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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 25年 12月 5日（木） 14時 00分～16時 00分 

開催場所 第一会議室（本庁舎３階） 

会議次第 議題 

１． 公開事業評価実施結果について 

（１）実施概要 

（２）アンケート結果 

（３）課題、改善点 

２． 委員会としての総合評価について 

（１）公開事業評価における評価委員の意見 

（２）区民評価人（学生評価人）の意見 

（３）総合評価 

３． 「公共施設の運営」についての総括 

・妥当性、必要性 

・有効性 

・効率性 

４． 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）・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） 

 

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 第６回の政策評価委員会を開催いたします。本日欠席のご連絡を頂いておりますの

が、外山委員、中西委員でございます、また区側の水島委員、吉川委員につきましては、

議会が現在開催されておりまして、若干遅れるとの連絡を頂いてございます。よろしく

お願いします。 

本日の案件につきまして、事務局から説明させていただきたいと思います。９月の８

日に開催いたしました第２回の公開事業評価の関係について、ご審議を頂きたいと存じ

ます。まず本日最初に区民評価人、それから当日の傍聴者の方の参加人数、アンケート

の集計結果等、当日の開催結果につきましてご報告をさせて頂きたいと思っておりま

す。その後、対象の５施設ございますけれども、こちらにつきまして委員会としての総

合評価を決定頂きたいと考えております。また後半お時間がございましたら昨年度、今

年度二年、評価テーマといたしました当区の公共施設の運営につきまして、全体的な評

価を含め課題とされる点やご意見ご提言を頂戴したいと思っております。これらのご意

見等を全て集約いたしまして、年度内に報告書という形で発行できればと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは委員長、進行をよろしくお願いい

たします。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。たしか公開事業評価は９月の上旬だったと思うので

すが、夏が終わって秋が終わって冬でございますが、すっかり私も少し忘れつつありま

すので、改めて実施結果をざっとご報告頂いて、そして、記憶を新たにしてから、２番

目の委員会としての総合評価のところの議論に入ってまいりたいと思います。それで

は、１番の公開事業評価の実施結果についての（１）から（３）までございますけれど

も、資料もタイトでございますが、ご説明をお願いいたしましょう。 

・１ 公開事業評価実施結果について 

○事務局 本日の資料にございますけれども、さまざまな内容がございまして、６－１から６－

８までございますけれども、別添ではなくて全て綴じさせていただいておりますので、

ご了承頂きたいと思います。それでは、ページをお開きいただきまして、１ページをご

覧頂きたいと思います。右肩資料６－１というところでございます。今年度の公開事業

評価の実施概要ということでございます。昨年度の結果と比較をしまして、左側が今年

度、右側が昨年度というような形で記載をさせていただいております。日時につきまし

ては、昨年度は７月末の日曜日に実施をいたしましたけれども、本年度につきましては、

会場との関係がございまして、９月の上旬、９月の８日に開催をしております。会場に

つきましては、本年度は、区民センターということで池袋駅近くというところで設定を

させていただいております。昨年度も同様のことを考えておりましたけれども、こちら

の方も、当日の緒事情の都合がございまして急遽変更をさせていただいたという経緯で

ございます。テーマにつきましては、公共施設の運営、二年続けてございます。対象施

設につきましては、昨年の１０施設から本年度につきましては会場をひとつに集約をし

たということもございまして、５施設とさせて頂いております。対象施設につきまして

は、区民センター、生活産業プラザ、区民集会室、男女平等推進センター、子ども家庭

支援センターということで、当委員会の方で決定を頂いた施設を対象としております。

評価委員につきましては、昨年度は、交流自治体の職員４名を加えまして１０名という

かたちで２会場に分けて実施をいたしましたけれども、本年度につきましては、政策評
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価委員の外部委員のみなさまにお願いをして５名という形で実施をしております。区民

