接供給するということではなく、既存の賃貸住宅の利活用へ移行すべきと考えており

まして、区といたしましては昨年度、居住場所に困っている方に対して、民間賃貸住宅

等への円滑な入居促進に推進するための協議会を発足いたしました。この協議会には、

学識経験者の方ももちろんですけれども、不動産の関係の事業者の方、ＮＰＯ等、多様

な主体が集まって新たな課題に対しても柔軟かつ機動的に対応することができるよう

な協力体制を整えたところです。続きまして３点目のご提言でございますけれども、政

策をシフトすることで収入保障のある、特定優良賃貸住宅のオーナーと一般の民間スト

ックオーナーの公平性を担保するということでございますけれども、区民住宅について

は再契約を行わず例外なくオーナーに変換することを決定しているということですの

で、公平性の問題は生じないということでございます。次の施設でございます。時間が

かかってしまって申しわけありません。駆け足で行かせていただきます。１４ページ、

区民ひろばでございます。こちらについては要改善ということでＢ評価でございます。

評価の内容につきましては、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

施設でありまして、利用者も増加傾向にあり、区民の認知度も上がっていると、一方で

課題としまして利用者の固定化による施設の閉鎖性、世代間交流の不足、そういった問

題もございまして、モデル的に地域の方の自主運営というものを実施されるなど、発展

途上の施設であるということで、有効性が高いとは言えないものの、色々な取り組みに

挑戦する姿勢は評価をいただけるということで、ご意見をいただいたところです。こち

らについてのご提言は４点ほどありまして、どのご提言も非常に重い内容となっており

まして、区としての回答もかなり詳細に記載をさせていただいたところですけれども、

簡潔にお話をさせていただければと思います。まず１点目といたしまして、一部地域で

は自主運営が開始されて今後も拡大していくという方針でありますけれども、自主運営

をした後も区が適切な関与、支援を継続する必要があると、また排他性や閉鎖性の点に

ついてもそういう形にならないように留意すべきであるということでございまして、区

といたしましては、運営協議会は、地域コミュニティの活性化を目的に活動していると、

排他性、閉鎖性な運営とならないよう十分留意していくということでございます。続き

まして２点目でございます。単なる利用者数だけではなくて新規の利用者数についても

把握をすることで利用者が固定しないように注視をしていく必要があると、また様々な

使用の設定や利用者の意向調査ということの必要性ということでご指摘いただいたと

ころです。こちらについては今年度、所管の組織内に利用者拡大部会というものを設置
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いたしまして、新たな取り組みを実施するべく検討中であるということでございます。

続きまして３点目のご提言でございます。自治、協働の拠点としての機能と施設の維持

管理の機能を分けて、それぞれに適した事業者さんに運営を委ねるという方策もあるの

ではないかと、また地域独自で使途が決められる包括補助金という手法も検討されたら

どうかというようなご指摘も頂いたところでございます。こちらについては、区民ひろ

ばの運営協議会を小学校区ごとに設置をしておりまして、もともと、この条例の主旨に

照らしても施設の運営の主体は、地域の運営協議会に担わせるということを明確に位置

付けておりまして、他の法人に運営を任せるということは想定していないというところ

でございますけれども、ＮＰＯ法人や大学などの多様な団体との協働ということは、必

要であるということで運営そのものについては、運営協議会ということでございますけ

れども、色々な連携は今後も図っていくということでございます、また包括補助金の考

え方については運営協議会で３０万円を上限に独自で色々なことを考えられる補助金

として交付をしているというところでございます。続きまして４点目です。こちらは、

地域の独自性を阻害し、本来目的である世代間交流の役割が相対的に低下しないように

地域と十分な協議を重ねていく必要があるということでございます。こちらについては

今後も、自主運営や事業実施を含めて運営協議会の意向を十分に確認しながら進めると

いうことでございます。政策評価委員会による評価の感想というところで幾つか記載を

させていただいたところですので、後ほどご覧いただければと思います。続きまして

17 ページ、公園でございます。こちらについては要改善という評価でございます。公

園につきましては都市環境防災面などの価値に加えまして、コニュニティ、文化活動の

利用価値というものも認められると、利用者ニーズのくみとりが不十分で非常に画一的

な運営がされているので、もう少し地域のニーズをくみ取った上で、管理についても、

地域住民とともに対応していくということが必要ではないかということで、提言としま

しては、３点ほど頂いております。まず地域住民の意向を把握した上で、どんな公園づ

くりが必要かという、それぞれの地域の特性に応じた公園をつくっていくということで

ございますけれども、新規開設また再整備に当たっては、地域住民等と十分協議を重ね

るということで対応したいということでございます。２点目です。維持管理についても

すべて直営ではなく、地域の方、また多様な団体の力を更に活用するよう検討するべき

であるということでございます。現在においてもボランティア団体等で、色々な活動を

お願いしているところでございまして、なかなか高齢化や、参加していかれる方という

のも増えていっていないという状況でございまして、さらに、この部分を強化するとい

うことは難しいということでございます。ただし、なるべく多くの方にご参画をいただ

くということは今後も継続するということでございます。また３点目としまして、公園

面積の区民１人当たりの１平米ということでございますけれども、こちらについては大

きな目標としているところですけれども、短期のところで見るとなかなかその達成とい

うのは困難であるというところで、人口動態等も含めて、また、財源等の問題も含めて

考えていく必要があるということで、改善困難ということにさせて頂きました。続きま

して目白庭園でございます。こちらについては、抜本的見直しということで、さまざま

なポテンシャルは、持っているのですけれども、ＰＲ不足であったり、文化の側面とい

うところが不足している、というようなご指摘でございます。提言としましては３点ほ

どありまして、まず、公園部門だけではなく文化部門等とも関与した上で、魅力づくり
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や普及啓発に努めるということで、こちらについては新たな利用者の方にたくさん使っ

て、ご訪問いただけるように方策を考えていくということでございます。また２点目と

しまして、本施設の果たす役割について、もう一度、地域と協議をする必要があるとい

うことで、アンケート調査を実施することしております。３点目です。こちらは地域と

協議して理解を得る前提として、色々な活用方法について、色々なアイディアをプロポ

ーザルで募集するなどの方策もあるのではないかということで指定管理者の更新時に

施設活用の方向性についてアイディアを募集する予定としております。２３ページでご

ざいます。最後の施設で自転車駐車場でございます。こちらについては高い評価をいた

だいておりまして、Ａということでございます。提言としましては、４点ほどあります。

サービス内容や利便性について極力利用者の意見を反映するよう努力すべきであると

いうことで、随時、現在においてもそのような対応をしておりますけれども、今後とも、

アンケート等、また区民からのご要望をたくさんいただいた上で対応、検討するという

こととしております。２点目としては受益者負担のあり方について不断の検討というこ

とでございますけれども、コストや利便性、近隣区とのバランス等を考慮しながら随時

検証を行っていくということでございます。３点目です、運営方法について、例えばシ

ルバー人材センターについて指定管理者としての活用など、現在の活用がベストという

ことではなく、色々な方策を検討すべきであるということでございまして、こちらにつ

いては、随時最もいい活用方法について考えていくということでございます。また、丸

投げにならないように区としても、適切に関与することを継続するということでござい

ます。４点目です、今後の施設整備については中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ことで随時、経年劣化が進む施設を抽出して、改修を行うという

ことでございます。非常に不十分なご説明になってしまいまして、申し訳ございません。 

○原田委員長 ありがとうございました。１０ほど施設がございましたけれども、それについての各

所管課の今後の対応ということでございました。今回、今年と昨年度、その公共施設の

評価をしているわけでありますけれども、それは区民にとって、親しみがわきやすいと

いうことでチョイスをしているわけであります。それ以外にも区としては色々な事業を

しているわけでありまして、私が今日お話しを伺いながら気になったのは、例えば対応

が難しいということについては、それはそうなのかなということもありますけれども、

今後何をいつまでにどのようにどうすると、特にどうするというところについて、どれ

ぐらいフォローをして行くべきものなのか、差し当たり今回は、2 カ年度ということ公

共施設をやっているわけですけども、それ以外の事業をやらない中で、この公共施設に

ついてのみ、もう少しこうフォローしていくという意味があるような気もすると、どう

すると言っただけで、所管からすれば、あぁ良かった、これでおしまいだとしてしまっ

ていいものかどうかが、やや気になったかなと。さりとて、それ以外の事業についても、

政策評価委員会として、目配りをしていくということになれば、一回やったのだからほ

かのところにエネルギーを注ぐべきだという議論もあるでしょうし、そのあたりが少し

私は個人的には気になったところであります。評価の内容についても、私ども評価委員

会に厳しいご意見も賜っているようでございますので、そのあたりも含めてご質問ご意

見がございましたらどうぞ。 

○Ｃ委員 評価委員会の評価に対しての担当課の意見で、私の方のグループに、特に公園関係で、

担当課の反論が厳しいのですが、私は、これはこれでいいのかなと思っていますむしろ
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こういう形が出てくることが一つ透明性を増すということになるのかなと思います。つ

まり、区民の方が全く違う意見を見たときに、どのようにそれぞれが判断するかという

ところでは、良い形の一つなのかなと考えています。それから具体的な会議の進め方の

ようなところは、これは２回目のところで、また、こちらのほうも改善されているので、

特に問題ないのかなと思っています。 

○原田委員長 ありがとうございました。私も公園のところに関して言いますと、委員の提言で、区

民１人当たり１平方メートルを達成する云々に関して、人が減れば達成できるというの

は何となく、ちょっと違うかなという気が個人的にはしなくもないですけど、それは目

標が達成したというか、結果的にそうなったと、努力の問題でなくて、例えば、区民３

万人ぐらいで出ていけと、これも一つの努力のあり方、それは都市のあり方として、全

くないわけではないのですが、そうは言わないということであれば一つの成果の目標達

成とは思えないような気がいたします。余計なことでございましたが、ほかにはいかが

でございましょう。 

○Ｅ委員 例えば目白庭園なのですが、これ２０ページで、なかなか難しい内容なので、こうい

う書き方なのは仕方ないと思うのですけれども、かなり具体性に欠けているというか、

現状はまだ何もほとんどできていないのかなという印象もあるので、委員会としての委

員長のご意見ではないですが、このままなんらかのフォローはしていかないといけない

のかなというのは、率直に思いました。以上です。 

○原田委員長 どうぞ。 

○事務局 目白庭園につきましては、今、Ｅ委員からご指摘いただいたとおり、この書面から見

ると、まだ何もでてないというような印象なのですけれども、施設のあり方そのものを

検討するということは大きな課題でございまして、区としまして、文化部門も入って、

あり方や、特に利用者を増やすような方策について検討を始めたところでございますの

で、もう少しお時間いただければ、それなりの方向性がでてくるのかなと思っておりま

す。 

○Ｅ委員 わかりました。他もそうなのですけど、具体的に検討に入られている場合は、例えば

10 ページもそうなのですが、同じような答えになっているのですが、もう少し例えば

ニーズ等を把握した上、具体的に何かされているのであれば、あるいはその下の目的や

施設名を変更するというのは、どういう区分け等が進んでいるのか、もう少し詳しく入

れていただけると何かやられているのだなと、心証としてわかるのですが、可能であれ

ばお願いします以上です。 

○原田委員長 Ｅ委員がおっしゃった案件で申しますと、目白庭園は委員による提言に対するレスポ

ンスの字数を数えてみると数えてみてないですけど、議会による議論や評価への我々に

対する感想の方が字数として多いというのは、これは書きぶりの問題で色々な調整して

こうなったということは恐らく想像いたしますけれども、少し逆かなという気は個人的

にしなくもないです。やはり、こういう意見が出てくること自体は、Ｃ委員がおっしゃ

るように非常にいいことだと思いますけども、もう少しこれを、特にどうするというと

ころについては、どうしたのというところを、年度末にもう１回本当にしたのかという

ことについて確認をしていくと、余り細かいペーパーは要らないと思うのですけども、

検討した結果どうしているのかというところについては引き続きこちらとしても関心

持っていますよと、のど元過ぎたから暑さを忘れないでというところを、やはり少なく
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ともやり始めた公共施設に関しては、区民に対する責任としてフォローしていくという