評価人ですけれども、昨年度は２会場ございましたけれども、トータルで３１名という

ご出席を頂いております。本年度につきましては、昨年度、二千名の方にお声掛けをさ

せて頂きましたけれども、より多くの方にご出席頂くために三千名の方にお声掛けをさ

せて頂いた結果、当日５９名の方のご出席を頂いたというような状況です。２８名増え

たという形になっております。また出席率についてなのですけれども、昨年度は７割強

ということですけれども、本年度につきましては、１０％ほど上昇いたしまして８０．

８％というかたちで、キャンセルも少なく、非常に多くの方にご出席頂いたというよう

な状況でございます。この次に、区民評価人の年代別、性別の参加数を記載させて頂い

ております。お配りしている資料では、午前、午後ということで分けて記載をさせて頂

いておりますけれども、トータルの人数が無かったものですから、口頭で報告をさせて

頂きたいと思います。本年度は２０代が７名で１２％、３０代が１１名で１９％、４０

代が１５名で２５％、５０代が２名で３％、６０代が１７名で２９％、７０代が７名で

１２％ということで、記載がなくて大変申し訳ありませんが、２０代から４０代のトー

タルで５５．９％という結果になっております。昨年度は２０代から４０代のトータル

が２５．８％ということで、昨年度は比較的、５０代、６０代、７０代の方も含めて高

齢の方が中心になっておりましたけれども、本年度は非常にバランス良く、３０代、４

０代の方が多数ご参加いただいて、２０代の方も昨年度２名でしたけれども、今年７名

ということで、非常に年齢別にもバランスが取れていたという現状です。これは事前に

お声掛けさせていただいたところを、一律に抽出するのではなくて年代別に少し傾斜配

分をいたしました結果というところもございます。２ページをご覧頂きたいと思いま

す。７番の傍聴者なのですけれども、こちらは課題なのですけれども、昨年度は４７名

の方に傍聴頂いておりますけれども、今年は区民評価人の方は先ほどのように大幅に増

えたという状況ですけれども、傍聴の方が半減しているというところが大きな課題だと

思っております。昨年度は今回、初めての取り組みだということと、また、いわゆる事

業仕分けのいっときのブームがございましたけれども、その要因が昨年度は残っており

ましたけれども、今年度は、そのあたりもかなり落ち着いてきているというような状況

かと思っております。周知については、特段、昨年度より今年は、縮小したということ

は無いのですけれども、このような結果になっているというような状況でございます。

続きまして３ページの区民評価人のアンケート集計結果ということで記載をさせて頂

いております。一部誤りがございまして、ご訂正を頂きたいと思うのですけれども、３

番目の事前研修会についてというところでございます、２４年度の状況の構成比のとこ

ろが間違っておりまして、よかったというところが３６．７％ではなくて６４．７％、

ふつうが２３．５％、よくなかったというところが１１．８％というような状況でござ

いますので修正をお願いしたと思います。主だったところだけ掻い摘んでご説明させて

頂きたいと思います。これはアンケートの結果なので、全ての方にお答え頂いたという

ことではございませんけれども、先ほど説明させて頂いたとおりかと思っております。

資料についてというところですけれども、こちらについては、わかりやすかった、ふつ

うというのが、構成比的には、トータル的には大きな変更はございません。若干わかり

やすかったというところが、減っているというような状況です。１事業あたりの時間と

いうところにつきましては、適当というところが７割、これも大きな変更はございませ
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ん。また区の職員の説明についてということも、これも昨年度とほぼ同様でございます。

４ページをお開き頂きたいと思います。評価委員の議論の内容について、わかりやすい、

ふつうというところ、以下記載がございますけれども、これについてもほとんど昨年度

と同様と、全体的な感想についても、ほぼ同様の結果になっております。区民評価人と

いう制度について、どのように感じてらっしゃるかというような記載についても、よい

という回答が約９割、昨年度とほぼ同様でございます。また、こういった公開事業評価

の取り組みについて今後どうするべきかというところにつきましても、拡大を含めて、

引き続き実施するべきというご回答が約９割以上をしめるという状況で、以上ほとんど

区民評価人のアンケートにつきまして重複している方は、実はいらっしゃらないのです

昨年度と本年度は別の方にお願いしておりますけれども、アンケートの結果につきまし

ては、ほぼ同様の内容になっております。続きまして、５ページのところです。こちら

は、区民評価人の方にアンケートの中で、公開事業評価を今後実施する場合に、今後取

り上げた方がよいと思われるテーマということで、いくつかご意見を頂戴したところで

ございます。分野的には安全・安心や福祉・健康、子育て・教育等記載のとおりでござ

いますけれども、特に関心が高いところが、子育て・教育のところの子育て支援等は、

非常に数多くの方が挙げてらっしゃるというような状況です。また環境問題について

も、多くの方からご意見を頂いております。行財政改革・区政全般というところで、例

えばこれの１番のところ、区が強み、弱みと考えている事業、両方やればよいのではな

いかと、いうようなユニークなご回答を頂いております。４番のところでは、区で特に

お金を使っている事業について評価がよいのではないかと、また５番のところでは、改

善されたか、何年後かに同じ事業を実施するべきだと、７番のところでは、役所での手

続きも平日の１７時１５分以降、土日祝日などの開庁、その他、そういった取り組みに

ついて、住みやすい、働きやすい豊島区について考える場が必要だというようなところ

もございます。８番が公共事業と民間事業との比較というようなご意見も頂いておりま

す。９番のところで重複事業の整理等々ということでございます。１６番では外部委託

を進めておりますけれども本当に外部に任せてよいものなのか、無責任なことになって

ないか、というところの評価というようなご意見頂いてございます。続きまして、７ペ

ージ、こちらは区民評価人のこの取り組み全般につきまして、どのように感じられてい

るかというところ、先ほど、よいとか悪いとかいうのについてはご説明させて頂いたと

ころですけれども、具体的には３番、区の施設や政策がわかってとても参考になった、

６番、自分の区に関心を持つきっかけになったと、それから７番、自分の税金を基に経

営している以上、もっと区民が利用し易い、豊島区を好きになるような魅力ある施設に

なってもらいたいというような、非常に関心を持つきっかけになったというようなご意

見を多数頂戴しております。改善提案を伴う意見ということでは、１番、区民評価人が

もう少し多くてもよいのではないか、それから２番、これは区の職員としては耳が痛い

部分でありますけれども、担当課は区民評価人に区の事業をアピールするチャンスとポ

ジティブに捉えて委員の方々のその先の評価人の心を掴まえるような公開事業評価の

会を企画運営してほしいという内容も頂いております。それから５番、公開事業評価、

非常に有意義なので今後も継続すべきだというご意見、ページをおめくり頂きまして８

ページでございます。１４番、こういった評価の結果を、人の時間をさいているのだか

ら、なくすものは、しっかりと廃止するとか、話合いだけではよろしくないというご意
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見でございます。非常に課題だということで、３番、不満を含む意見ですけれども、１

番、パワーポイントの利用等、自分の言葉で話すなど“聞き手に伝えたい”という姿勢

が見えるような形にしてほしいというようなご意見でございます。６番、今回公共施設

の運営というテーマなのですけれども、施設のハード部分というような気がするのです

けれども、施設に対しての評価なのか、サービスに対しての評価なのか、それも分けた

方がよいのではないかというような部分のご意見頂いております。８番では、区職員の

説明は具体性にかけて、実効性についても言及が少なかったというようなご意見も頂い

ておりますので、改善をしていきたいと思っております。９ページは、今回初めての取

り組みとして、立教大学の学生さん、原田委員長、外山委員、益田委員のご協力を頂き

まして、今回新たな仕組みとして設けたものでございますけれども、その学生評価人の

みなさまのアンケートの結果でございます。資料については、わかりやすかったという

のが６割、１事業あたりの時間としては、学生評価人のみなさんは適当と、ただし長い

という方も３割ほどいらっしゃったということでございます。区の職員の説明について

は、わかりづらいという部分があったのかなということで、わかりにくかったという方

も２名いらっしゃったということでございます。評価委員の議論の内容についても、ふ

つうということで９割、学生さんからは、この項目が多かったということでございます。

おめくりをいただきまして１０ページ以降につきまして、全体の感想についてというと

ころでは、全ての方が、よかったとややよかったを含めて、よかったというご感想を頂

いております。最後、今後も続けるべきかというところについては、縮小という方が１

名いらっしゃいますけれども、継続して実施するべきだというような内容でございま

す。１１ページ、今後のテーマ、それから自由意見等につきましては、記載のとおりで

ございますけれども、自由意見の４番のところでは、学生がこういう政治過程に関りを

もつということは滅多にないので貴重な経験になったというようなご意見を頂いて、非

常にありがたいご意見だと思っております。それから１３ページ以降が、傍聴人の方の

アンケートの結果でございます。傍聴人の方、昨年度より大幅に減少しておりまして、

特に職業欄をご覧いただきますと、ご回答いただいた１３名のうち８名が区議会議員だ

と推測されますので、一概に一般の方のご意見として頂いてよいのかどうかというとこ

ろでは微妙なところもございますけれども、おめくり頂きまして１４ページをご覧いた

だきたいと思います。１事業あたりの時間は適当が約１割強、それから区の職員の説明

でございますけれども、わかりやすいというのが１名に対して、わかりにくいというの

が３名ということなので、議員のみなさまからすると、ちょっと区の職員の対応という

ところが不十分だというようなことかと思います。ただし全体的な感想については、よ

かった、ややよかったというが１３名中１０名ということで、それから今後も続けるべ

きかということで、無回答の方１名除きますと、全て継続すべきだということで肯定的

に捉えて頂いていると思っております。１５ページのところですけれども、アンケート

の結果として自由意見のところで１番のところ、テーブル付のイスだとよかったという

ことで、このような類似のご意見を他の方からもちょっと頂いております。また９番の、

マイクの使い方で、聞きとりづらいというのも９番、１１番、昨年度も合わせましてご

意見頂いているところでございます。ご説明の最後なのですけれども、１７ページ、以

上の今までのご意見等、重複するところもございますけれども、公開事業評価の実施方

法等についてということで、左側が昨年度２４年度の実施状況、中程の欄が２５年度本
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年度の実施状況ということで記載をさせて頂いております。右端に事務局素案というこ

とで、参考なのですけれども、この検証につきまして素案という形で記載をさせて頂き

ております。何か委員の皆さまから、ご感想、ご意見ございましたら、このあたりも修

正をかけて委員会としての全体的な総括ということにできればと考えております。主だ

ったところで申し上げますと、会場数ですけれども、昨年度２会場、本年度１会場とい

うことですけれども、全ての評価委員のみなさまが、ご参画できるという意味では、対

象事業数の関係もあるのですけれども、１会場の方がよかったのかなと事務局としては

考えております。時間については、６０分程度というのが、アンケートの結果等も含め

て、妥当かと考えております。それから評価者のところで、区民評価人なのですけれど

も、区民評価人の役割についてということは、いくつかアンケート等、ご意見等で頂戴

をしておりまして、もう少し評価に参画できるような機会であったらいいと、また形式

そのものについても、発言しやすい環境を整えてほしいというような意見をいただいて

おりますので、この辺が今後の課題かなと思っております。学生評価人の実施につきま

しては、本年度お力添えも頂いた関係もございまして、よかったのではないかなと思っ

ておりますので、今後この事業を継続する場合については、再度、この取り組みについ

ても拡大も含めて検討できればと考えております。それから進行・評価方法については、

写真等添付したパワーポイントの使用なども今後検討の必要な要素かなと思っており

ます。それから説明方法なのですけれども、今回のアンケートの中でも、なかなかわか

りづらいという意見も頂いておりますので、わかりやすいプレゼン方法についての検討

が必要だという考えでございます。それから事前準備のところで、傍聴者の数が昨年度

より半減しているということなので、参加誘導の方法、周知の方法については、やはり

抜本的に考えていく必要があるかなという評価をしております。それから事前研修会、

これは、昨年度も今年度も実施をしておりましたけれども、事業概要の説明について重

複している部分もございますので、このあたりについては、検討の要素だと考えており

ます。最後、会場設備のところですけれども、座席や音響についての意見をいただいて

おりますので、この点については、今後改善を行っていくべきだと思っております。雑

駁な説明になりましたけれども以上です。 

○原田委員長 はい。ありがとうございました。事務局から、今年度実施した公開事業評価の実施の

結果、評価そのものではない、それ以外の私たちが評価した以外の点について、ざっと

ご説明頂きました。私から特段これということをお尋ねしたいなと思うところがないく

らい、昨年度とあまり変わらないかなという気が全般的にしています。学生のところは、

学生がただ不勉強ですので、割り引いてお考えくださればというのが、私からコメント

することかなと思います。ただ、１点だけ少し個人的に気になるのは、これは、後の議

論とも関わるので少しだけ発言をいたしますと、８ページの不満を含む意見の中にサー

ビスを評価しているのか、施設を評価しているのか、やっぱりわかりづらいというよう

な話がありましたけれども、それは、やはり公共施設というものを事業評価の対象とす

ることに関わる本質的な問題のひとつなのかなと私は思いました。何か気になるところ

ございますか。もし、ありましたら、後ほど実際の総合評価のところで少し振り返るこ

とがあるかもしれません。それでは、今日のメインの議論でございますけれども、委員

会としての総合評価をまとめていきたいと思っております。資料といたしましては、先

ほどのページの次のページから意見整理表ということで５つの施設について、個別に
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我々がどのように答えたのかということや、区民評価人の意見というのがついておりま