のが筋かなという気がいたしました。この対応については、また事務局とご相談をして、

少なくとも簡単な報告、どうなったのかということについていただくような形で調整を

したいと思います。ありがとうございました。では、今日の本題にそろそろ入りたいと

存じます。２点目の論点でございますけれども、今年度への評価の論点の整理について

ということでございます。これは資料４－２でございますけれども、少しおさらいをい

たしますと、資料４－２の１番左端に妥当性あるいは必要性、最初妥当性だけだったの

かもしれませんが、必要性、有効性、効率性という、三つの観点で、昨年度は結果的に

評価をしてみた、あるいは評価の結果を整理してみたわけでございます。今年度につき

ましても、この大きな視点というものを維持しながら、実際の五つの施設について評価

を進めてまいりたいと、その際の論点の整理についてということの資料についてのご説

明をお願いしたいと存じます。 

 ・２ 平成 25 年度評価の論点の整理について 

○事務局 はい、資料４－２でございます。公開事業評価の対象施設の論点整理票ということで

ございまして、今、委員長からお話ありましたとおり、今回の評価につきましては、昨

年度、妥当性、有効性、効率性というような考え方をそれぞれのポイントごとに事前に

整理をしたということはございませんでしたので、最終的な評価の段階では、かなりき

っちりやりましたけれども、今回についてはこの部分を整理いたしましたので、各施設

に共通する項目というのが、左の視点と評価項目ポイントということでご理解いただけ

ればと思います。昨年度は、個別の施設について、その施設の運営上の大きな課題等、

事前に整理をいたしまして委員会でもオーソライズをした上で、当日議論に入っていた

だいたという経緯はございますけれども、今年度については、この左の２項目の部分に

ついて視点と評価項目について、それに沿ってご議論いただければということで、事前

にあまり施設それぞれの特性を区側から提示するのは、得策ではないと思いまして、今

回上げたものは、あくまで例示ということで、ご参考にしていただければと思います。

当日は委員の皆様で、視点ポイントについてこちらから様々な資料をご用意いたします

ので、お考えいただいて、当日に臨んでいただければと思います。例示としましてあげ

たものについて幾つかかいつまんで、ご説明させていただきたいと思います。今回、５

施設ほどありまして、大きな特徴を申し上げますと、現在ある施設が改築、改修、移転、

また設置目的が大きく変わるというような特徴がございます。区民センター、生活産業

プラザにつきましては、先ほど、昨年度の対応方針のところでお話をさせていただいた

のですけれども、現庁舎周辺、庁舎が移転をいたしまして、現庁舎についても、民間活

用を予定している関係で、この現庁舎の周辺の施設について、再構築をする予定となっ

ております。したがいまして区民センター、生活産業プラザについては、現在の建物が

そのまま継続するということではなく、場合によっては、設置目的そのものも変わって

いくというような可能性があるということでご理解いただきたいと思います。男女平等

推進センターにつきましては、先日の施設見学会でご覧いただきましたとおり、勤労福

祉会館の中に入っておりまして、勤労福祉会館につきましても大規模改築が予定されて

おります。また勤労福祉会館が現在の内容そのものになるかどうかというところも今後

の検討になっておりますので、その点も含みおきいただきたいと思います。子ども家庭

支援センターにつきましても、仮の施設ということになっておりますので、ハードの部
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分につきましては、ご覧いただいた施設そのものでないというところをご理解いただい

て、主に、そこで展開されている事業等についてご議論いただければと思っております。

幾つかの施設ごとの、事務局でつくらせていただきました例示のところで、ご説明させ

ていただきたいと思います。まず、区民センターですけれども、公会堂、あうるすぽっ

と、今回の施設に上がっております区民集会室など、さまざまな施設が存在する中で現

在行っているような施設については必要な施設であるかと、区民センターの設置目的は

区民の福祉の増進と文化の向上という目的でございますので、当然のことながらその目

的に照らした施設運営が行われて、また効果としても、福祉の増進や文化の向上につな

がっているかということが大きな論点になろうかと事務局では考えております。生活産

業プラザでございますけれども、こちらは設置目的が中小企業の振興を地域経済の発

展、消費生活の安定、リサイクルの推進というところが目的となっておりますので、そ

れに寄与する施設運営がなされているかと、この中ではリサイクルの推進につきまして

は、ちょっと別の場所に軸足が移っているというところがありますので、若干変わって

きているかなと思います。生活産業プラザの公の施設としての機能は、研修室等の貸室

等の部分でございます。こういった貸室を施設内に設ける必要があるかということも、

論点としては考えられるところかなと思います。施設内でご覧いただきましたように、

ビジネスサポートセンターや消費生活センターというものが入っておりまして、その効

果というところも検証すべき事項かと思います。また生活産業プラザは直営の施設でご

ざいますので、外部化の余地がないかというところも論点としては考えられるかなと思

います。続きまして区民集会室でございますけれども、こちらの集会室機能についても

区の中で類似の施設が様々ありまして、その中でどのような役割を果たしているかと、

また真に必要な施設であるかというところが一つ考えられるかなと思います。区民集会

室についても区民センターと同様に、設置目的は区民の福祉の増進と、文化の向上とい

う目的でございますので、施設運営がその目的に即しているかというところでございま

す。先だって、委員長から施設見学の時に、ご指摘いただきました、中段の部分ですけ

れども、施設が設置されることによって区民活動の活性化につながっているかと、そう

いった利用実態を適切に把握しているかというようなところもあろうかと思います。い

わゆるこの部分については、アウトプットではなくはアウトカムの部分が、議論の中心

になろうかと思います。利用促進のための積極的なＰＲ、それから維持管理コスト等を

考えたときの受益者負担、そういったところも論点としては考えられる部分だと思いま

す。またこちらの施設については、業務委託という形式で行われておりますので、地域

の自主運営の推進や、指定管理者制度の活用というようなことも出るかと思います。続

いて男女平等推進センターでございます。こちらの施設の設置目的は、女性を取り巻く

諸問題の解決と男女共同社会の実現というような目的となっておりますので、その目的

にそった施設運営が行われているかということでございます。貸し室については施設内

に設ける必要があるかということも考えられるかと思います。また、目標や事業内容に

ついての利用者の意見の反映、先ほどの集会室と同様ですけれども、研修室の使用料、

それから指定管理者制度の活用なども論点になろうかと思います。また女性の方の相談

機能というところもございまして、こちらは福祉事務所でも相談を行っておりますの

で、そことのすみ分け等も、当日の中でご指摘いただく可能性ということもあろうかと

思います。最後に子ども家庭支援センターでございます。こちらの施設の設置目的は、
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子どもと家族が生き生きと健康に生活することができる、家庭環境及び地域環境の形