すけれども、最終的に私たちが本日確定をしていくのは、ページで言うと４９ページか

ら、資料６－８以降のこの評価のシートを総合評価としての確定をしていくという作業

が主な作業となります。では、こちらについても準備頂いた資料のご説明お願いいたし

ましょう。 

・２ 委員としての総合評価について 

○事務局 それではまず、資料６－６なのですけれども、ページで申し上げますと１９ページを

お開きいただきだいと思います。こちらが、各個別の施設について、当日の評価結果と

それから評価委員のみなさまのコメントの要旨ということで、必ずこれが適切かどうか

というところもございますけれども、記載をさせていただいております。まず、１９ペ

ージの区民センターからご説明させていただきます。評価の結果につきましては、中ほ

どの総合評価という欄に評価委員のみなさまの評価結果が載っております。妥当が１

名、要改善が２名、抜本的見直し課題ありが２名ということでございます。左側のとこ

ろには、視点別の評価が妥当性、有効性、効率性別に評価結果を記載させていただいて

おります。区民評価人の評価結果としては、妥当が６名、要改善が１９名、抜本的見直

しが５名。学生評価人さんは、妥当が３名、要改善が４名ということでございます。評

価のご意見としましては、原田委員長からは、成果指標の設定、測定、評価がされてい

ないと、効率性向上の面から、区民以外への開放も良いと思うというようなご意見を頂

いております。Ｅ委員からは、区民以外の営利企業の利用についてのコスト負担の問題

ということでご意見を頂いております。Ｃ委員からは、公共施設のあり方の整理や指定

管理の選定方法というご意見を頂いております。Ａ委員からも指定管理者の公募の他

に、区民センターで行われている文化事業の部分についての理解はできるけれども、一

定の整理が必要だろうと。一方、Ｂ委員からは、区民利用が４割でそれ以外が６割とい

う現状があると、区民センターといいながら、区民の方以外の利用があるということで、

区民の福祉の増進にどう資するのかというところの調査、検証、整理という面のご意見

を頂戴しております。各施設につきまして、ざっとご説明させていただきます。続きま

して、生活産業プラザでございます。評価の結果としましては、妥当が１名、要改善が

３名、抜本的見直しが１名というのが評価委員のみなさまのご意見でございます。区民

評価人では、妥当が１０名、要改善が１６名、抜本的見直しが４名ということで、学生

評価人さんは記載のとおりでございまして、最も多いのは要改善ということでございま

す。主なご意見としましては、建物活用に場当たり的な部分がないかと、この建物を使

って、これをこのように活用していくのだというような区としての戦略というところに

ついてのご意見を頂いております。またビジネスサポートセンターというのが、この施

設の中の機能として入っておりますけれども、その取り組みについては評価が出来る

と、ただ、区民センターに隣接している立地から貸館機能については、不要ではないか

というようなご意見を頂いております。Ｃ委員からは、ワンストップサービスのための

施設としては重要であると、事業内容は時代に即応したものに発展していってほしいと

いうことで概ね妥当ではないかということでございます。Ａ委員からは、リサイクルの

推進機能がなくなっている点について改善が必要ではないかと、外部化の範囲について

効率性の観点からも模索を続けるべきだというようなご意見でございます。Ｂ委員から

は、新たなビジネス展開支援、地域産業活性化、消費者権利の実現支援という目標実現
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のためには、効果的なマネージメントと専門性の獲得が必要であると、そのための方策

についての検討をするべきというご意見を頂いております。続きまして、区民集会室で

ございます。評価の結果としましては、妥当は評価委員のみなさまいらっしゃいません。

要改善が３名、抜本的見直しが２名という結果でございます。区民評価人につきまして

は、妥当という方が６名いらっしゃいました。要改善が１７名、抜本的見直しが５名と

いう結果でございます。学生評価人さんは記載のとおりでございます。主なご意見でご

ざいますけれども、施設が地域住民のコミュニティ形成にどうつながっているかという

ことを把握すべきだという委員長からのご意見を頂いております。Ｅ委員からは、区民

集会室を現状のまま維持管理する必要があるかどうかについて、抜本的に見直しを行う

必要があるというご意見でございます。Ｃ委員からは、集会室の役割を精査し、今後の

再配置にあたっては、十分慎重に検討進めるべきだというご意見でございます、Ａ委員

からは、この区民集会室の運営にあたって、一部の施設においては、シルバー人材セン

ターの活用を行っておりますけれども、その活用や、それから本年度から、施設の予約

システムの導入を行って、在宅でもインターネット等を活用して空き状況がわかると、

予約もできるということについての評価を頂いております。Ｂ委員からは、課題や方向

性の認識にあたっては、様々な形、これは方法、データによる把握をする必要があると、

今後の施設の再配置に向けて、本来目的を踏まえて十分な議論が必要であるというご意

見でございます。続きまして、２２ページをおめくり頂きまして、男女平等推進センタ

ーの評価結果でございます。総合評価につきましては、中ほど、妥当はございません。

要改善が４名、抜本的見直しが１名という結果です。区民評価人さんは、妥当が４名、

要改善が１６名、抜本的見直しが９名と、学生評価人さんは記載のとおりです。主なご

意見ですけれども、委員長からは有効性が明確に示されていない、アンケート結果とい

うのは区独自の取り組みの成果とは言えないのではないかと、相談業務の一部が効率化

の余地があると、時代に照らし合わせ、センターの役割の見直しが必要であるというご

意見を頂いております。Ｅ委員からは、相談件数が増加している中で方向性としては間

違っていないのではないかと、ただし、男女平等推進センターというような施設の設置

目的ですけれども、女性問題に特化している印象であると、時代の変化の意識が今後の

改善として欲しいというご提言をいただいております。Ｃ委員からは、箱、建物として

の施設ではなく、どんな事業を行って、どんな成果があって、それをどう活かしていく

のかというところの分析とか基本的な考え方の整理が必要であると、設置から２０年経

過している状況ですけれども、役割を見直す時期にきているのではないかというご意見

を頂いております。Ａ委員からは、相談業務は他の相談との連携を模索していくべき、

これは、特に女性の様々な相談におきましては、この施設の他に、福祉事務所で行って

いる相談等もございまして、そのあたりで連携を強化すると、また法律相談等もござい

まして、そういったところと連携すべきだと、住民団体や指定管理者による運営が望ま

しい、住民団体の育成が今後、課題であるというご意見でございます。Ｂ委員からは、

この施設の認知度の向上については、全体的なイメージということだけではなくて、個

別、具体的にこのセンターをどういう問題の解決に結びつくのかという実質的な部分の

認知を深めていく必要があるというご意見を頂いております。施設の最後でございます

けれども、子ども家庭支援センターです。２３ページです。評価結果としては、この施

設がこの５施設の中で最も高い評価を頂いておりますけれども、妥当が４名、要改善が
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１名ということで、区民評価人さんは妥当が１６名、要改善が１３名ということで、こ

の施設は、評価委員のみなさま、区民評価人さん、学生評価人さん全てにおいて、抜本

的見直しが１名もいらっしゃらないという結果でございました。主な評価委員のみなさ

まからのご意見です。委員長からは、経費の肥大化、効率性の問題は意識するべきであ

ると、客観視することが必要であると、その施策は不要ではないかという極論も念頭に

置くくらいでちょうど良いのではないかというご意見を頂いております。Ｅ委員から

は、施策は重要で内容も非常に評価できるけれども、建物が本当に必要なのかというと

ころについては疑問であると、効率性は低いのではないかというご意見でございまし

た。Ｃ委員からは、明確な目的、確かな成果把握で、区の役割が果たせる、その役割に

対して、投入された費用が、区民が納得できる水準なのか、これが区の行政の効率化で

あると、仕事の目的、施設の目的をしっかり捉えて今後も効率的に運営してほしいとい

うことで、結果としては妥当ということでございます。Ａ委員からは、非常に積極的に

取り組んでいると、将来的にはここへ行けば専門の人が相談に乗ってくれると周知され

た時点で、本来の役割である相談業務に特化していけると良いと思うというご意見でご

ざいます。Ｂ委員からは、この分野はニーズを実現すればするほどキャパシティが要求

されていくと、現場とは距離を置いて全体を見る調整担当が必要だと思うということ

で、私も個人的にそのとおりだなと思っております。評価委員のみなさまの評価結果に

つきましては以上でございます。それから２５ページ以降に、区民評価人さんのご意見、

先ほどは、主に評価委員のみなさんのご意見でしたけれども、区民評価人のみなさまか

らも多数のご意見を頂戴しております。お時間の関係もございまして、一施設ひとつく

らいご紹介したいと思います。 

○原田委員長 これだけ全部となりますと、ちょっとお時間がかかりすぎますからね。 

○事務局 ２５ページ、区民センターですけれども、中段のところですが、番号をふっておりま

せんけれども、４番目ですけれども、このような施設があるのを今回初めて知った、格

安で借りられるのでもっと広告で認知度を上げられればよいのではというご意見でご

ざいます。続きまして、生活産業プラザですけれども、３０ページ下から２番目、区民

センターと生活産業プラザと重複しているような気がする、貸館機能としての重複の部

分のご指摘かと思っております。同様の意見がこの施設では、いくつか頂いております。

それから３４ページをお開きいただきまして区民集会室でございます。３４ページの一

番下です、３０％以下の利用率の集会室を区民が５００円以上払って維持する必要が本

当にあるのかというような意見を頂きました。それから３７ページ、同じく区民集会室

ですけれども、一番上です。ただ利用させているのみで設置の目的との関係がまったく

確認されていないというような厳しいご指摘を頂いております。それから、男女平等推

進センター、３９ページまでお進み頂きたいのですけれども、一番下のハード面からの

設置目的を達成しようとする面がうかがえた、ソフト面で考えてほしいというようなご

意見でございます。４１ページ、同じく男女平等推進センターですけれども、４番目の

ご意見ですけれども、相談業務は区の他の相談所でカバーできる、また研修室を常設す

る必要があるのかと、区民集会室等を利用すればよいのではないかというようなご意見

を頂きました。それから、最後の子ども家庭支援センターです。４４ページまでお進み

頂きまして、４番目の区民の需要としては大きいものであるので、２つでは少ないので

はないかと、倍以上は必要なのではないかということです。また４５ページ一番上、直
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営で行っていること、専門的な相談ができることも優れていると、この施設については、