成、地域社会における子育て機能の向上という目的となっておりますので、その目的に

即した施設運営、事業展開がされているかということでございます。目標や事業内容は、

政策意図や利用者の意見を反映したものになっているか、子育て世帯の不安解消や子ど

も虐待の未然防止につながっているかというところも、ご指摘いただける部分かと思い

ます。在宅子育て世帯に対する訪問相談を、現在のところ実施しておりまして、いわゆ

るアウトリーチの部分です。来られた方のご相談だけではなく、施設から、各ご家庭に、

ご訪問するような事業を行っておりますけれども、その費用対効果を検証した上で過剰

サービスにはなっていないかと、保健所で全戸訪問と書いてありますのは、生後４カ月

全戸訪問というような事業でございます。いわゆる、こんにちは赤ちゃん事業と言われ

ておりますけれども、そことの関連づけというところもあろうかと思います。子ども家

庭支援センターについては現在直営で運営が行われておりまして、正規職員のほかに多

数の非常勤職員も在籍をしておりまして、非常勤職員のさらなる活用や、指定管理者制

度の活用というところは検討できないかというところもあろうかと、また一部事業につ

いての民間委託という部分も考えられることかと思います。専門性を高めるための人材

育成面の設置、類似の施設等で行われている事業との関連付けというところも論点とし

ては考えられる部分かと思います。こちらはあくまで事務局の例示ということで、委員

の皆様に様々な資料等をご提供いたしますので、考えられるものがありましたら、ご指

摘いただければと思います。以上です。 

○原田委員長 ありがとうございました。今、ご説明いただきましたのが、今回の評価に当たっての

論点、視点ということでございます。私として、この表を含めた、次回の評価作業につ

いて、このように考えているということを少し申し上げたいと思いますけれども、まず

視点でございますが、この視点の３つについては、実際に委員の皆さんからご質問を所

管課にお願いする際に、できる限り何といいますかバランスよく、質問をしていただき

たいと、どこかの視点が落ちないようにというところは、ご留意いただきたいと思いま

す。これが１点目です。他方で、その施設によりましては、やはりその質問をしていっ

て深掘りをしていくといいますか、特定の観点、項目について、詳しく聞いていく必要

が出てくるのかなという気はしております。それは施設の特徴みたいなものの反映でも

あるのかなと。例えば先ほどざっと説明を伺いながら思いましたのは、評価が難しそう

なのは生活産業プラザ、これをごらんになっておわかりかと存じますが、普通その役所

というのは、人と金と施設があって、それに基づいて何か事業を展開していくわけであ

りますけれども、人も配置されているのかな、お金もあるのかな、しかし施設自体は、

ほかの色々な施設がどんどんと入っている。貸し館というわけではないのでしたか、

色々な目的のところが同居しているという方が正しいのでしょう。ですから、その人と

お金と施設が一対一対応しただけで事業をするというように必ずしもなってない。その

生活産業プラザをどのように評価をしていくのか、多分どこかを切り出して、この部分

だけ評価をしましょうということにするのか、それとも、建物自体に同居していること

によるそのシナジー効果みたいなものを見ていくのか、一体その役所の施設というのは

一体何なのかという議論になりうる施設かなという気がしております。他方で、子ども

家庭支援センターというのは、そういったお金と人と施設というのが、一体化して何か

事業していくという意味では、典型的な、施設であります。そうしたことからすると、
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生活産業プラザについては、そういう施設全体の利用のさせ方、配置の仕方だとか、そ

うしたところが、例えばですけれども議論のポイントになる。私が申し上げたいのは、

各施設に特有の問題については当然深掘りというのが必要だろうということでありま

す。三つ目ですが、これは先ほど事務局から説明がありました点で、非常に私もどなた

かに申し上げたのですが、施設見学のときに難しいなと思いましたのは、いずれなくな

るかもしれないという施設をどうやって評価をするのか、一つの極端な意見としては、

なくなるのだったらなくせばいいのだから評価はいらないよという極端な議論があり

得ると思います、他方で子ども家庭支援センターというのは確かに、あの建物はなくな

る、２年後ぐらいに確実になくなる、しかし機能としては多分なくなるということを恐

らくない、そういう意味では場所による特性だとか、今の施設による制約というのはあ

るのでしょうけれども、一応、今回は、このタイミング、平成２５年度の９月あるいは

７月あるいは施設見学のタイミングというようなもので、そのスナップショットに対し

て評価をするということではどうかと。例えばなくなるのだから、やったってしようが

ないということではなくて、一応この前のタイミングあるいはこのタイミングで評価を

してみる、そうすることによって、例えば子ども家庭支援センターで申しますと、建物

が別の場所に行って、地理的な、また別の制約があるかもしれないし、今の制約からと

き放たれるということがあるかもしれないけれども、次の活動に恐らくプラスになるだ

ろうとして評価をしていくしかないのかなと思っております、三つほど申し上げまし

た。バランスよく論点を議論いただきたいということ、視点を参照いただきたいという

ことと、それぞれの施設について当然ですが深掘りしていただくということ、三つ目に

ついては今のスナップショットについて評価をしていく、将来については、どうなるか

というのは、まだ議会もいろいろ議論もありましょうし、わからないという前提でやっ

ていったらどうかということでございます。私が思いつく限りで今３つの点も追加して

申し上げましたけれども、この論点整理表、あくまで例示でございますので、これに従

って質問をいただく必要ないのですけれども、まずはこの表について何かご質問ござい

ましたらどうぞ。 

○Ｅ委員 直接、表についてということでもないのですが、前回、現地を見させていただいて、

結構役割として重複しているところがあるなという意見が委員長から先ほどご指摘あ

ったと思います。それは個別に見ると、個々に判断するとそれなりに妥当性、有効性、

効率性というのはあって、使う方は地域的に近いほうがいいでしょうから、やっぱりあ

ったほうがいいとおっしゃるとは思うのですよ。ただ総合的に見た場合には、やはりお

金を使っているものですので、それでいいのかということがあると思うのですが、その

辺はどのように反映させたらいいのかなと正直少しわからないのですけども。 

○原田委員長 具体的に私がお尋ねしたのは、生活産業プラザと区民センターがお隣の建物でありな

がら、同じような機能を持っていると。一個一個みるとそれはそれなりに良さそう気が

すると。しかし隣合わせで同じ機能を持っているのは、いかがなものかということです。

どうでしょうか。私そのときから確かに疑問なのですけど、事務局から何かございます

か。 

○事務局 例えば、この資料の中にも記載させていただいたのですけれども、区民センターと区

民集会室は、ともに区民の福祉の増進と文化の向上という設置目的がございまして、そ

れで区民の方の活動の場をご提供しているということでございます。施設の規模とか地
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域性というのは、もちろんあろうかと思いますけれども、実態として昨年度の評価の時

にも勤労福祉会館と地域文化創造館の活動というのは非常に類似性が高いというご指

摘をいただいておりまして、今、Ｅ委員の方からご指摘いただいたようなものについて

は個別の施設の中で、ご提言を頂ければ区としても今度はトータルで、縦ではなく横ぐ

しを刺して、区民の方の活動の場というような観点で、どのように考えていくかという

ようなこともあろうかと思います。また最終的に公共施設の運営というテーマそのもの

で総括的なことを今年度まとめていただく予定になっておりますので、その中で、個別

の問題ではなくトータルの問題として、ご指摘をいただければ、区として非常にありが

たいかなと思っております。 

○原田委員長 例えば趣旨目的によって利用をするその施設の特徴があるような施設にしたり、利用

者を特定目的に限定したりすると、それを究極までお押し進めると利用率がさがってく

る。できる限り施設を同一のようなものにして、使い勝手がいいものにしていけば、利

用率があがる。一体どっちをとっていくのかみたいなことを、例えば実際のその施設の

設計に際しては、考えるということになるのでしょう。おそらく今の施設もそうでしょ

うけども、目的が全部同一ではない。そういう意味では、その事業の対象者というのは、

何らかの形で重複してはいるのでしょうけど、それなりのカラーリングみたいなものが

ある、しかし事実上機能がだんだん近接化していくものを区全体でどのように見ていく

のかというのは、やっぱり横串を刺して議論をしないといけないことなのかなという気

がいたします。ほかにはいかがでしょうか。特にＡ委員は今年度初めてご参加なされる

ので、仕組み全体についても何かもしご質問がございましたら。 

○Ａ委員 だいたい今のご説明で理解しましたので、もう少し読ませていただいて、それからい

ただいた過去の報告書等も読ませていただいて勉強させていただきたいと思います。そ

れから先ほどの流れのところでちょっと気になったのですが、このキャッチボールは１

回行って、こうという前提でその後は委員長が聞くという形になりますか。 

○原田委員長 まず、ざっとご説明頂いて、質問どうぞという形で質問いただいた後は一問一答をず

っと続けていくという感じです。 

○Ａ委員 わかりました。それからこの報告書、先ほど議論になっていましたけれども、この報

告に対してまたこちらから言うというのはしないですか。 

○原田委員長 今回はその評価の対象の施設対象が違うので、一部引き合いに出されているところも

ありますけれども、２４年度の報告書については基本的に関係ない形で進めていくと。 

○Ａ委員 もうひとつだけ、今回議論になった２４年度の分というのは何らかの形で先方に行く

のですか。２５年度は切り離していただいて、２４年度の結果が出ましたよね。いまこ

れにご議論がさっき出たわけですが、それについては２４年度に対象になったところに

はまた行くのですか。例えばここはけしからんじゃないかとか。 

○原田委員長 それは多分ここのやりとりの議事録レベルでいくのでしょうけども、何かそこでフィ

ードバックするということを考えてないですよね。 

○事務局 今、委員長からお話ありましたとおりです。この場で出たご意見については所管にも

返します。また今年度、昨年度と本年度合わせて公共施設の運営そのもののまとめを委

員会のほうにお願いしておりますので、例えば先ほどのスポーツ施設の中で、政策は必

ずしもその施設がなくてもできるではないかというところで改善が難しいというよう

な所管で回答いただきましたけれども、そういう考え方についても、何かやはり改善の
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余地があるようなことがあれば、トータルのまとめの中で、またご指摘いただければと

思っております。 

○Ａ委員 わかりました。ありがとうございます。それから最後に１点ですが、ほかの施設のこ

とが出てきますよね。それについては、事前に何か資料がもらえるのか、当日または議

論になった上で資料は提示されるのでしょうか。 

○事務局 他の施設とは。 

○Ａ委員 例えば相談機能について男女共同参画がある、福祉事務所にもあると。その場合福祉

事務所の資料というのはどういう状況になっているのかというような資料はどのよう

に提示されるのでしょうか。 

○事務局 当日の説明資料につきましては、各所管で作成する予定なのですけど、この後の議題

の中で委員の皆様から事前にその状況を押さえておきたいもの、またこの資料がないと

議論が進まないというものについては事前にご請求いただくような仕組みとさせてい

ただいておりますので、今、委員からお話ありましたような、なんらかの書類につきま

しては、ご要望いただけばすべてご用意したいと思っております。 

○Ａ委員 よくわかりました。ありがとうございました。 

○原田委員長 機能的に近接しているというのは、どのように近接しているのかがわからないと、重

複しているのかわからないということがあり得ますので、実際に行っている、この例え

ばここで申します女性相談というのはどんなものなのかということの資料は後でまた

お書きいただく必要ないと思うのですけど、お出しいただければと思います他にはいか

がでしょうか。 

○Ｂ委員 先ほどの状況報告書と、比べながら質問させていただきたいのですけれども、質問は

先ほど勤労福祉会館の状況報告書の中で、ページでは１０ページになりますが、委員に

よる提言①の担当課の回答に、区では新庁舎への移転に関連し勤労福祉会館や区民セン

ター、生活産業プラザなどの施設について移転後のあり方を現在検討中ですと、本年第

３回定例会で検討結果示される予定のためということなのですけれども、区民センター

や生活産業プラザは今回の評価対象となります。まずは時期です。第３回定例会でこの

検討結果が出るタイミングを公開事業評価の前後、前なのか、後ろなのかとか、そのあ

たりを教えていただきたいのが一つと。それから今もう検討中ということなので、どの

ような方向での議論が、もしくは観点でもいいのですけれども、今わからないかもしれ

ませんが、ちょっと気になるところでありますので、わかる範囲内で教えて頂きたいと

いうのがあります。この質問の背景には、例えば公営住宅のところなのですけれども、

委員による提言で全て改善済であるとあります。恐らくこれは、もう既に担当課のほう

で審議がかなり進んでいって平成２４年度に手をうっているということもありました

ので、こちらの委員会の審議も、もう少し貢献度上がるようにしてみたいと。今、特に

この区民センターや生活産業プラザというのが、何がどのように動いているのかわから

ないということが１点です。あともう１点は、事務局の感想を伺いたいのですけれども、

この対応状況報告書で、まずは議会に対する報告についてはこちらでお話しいただいた

かもしれませんが、もう一度どのような報告をされていて、それからこの状況報告書を

見ると、ほとんど利用されていないというように見てとれることができます。それはそ

れでいいのですが、そういう状況だということで把握をしましたが、これについて事務

局側はどのような感想をお持ちなのかということを、ちょっと参考までに教えて頂きた
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いと思います。 