指定管理者制度等を活用している自治体も多いわけですけれども、直営で行っている

と、この方からすると評価に値するというようなことです。それから４５ページの下か

ら３番目、これは評価委員のみなさまからも頂いている同様のご意見ですけれども、ど

こまで機能を拡大すべきかについて、各機能の効果を見ながら明確な方向性を持つべき

だろうと、その他さまざまなご意見頂いております。ご意見につきましては以上でござ

います。それから本来の部分が、４９ページ以降、委員会としての総合評価ということ

で、様々な当日頂いた評価委員のみなさまのご意見等を踏まえて事務局案として記載を

させていただきました。４９ページから５３ページまで記載をさせて頂いております。

委員長いかがいたしましょうか。 

○原田委員長 以上、ざっとうかがったので、これから一個一個いきましょうか。この区民センター

のこのペーパーのお話を伺ってから、資料をご説明いただいてから議論をいたしましょ

う。 

○事務局 それでは、４９ページまでお進み頂きたいと思います。資料の６－８、こちらが総合

評価の事務局の素案という内容でございます。至らない部分がたくさんあると思います

ので、後ほどご意見頂戴したいと思います。総合評価としましては、評価結果のバラン

スを見まして、要改善ということにさせていただいております。妥当性については低い、

有効性については普通、効率性については低いというような評価でございます。今後の

課題、提言等については以下記載のとおりでございますけれども、現在、利用条件に制

限を設けない運営を行っているが、区民利用が４割、区民以外が６割という状況は、区

民の福祉の増進に資することとどのように関係があるのかをきちんと整理が必要であ

ると。中ほど、民間企業等の営利団体の利用にあたっては、区民が利用しない時間帯に

おいて、確たる計算根拠に基づく十分な受益者負担の設定がなされれば、効率性向上の

面からも容認されるべきであると。施設の運営方法ですけれども、いわゆる貸館機能を

主とする施設であれば対応可能な民間事業者は存在すると考えられる、今後の施設の役

割と合わせ、募集方法の妥当性を研究されたい。今後施設のリニューアルも検討されて

いるところでもあり、本評価での意見も参考に区民の利便性のさらなる向上が図られる

施設を望むということで、とりあえずただき台としてまとめさせて頂きました。ご意見

頂戴できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○原田委員長 はい。ありがとうございました。それでは、全体的な５つの施設についての評価をこ

れから、今までの説明を踏まえて進めてまいりたいと思いますが、まずは、この区民評

価人の意見、これ結構多岐にわたりますので、これらの中にもう一度最終的な案を作る

時に、ざっとご覧頂いて、特筆すべき意見みたいなものがあれば、私たちがこの場で最

終的に行う総合評価に加えて付け足しをしていくという形で進めさせてください。とい

うことで、今日は一応この区民評価人の方々の意見を参考程度にして頂いて、我々の意

見を総合する、合成をするという作業にしたいと思います。昨年の議論も踏まえまして

いいますと、この３つの観点ですね。妥当性・必要性、有効性、効率性、これらの３つ

の評価の合成が、総合評価だということで、個別には、各委員に評価をいただいたわけ

でありますけれども、他の４つの施設と同じような観点で評価をしていくとなると、ま

ずは、この３つの観点の評価の結果が総合評価になるべきなのだろうなと私は思いま

す。そういう意味では、評価が全て高いのに要改善になっていたり、あるいは、その逆
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になっていたりするということは、まずは避けたいと思います。そういう意味では、一