○原田委員長 私なりに少し翻訳したり膨らましたり自分の意見をつけ加えたりいたしますけれど

も、対応済であるということは、迅速な対応なのか、それとも、私たちはまな板のコイ

なのだから、しばらくその結論を待っていると、例えば議会で方針が決まるのだから、

それまでは基本的に何もしないのか、それも一応の対応といえば対応、対応できないの

ですよという対応でもありますよね。ですからそのあたりがどうなのかという質問なの

かなというのは第１点目のところなのかなと思います。いかがでしょうか。 

○事務局 １点目の部分ですけれども現庁舎周辺の施設の再構築の問題ですけれども、勤労福祉

会館は西口で少し離れますが、池袋駅周辺ということで、なかなか今のご指摘の部分難

しい問題で、事務局としてもちょっと悩んでいるという部分なのですけれども、まず時

期の点で申し上げますと、第３回定例会での公表の時期というのは、公開事業評価の後

になりますので、公開事業評価当日では、区民の方のところへ区としてのオーソライズ

したような考え方はお示しできないと考えております。議会サイドの定期的なご報告や

区民の方への情報開示の部分について、どこまで公開事業評価の段階までにお出しでき

るかというところについては、もう一度庁内で検討する必要があると考えておりますの

で、今の段階で決まっていることは、周辺の施設についての再構築を図っていくと、新

庁舎の中に入る施設と入らない施設というところもございますし、昨年度、こちらの委

員会で御指摘いただいたようなご意見も、施設のあり方の中には入れていくというよう

なことは当然あろうかと思っておりますので、逐一、また方向性が見えたらお話をさせ

ていただきますけれども、なかなか明確にはお話しづらい部分です。 

○Ｇ委員 第３回定例会においては、この現庁舎地周辺の新たなまちづくりの構想というところ

を示す予定なのです。そのときに生活産業プラザ、それから今の区民センターは相当老

朽化しておりますので、いずれも建替えの時期に来ているという状況もありますので、

その辺のところをリニューアルして、このような施設にしていきたいという方向を出す

のですけども、それは、まだまだあの決定といいますか、議会に示して議会のご意見と

か、そういったことも伺うという段階であります。ですから、あまりこの委員会では、

現状としてある区民センターなり、生活産業プラザというものを、本当に率直な点から

評価していただいてよろしいのかなと、そこで思ったご意見を区に寄せていただいてよ

ろしいのではないかと思います。これからどのように変わるかということも、それもご

意見ですし、区議会からもいろいろなご意見も出てくるでしょうし、また地域の住民か

らも色々なご意見出てくると思います。そういったことを踏まえた上で、最終的に区と

しては、このような姿にしていきたいということを考えて行きたい。 

○原田委員長 今、Ｇ委員がおっしゃったのは、私が先ほど申し上げた三つ目のポイントでして、そ

の評価のタイミング、どの時点の評価をするのかということについては今年度のスナッ

プショットについて評価をしていくということなのでしょう。他方で、評価をしたその

瞬間に、例えば９月議会開かれて、やはり建物廃止します、機能的にももう廃止します

と、区民センターみたいなものは何らかの形で残ることは間違いないでしょうけど、生

活産業プラザの一定の機能がなくなってしまうということも、全くないわけではないの

かな。そのあたりやはり依然として難しいのかなという気がしますけれども、なくなる、

あるいは一部見直しをする際に、可能な限りその場での議論をできる限りそのタイミン

グでしていただくしかないのかなという気がしています。Ｂ委員どうでしょうか。この
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あたりは難しいです。何を我々としてまな板に載せていって議論をしていくのか、それ

はこちらのスケジュール感だけでなくて、区全体の施設の配置の再配置の問題と、しか

もこれがとんとんと進むかどうかも極端に言うとわからないわけですよね。はい。あり

がとうございました。それ以外に何かご質問。どうぞ。 

○事務局 Ｂ委員の２点目の部分については昨年度の評価についての議会の反応というご質問

でございました。公開事業評価のまとめという、昨年度いただいた部分につきましては

議会にご報告をしました。昨年度の評価当日には、多数、区議会議員も、参加しており

ましたので、透明性とか効率性とかの議論、また区民評価人の特にご意見については非

常に関心を持っていただいたというように思っております。様々なご意見ありまして、

非常に高い評価をいただいた方もいらっしゃいましたし、いわゆる短時間での評価とい

うこともございましたので、評価がもう少し時間的に不足していて、十分な議論がなさ

れていなくて残念だったというようなお話いただいた区議会議員からもありまして、議

会トータルとしてはここの部分については非常に前向きな高い評価をいただいたと認

識しております。 

○Ｂ委員 評価研究上でも、その情報をどのようにすり合わせるか、つまり議会側が欲しい情報

とこちらが出している情報が違うから関心はあるのだけれども、議事録になかなか載ら

ないというのはそういうことなのかなと、少しわからなくて、ほとんど真っ白な状態で

担当課から出されていますので、その質問だったのです。これはどのように私はとらえ

たらいいのか本当に純粋によくわからないというわけです。 

○Ｇ委員 補足させていただきますと、今の事務局が言いました、去年初めてやったこの公開事

業評価というものに対する議会の評価というのは相当高かったです。ここに書かれてい

る個々の施設についての議会から見た意見というのは実際上の決算特別委員会、予算特

別委員会の審議の中では、すべての施策が対象になるものですから、とりたててこの施

設のこの評価についてというやりとりはあまりなかったというのが現実です。ですから

空欄になっているところがあるのですけども、その施設の運営のあり方がテーマになっ

て、議会審議になって、そういえば、政策評価委員会でこんな意見が付されていたけれ

ども、それについてというやりとりというのはそんなになかった。ただ幾つかここで挙

げられている中で、たしかあったかと思いますけど、その程度で全ての施設について議

会の中で、公開事業評価をやったことについての個別の意見というのはなかったと。こ

こでは政策評価というものに対する意見、評価というものにはかなりありましたけれど

も、ということでした。ですから、ここの報告書の中には空欄になっているところが多

いのは全く無関心だったということなく、施設ということについて議会は、良いところ

も悪いところも認識している部分がありますので、ひょっとすると同じような意見だっ

たから、あえて質問したかったのかもしれません。そういったことがあろうかと思いま

す。 

○原田委員長 議会にとって必要な情報が何なのかという問題と、その情報を使って議会がどんな発

言をしたり質問をしたりするのかというのは、両方とも短期間ですむとは限らずに、例

えば一定程度ストックをしておくといいますか、何か決算関係で議論があったときにこ

れについて質問してみよう、あるいは、こうしたことについて議論をしてみようという

のは、短期的には出てこないのだけども、中長期的には出てくるという可能性もあるの

で、どれぐらいこの政策評価委員会が出した評価情報というものが、その自治体の中の
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機関で有効に使われているのかということについては、もう少し長く見ていく必要があ