番最後に出てきた、子ども家庭支援センターというのが、例えば総合評価で、Ａでおお

むね妥当というようなものが、一番、なんといいますか論理的に正しい総合評価結果な

のかなと思います。こういうような個別の視点別の評価と総合評価というものが一定程

度の対応関係にある、そういうことを意識しながら評価を進めてまいりたいと思いま

す。全般的に私が感じますのは、その公共施設の目的が非常に細かく特定されていれば

いるほど、それは達成しやすい、漠たるもの、区民の福祉の増進みたいな形で、なんで

もござれというものについては、それは測定してないのではないのといわれても仕方が

ないということが、場合によっては出てくるのかなという気がしています。もうひとつ

の軸といたしましては、その施設が、出来てどれくらい年月が経過しているのかという

のが、大きく作用している。これは、先ほど申し上げた目標が特定されている、目標が

特定されているということは、利用する施設が特定されているということでもありま

す。ところが年数が経てば経つほど、その社会、経済が変化をして対象となる区民等々

の利用の頻度とかが変わってまいりますので、そういう意味では、年数が経てば経つほ

ど、ぼあっとしたものになると。そういう意味では、区民センターというのは比較的、

古めに造られたもので、年数的には経っている、しかも目的がぼあっとしているとなる

と、やっぱりどうしても施設の評価としては、自ずから低くなるのかなという気もして

います。そういう意味では区民センターと最後の子ども家庭支援センターというのは、

最初から、横綱と平幕の力士が戦っているようなことに、結果的にはなってしまうのか

なとは思うのですが、そういうところは、少し個人的に気にはなりますけれども、やは

り、それであったとしても、やっぱり評価自体はしていくべきだと私は思いますので、

できる限りこの５つの施設の評価結果が一定のバランスを保って、バランスといいます

か、一方で甘くて、一方で辛くてというようなことがないような形で、評価委員会とし

てのメッセージを出していきたいなと思っています。私がどう考えるかということです

が、やっぱりこの３つの観点で、たぶんこの視点別の評価というのは、一番多いところ

をとったということですね。恐らく人数的にいうと、視点別評価で妥当性が低いが３名、

ゆえに低いと、有効性は普通というのが５名中４名、そして効率性は低いというのが５

名中３名ということで、ここを取ったということなのでしょう。そういう点でいうと、

低い、普通、低いが要改善でいいのかどうかということです。実際にこの区民センター

につきましては、抜本的見直しがお二人、そして要改善がお二人、妥当がお一人という

ことで、恐らくその間をとって要改善ということなのでしょうけれども、他のところが

仮に妥当だとすれば、ややここが甘いのかなという気が、バランス的には思わなくもな

いというのが私の感想です。そういう意味では、総合評価のところは、もうひとつ厳し

いランクでもいいのではないかと私自身は思わなくもありません。いかがでございまし

ょう。 

○Ｃ委員 私は、妥当性・必要性は普通につけているのですけれども、公共施設のあり方そのも

のを整理する必要があるよと、それを前提にして、一応は普通に付けましたが、いわゆ

るリセットして考える必要があるよねという意味合いも含めて発言をしているので、そ

ういう意味では普通でも、この間、中間があれば、限りなく低いに近い普通を付けたと、

そんなニュアンスだったと思います。今でもそう思いますけれども。そういう意味では、

ここを少なくとも設置目的の妥当性だとか必要性というところが低いというところが
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ついてしまうと、評価の一般的な考え方としては、やっぱり抜本的な見直しということ

に総合的にはなるのかなと、そんな印象も受けました。 

〇原田委員長 お二方、他になにかありますか。 

〇Ｅ委員 私も総合評価はＣでいいとは思っているのですが、そうした場合に、リニューアルが

検討されているということなのですけれども、そもそもそのリニューアルなどしない

で、ぶっこわすとはいいませんけども、そこまでのことをここで議論するのかどうかと

いうことも、ちょっとわからないのですが、そういうのも選択肢にあるのかなという気

はしています。いずれにしても総合評価はＣでいいのではないかなという気がします。 

〇原田委員長 Ｅ委員がおっしゃるように、これで仮にＣの場合にリニューアルが検討されているの

であれば、相当真剣に、この妥当性、特に必要性みたいなところは、通っていくという

ことになるのでしょう。たぶんその時に、区民の福祉の増進のためですということだけ

では、恐らく説明がつかないということにもなってくるのかなという気がしています。

先ほどの横綱と平幕の話をしましたけれども、色んな人を多方面に何でもおいでよと、

公共施設であればあるほど、目的がぼあっとして、何のためにあるのかわからないと。

色々な人たちが利用するので、この建物何のためにあるのという議論に必ずなるわけで

すね。逆にその特定目的であればあるほど、それを、抗しがたいというのですか、その

存在に意味があるよねと、必ずなってしまうと。こういうところをどう考えたらいいの

かなということも他方で気になりますが、Ｂ委員はどうでしょう。 

〇Ｂ委員 はい。Ａ委員がＡと付けているところを拝見して、今日Ａ委員にお伺いしたいくらい

なのですけれども、考え方は理解できる、でも指定管理者の公募化について検討してほ

しいと言っているので、Ａなのだけど、効率性についてはやっぱりもう少し検討してほ

しいとも言っている、とも読めるのです。そうすると、もろ手を挙げてＡというよりも、

ちょっと検討事項付なので、そうすると、ここに引っ張られてＢとするよりも、どちら

かというとＣに近いのかなと、これもご本人がいらっしゃらないからわからないのです

けれども。 

〇原田委員長 根本的に、先ほどのＥ委員とご意見と基本的に似ているのですけれども、なくなった

ら何が困るのかなというところがあるのですけど、担当の所管としてはそれぞれご意見

があるのだろうと思うのですけど、これがたぶん無いと、たまらないというところがあ

れば、それでもなお、ぼあっとした目的でも存在する意味というのはあるのかなという

気がするのですけれどもね。 

○事務局 確かに、区民集会室機能のようなものは、今回、区民集会室などもございますし、区

の中でも公共施設がいくつかあると思うのですね。ただある程度、規模を持った施設と

なると、単に区民の方に貸出するだけではなくて、行政で色々な講演会をやったり、講

座をやったり、あっ旋するような機会ということもございますので、やはり、それを、

民間ビルを借りてということだけで解決できるような問題ではないのかなとは理解を

しております。ただ、やはり行政が保有するということの意味は出てくると思います。

特に文化施設としての位置づけのようなもの、あるいは、いくつかこの施設を運営して

いるのが、未来文化財団という財団で、こちらは文化政策を進めている財団なのですね。

ですからここで行われている、いろんな企画等が、まだ周知が不十分だというようなこ

ともありますので、例えば、区民文化センターのように、文化色がもう少しあって、そ

れが、その公会堂やホールとのある程度のすみわけがされるというような設置目的が区
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民の福祉の増進だけではなくて、もう少し個別にわかりやすいようなものというところ