るのかもしれません。他方で、この施設はもうダメだよねというものについて、ほった

らかしにされてしまうというようなことになっているとやはり問題なのかなと。そうい

う意味では先ほどの２４年度の評価の中で非常に厳しい評価がされていたにもかかわ

らず、何のリアクションもないというのは、一体どうなのという意見も多分素朴には、

出てくるのかなと。Ｂ委員がもし議会としてリアクションがありうるようなものが、順

番つけると言われたら、多分そのようになるのではないかなと思うのですけど、必ずし

もＣの判定のところで、議会について、例えば何もないと。例えば勤労福祉会館につい

ては、議会の議論がないと。これ一見すると何となくおかしいわけでありますけども、

それはまたそれで施設の特徴があったり、多分議会としても、勤労福祉会館はいずれ見

直すのだよねということで承知しているがゆえに、言ってないという可能性もあるの

で、単純にこの評価と議会との関係というのも一対一になっているわけでもないのかな

という気がいたします。このあたりもう少し子細に見ていく必要があるのかなと。逆に

議会の方々にどういう評価情報があったらいいのかというような意見交換もありうる

のかなという気がいたします。実際に昨年度の公開事業評価の際に議員さん、特定のよ

く知っている、議員さんとたまたま話をしたのでありますけど、仕組みの話はみんな関

心あるのですけど、１個１個の個票のあれこれについては以外に何というか、それにつ

いて直接のリアクションというのはなかったかなと。やはり先ほどＧ委員がおっしゃっ

たように１年目で、やってみたというところに対しての関心のほうが大きかったのかな

という気がいたします。はい。他にはよろしゅうございますでしょうか。それでは、残

りの今申し上げたその３つの視点を踏まえた評価シートや事前の質問や資料要求につ

いて、３と４まとめて説明いただきましょうか。 

・３ 公開事業評価シートについて 

・４ 事前質問、資料要求について 

○事務局 はい、資料４－３と４－４が、当日使用いたします評価のシートでございます。資料

４－３が今御指摘いただいている当日評価委員をやっていただきます政策評価委員の

皆様用のシートでございます。４－３につきましては、視点、論点それから各評価の項

目がございます。論点の部分なのですけれども、あらかじめ今回もし論点を決めるとい

うことであれば、この中に記載をいたします。特に論点を決めないということであれば

先ほどの資料４－２のところにあります視点と評価項目・ポイント、この部分を再掲し

ようと事務局側では考えております。三つの視点ごとに評価を今回いただくということ

に先だって決めさせていただきましたので、妥当性、有効性、効率性それぞれについて

の評価をいただきます。こちらの数によって機械的に総合評価が決まるということで、

総合評価の項目はこのシート上は設けていないということでございます。したがいまし

て論点の部分をあらかじめ定めるかどうかというのを、本日お決めいただけるとありが

たいと思っております。続きまして資料４－４が区民評価人の方用のシートでございま

す。区民評価人今回も、午前２０名、午後２０名の合わせて４０名を募集する予定とし

ておりまして、当日、こちらのシートによって、総合評価とそれぞれのコメントを入れ

ていただくということで、この区民評価人のシートにつきましては昨年度と全く同様の

シートでございます。当日の評価委員の皆様と違う部分が、視点ごとの評価をしていな

いということでございます。こちらの視点ごとの評価というのは、かなり高度な部分も
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あろうかと思いますし、あと時間的に区民評価人さんがそこまで区別をして書くという

ところもなかなか難しいというところで、昨年度同様の総合評価という形にさせていた

だければと思っております。資料４－５につきましては、事前質問の要求資料整理表と

いうことでございまして、委員の皆様から事前にこれだけは確認をしておきたいという

ものがございましたら、必ずしもこのシートだけではなくメール等でも結構なのですけ

れども、お寄せいただければと思います。こちらの質問については当日、質問していた

だく、柱の部分ではございませんで、論点を整理していただく上でこれだけは抑えてお

きたいというような部分でのご質問と事務局側では考えております。要求資料につきま

しては先ほどＡ委員からご指摘いただいたように、この事業の評価をするに当たって、

このデータは必要だというものについて、こちらに記載をいただければと思います。事

務の関係で大変恐縮なのですけれども、今月末ということで一応締め切りをさせていた

だいておりますので、特に所管の色々な資料作成の時間等もございますので、ご協力い

ただければと思います。以上です。 

○原田委員長 ありがとうございました。４－５と４－４については、もうよろしいですか。何か質

問がございましたら、事務局までこの様式ではなくても結構ですので、７月末までにお

願いをいたします。また区民評価人のこのシートについて、例えば去年、これは記入し

づらいとか、もっと記入させろとか、別の様式がよろしいとかというような議論がもし

なければ、このままでいいのかなと。あまりこう三つの視点を区民評価人に要求すると

いうのは、少し難しいのかなと思っております。それでは４－３に戻っていただいて、

この評価シート、これ各委員の方々にお使いいただくのでありますが、この論点のとこ

ろについては、この空白部分みたいなのは何かを書いてもらうという意図ですか。 

○事務局 当日、この施設の評価をするに当たって妥当性というのは主にこのテーマのもとで議

論を進めてというわけで、あらかじめ論点を決めておくというような意味で、一応項目

をつくらせていただきました。もし、施設ごとに何か特別な論点を決めないで一般的な

論点ということであれば、先ほどの資料４－２にあります、視点と評価項目の部分をそ

のまま再掲しようと考えておりました。 

○原田委員長 ありがとうございました。私としてはあらかじめこの質問項目をばちっと決めて、そ

れが配布されていて、それに基づいて質問していくということになると区民の方が、場

合によっては、茶番なのかというような話になると、決してよくないと思いますので、

ここでは評価の項目・ポイントを再掲していただいて、質問自体は先ほど申し上げたみ

たいに３つの視点をバランスよくご議論いただくということと、施設の特性に応じて深

掘りをしていただくということについて、大まかにご了解頂きたいなと。特にこれは絶

対に聞きたいという点がもしございましたら各委員で聞いていただければと思います

し、この質問は絶対にしましょうねということを、委員会の議事録でまとめておくとい

うこともどうかと思いますので、もちろんやりとりの中で絶対にこれは質問すべきだと

いう項目は多分議論の中で恐らく出てくると思いますので、そういう形にさせていただ

ければと思います。繰り返しますと、視点のところの横の空白の部分の評価項目、論点

と書いているところは、評価項目ポイントのところをそのまま載せて、それを意識して

いただきながら質問をお願いするといたしましょうか。では実際の評価にあたりまして

は、この視点と評価項目を参考にしながらご議論をお願いしたいと思います。なにかこ

れに関して。 
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○Ｄ委員 ひとつだけお願いいなのですけれども、何と言いますか、今回は評価シートがかなり、

システマティックになって、ＡとＢとＣとつけると総合評価が出て、それをまとめると

全員の総合評価が出てくる形になって、それはそれでいいと思うのですけれども、何て

いうのか、そこの議論に、ＡＢＣでは語れないような部分というのが、議論をしていく

中で絶対出てくると思うので、下の空欄のところに特記事項といいますか、自由記述的

なものを設けていただいて、もしあればそこに各委員が書いて、なければなしでもそれ

はそれで構わないと思うのですけど、そういった形で、できたらお願いしたいのですけ

れども。 

○原田委員長 私も実はこの空白部分はそういう項目だと勝手に思い込んでおりました。失礼しまし

た。いかがでしょうか私もＤ委員と全く同意見なのですが。 

○事務局 この空白は、色々ご意見を書いていただいたり、委員の皆様で、発言をその後いただ

く予定にしておりますので整理をいただくということで、恐らくしっかりしたことをご

記入していただくお時間というのは時間的になかなかないのかなというところもあり

まして、メモも含めても、もしお時間あれば特記事項書いていただいて、メモも兼ねて

お話をいただける、自由に使っていただけるような項目として、欄を使っていただけれ

ばと思います。 

○原田委員長 実際にこのＡＢＣを総計して、評価をして当日事務局で出すのでしたよね。しかし当

日だけではなくて多分後日の政策評価の委員会でＡＢＣの評価をもう一回まとめる際

に、ここに書いたものであるとか発言というものを少しフォローした形の資料が１枚あ

るといいなと思います。メモを全部起こしてくださいという意味ではないのですけど

も。 

○事務局 特記事項という形でご用意させていただきます。ありがとうございます。 

○原田委員長 ありがとうございました。当日は多分皆さんご質問で的確に、短い時間で質問するこ

とにどうしても集中してしまうのかなと思いますけども、これだけは書いてくれという

ことがもしございましたらお書き添えいただければと思います。はい。ありがとうござ

いました。では実際にこの評価シートを使って、視点と評価項目を意識しながらご質問

を当日お願いしたいします。それでは、最後でございますが、今後のスケジュール、こ

れからのスケジュールとあと９月８日のスケジュール、合わせてお願いをいたします。 

・５ 今後のスケジュールについて 

○事務局 資料４－６が今後のスケジュールでございます。本日７月９日が第４回の委員会でご

ざいまして、今後の委員会の予定といたしましては、いまご説明を申し上げました事前

質問、追加資料につきまして、７月末締め切りで事務局までお寄せいただければと思い

ます。実は９月８日までには、委員会の開催を現在のところ予定しておりません。もし

委員会としまして、１回その間に挟んだ方がよろしいということであれば、設定をした

いと思いますけれども、事務局としては、本日の委員会を公開事業評価当日までの最後

の委員会と考えております。８月の下旬を目途にいただきました質問への回答や追加資

料につきまして、または当日の使用する資料などももしご用意できましたら、８月下旬

までに委員の皆様の方へご送付を差し上げたいと思います。９月８日が当日ということ

になります。参考までに今回も区民評価人の制度を設けておりますので、そのことにつ

きまして、若干補足をさせていただきます。今月の１９日に区民評価人の募集をさせて

頂く予定です。こちらについては参考資料として４－１、４－２をお付けさせていただ
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きましたので、こういった形で区民評価人の募集をするという形で予定をしておりま

す。今回３０００名の区民の方に、前回と同様無作為抽出の形で送付をさせていただい

て、事務局としては、午前、午後を分けまして各２０名の方にご参加をいただければと

思います。前回はだいたい一施設のときにご参加いただいた区民の方で多くて１０名程

度だったと記憶しておりますので、今回は、より多くの方にご参加をいただきたいと思

います。こちらの区民評価人を募集した締め切りが８月の２日を予定しております。８

月の９日に決定通知を郵送したいと思っております。ご賛同いただきました区民評価人

の方につきましては、８月の２１日に、昨年度も実施をいたしましたけれども、事前研

修会ということで、施設の概要と評価の方法につきまして研修会という形で実施をいた

します。たくさんの方に傍聴人ということでご参加いただくためにホームページや広

報、また区議会にも周知をしたいと思います。今回、立教大学の学生さんにもご参加を

いただけるということでございますので、もしお時間が許しましたら、ちょうど夏休み

期間で難しいかもしれないのですけれども、８月の２１日の事前研修会にも、ご出席を

いただければと思います。個別にもし学生さんのほうでわからない点等がありましたら

事務局でご対応をさせていただきたいと思っております。今後のスケジュールについて

は以上です。当日のタイムテーブルにつきましては資料４－７でございます。今回５施

設でございまして、実際の評価が１０時１０分の区民センターから開始ですけれども、

１０時の区長あいさつを皮切りに、評価を実施したいと思っております。評価委員の皆

様には大変恐縮ですけれども３０分前の９時半にお集まりをいただければと思います。

区民評価人は１０分前の９時５０分ということで設定をさせていただきたいと思いま

す。昨年度より３０分ほど後ろに時間をずらしております。１施設１時間ということで、

午前が１２時２０分の終了ということで、少しお昼の時間が伸びてしまうという関係が

ございますけれども、ご了承いただければと思います。最後の部分につきましては、４

時５０分の総評、今回の総評につきましては、２年のまとめというようなことで委員長

にお願いできればと思います。最終的には１７時で評価人のアンケート回収を行いまし

て、その後解散ということで予定をしております。以上です。 

○原田委員長 ありがとうございました。今後の予定、当日のスケジュールでございますけれども、

先ほどＢ委員からの質問もございましたし、昨年度もそうだったのですが、ぜひあの議

会の会派の方々にご案内を、こういうことやりますよということについてはお願いをし

たいと思います。また区民評価人で私どもの学生が大変ご迷惑をおかけすることになる

と思いますので、しっかり勉強させるようにご指導もお願いをいたします。今日も１人、

後ろに来ておりますけども、ぜひ参加をしてください。何かご質問、当日のスケジュー

ル、今後のスケジュールをあわせて、よろしいですか。それでは、今日のだいたい議題

は以上でございます。その他は特にございませんか。 

○事務局 はい、ご連絡事項ということでよろしいでしょうか。公開事業評価の当日が９月８日

ということになりますので、２カ月ほど時間が空いてしまいます。その間にも委員の皆

様には色々なお願いをする予定なのですけれども、もし不明な点とか必要な資料、今回

も７月末ということにさせていただいておりますけれども、何かご不明な点等ありまし

たら、事務局にメールでも電話でも、申しつけいただければと思います。お答えさせい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

○原田委員長 当日は確かに時間が３０分、当初は９時ぐらいですよね。それが３０分ずれて９時半
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ということで、少しゆっくりご参加いただけるということのようでございます。それで

は以上もちまして４回目の政策評価委員会をおしまいといたします。ありがとうござい

ました。 

 

 

会議の結果 
（１） 平成 24年度評価対象施設の対応状況について確認する。 

（２） 次回は公開事業評価とし、日程は 9月 8日とする。 

  

提出された資料等 

【配布資料】 

４－１ 平成 24年度評価対象施設対応状況報告書 

４－２ 平成 25年度評価論点整理表 

４－３ 評価シート（委員用） 

４－４ 評価シート（区民評価人用） 

４－５ 事前質問・要求資料整理表 

４－６ 今後のスケジュール 

４－７ 公開事業評価当日の流れ 

 

【参考資料】 

参考４－１ 区民評価人募集チラシ 

参考４－２ 区民評価人応募用紙 

 