の位置づけは、やはり必要なのだろうなと考えております。参考ではないので、適切な

提言かどうかは、わからないのですけれども、私としてはそのように思っております。 

○Ｃ委員 そういうことでいうと、今回テーマになった施設を見た時に、区民集会室と、男女平

等推進センターといういわゆる貸館的な機能を持っているところも含まれているので、

要するにこういうところでの、いわゆる機能の重複というか、そういうものが、全体に

整理されないと、意味ないのかなと思います。他にあるからという認識にたつと、Ｅ委

員がおっしゃったみたいに、本当にこれ必要なのと。要するに老朽化した後、再築して

まで必要なのかというと、それはやはり、貸館的な、要するに機能を区でどこまで担っ

ていくのかという考え方が、整理されたうえでの話かなと。それからもうひとつは、あ

るということを前提にして初めて効率性だとか、その時に区民が使う場合と、区民とは

関係ない民間が使う場合を料金、使用料を分けて、民間であれば、要するに民間事業者

の足を引っ張らない程度の金額設定はすべきではないのかと、こういう使用料の中身に

なってくるかなと、そのようにも考えますけど。 

○原田委員長 そうですね。やっぱりこの種の問題の難しいところというのは、今、Ｃ委員がおっし

ゃったように、この施設リニューアルしましょうということで、では、この建物だけど

うしますみたいなところでは無い、やはりもう少し全体の貸館マップの中での、この新

築されるかもしれない建物の役割、必要性みたいなところが、整理されていないと、話

の土台に乗らないというか、そういうところがありますね。 

○Ｃ委員 そういう視点も含めれば含めるほど、やはり要改善では、ちょっと弱いのかなと思い

ます。 

○原田委員長 そうですね。私もやっぱり、これはそういう意味では、Ｃという判断かなと思います。

もし仮にＣという判断であれば、やや甘いところがあるのかなと、甘いと言ったら失礼

ですが、やや肯定的なところが、この下の記載にあるのかなという点でいうと、必ずし

もそういうところが無いような気もするのですが。ここは気になるというところという

のはございますか。 

○Ｅ委員 立場上で申し上げるわけではないのですが、指定管理の問題なのですけれども、これ

は、古くて、指定管理は公募出来ない事情があるので、例えば今後そのリニューアルを

するのであれば、そこから公募という話も出てきますし、逆にＣだと本当にリニューア

ル自体もどうなるかというのがわからないので、色々面倒くさいという気がするのです

よね。それに触れること自体が。 

○原田委員長 そうですね、指定管理のこの記載のところですね。 

○Ｅ委員 この話について、リニューアル後に公募、検討でもよいかなと思ったのですけれども、

Ｃだと、それ自体が壊れてくるもので、ちょっとどうかという気が、今、してきている

のですが。あってもいいのですかね。現実的には無理だなという気がしているのですが。 

○Ｃ委員 指定管理は、あることを前提にすればという話なのですよね。 

○原田委員長 そうですね。存在することを前提にやっぱりしているわけですからね。そういう意味

ではこの部分というのは、なくてもいいかなという気もしますね。では、この現在以下

から募集方法云々のところは、妥当性・必要性が低いと判断している以上、そこまで、

まだ書けないというようなことになるのかなと。ですから代わりにここの部分の記載

で、仮に何か必要だとすれば、区民評価人の意見を少し入れて、ここに追記するように
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いたしましょう。では、今日はざっとご覧頂いて、また気になるところがあれば、表現

等でお知らせください。基本的には、妥当性は低い、有効性は普通、そして、効率性は

低いということで、最終的な判断、総合評価というのはＣということで、案を作りたい

と思います。では、続いて次のところですが、比較的隣接している生活産業プラザです。

こちらについても同じように３つの視点をそれぞれどこが一番多いのかなということ

を意識しながら、つけて頂いたのが、この視点別の評価のところです。妥当性、必要性

については、ここでは普通という評価ですが、高いという方もお二人います。ですから、

普通プラスアルファくらいになるのでしょうか。そして、有効性については、普通と低

いという方が、それぞれ２名なので、マイナス普通マイナスくらいになるのでしょうか。

効率性でいうと、普通という方がお二人と、それと低いという方がお二人ということで、

最終的には、普通マイナスくらいになるのかなという気がします。最終的なみなさんの

ご判断としては、要改善が３名ということです。そういうことを考えると、この施設と

しては、こんなところなのかなという気が結論的には致しております。いかがでござい

ましょうか。 

○Ｃ委員 これも私だけ、ちょっと突出した評価結果になっているようなので申し上げますが、

私のコメント用紙のところに、事業内容は時代に即したものに発展していってほしいと

いう記載をしております。これは、今現在、時代に即応しているのかどうかという評価

に関わるのですが、現状のままでいいよということを言っているわけではないので、普

通に近い高い評価をしたということで、今、委員長お話のようなことでよろしいかなと

思います。 

○原田委員長 はい。これもなんと言うのか、結果的にここに入っていた当初は想定していなかった

かもしれないビジネスサポートセンターが一定程度機能しているというのは、施設にと

っては、後々ラッキーだったのかなというところも感じなくはありませんが。 

○事務局 事務局の方でも少し記載をさせて頂いたのですけれども、この中の３行目から４行目

にかけて、産業系ビルとの位置づけが可能であると思われるけれども、実態としては、

区の事務室だったり関連団体の事務室だったりが設置されていて、公の施設としての位

置づけがわかりづらい施設だと。ですので、公の施設としての生活産業プラザが、どこ

を指しているのかが非常にわかりづらい施設なのですね。設置条例によりますと、あの

中にある貸室だけが、規定がされているような状況で、例えばビジネスサポートセンタ

ーというのは、生活産業課というのが、あの中に入っておりまして、そこで行われてい

る事業ということで、施設との関連性というのは、必ずしも明確では無いというところ

で。建物の名称が、生活産業プラザであって、機能として、また公の施設としての位置

づけとしては、なかなかわかりづらいという施設だということで補足をさせて頂きたい

と思います。よろしくお願いします。 

○原田委員長 今、事務局から説明がありましたように、そういう意味で、非常にわかりづらい施設

ですよね。色々な機能を事実上持っていると。 

○Ｅ委員 最初、委員長からご指摘あったように、例えばこの生活産業プラザですと、ソフトは

Ａで、ハードは、もうＣに近いのかなという感覚があるのです。それはそこを総括する

と、それでＢという答えになってくるというのは、ありかもしれませんが、それはそれ

でどうなのかなと。 

○原田委員長 本当ですね。やはり公共施設の評価で一番難しいところは、普通、施設は設置した目



- 15 - 

的と、その目的に沿ったファンクションが対応しているということを前提に評価をする

のですけど、施設とそのファンクションが、かなりズレていて、しかもズレたファンク

ションがうまくいっていたりすると、どう評価していったらいいのかが、わからなくな

ってしまうのですね。 

○Ｅ委員 個人的な意見で、子ども家庭支援センターも同じことを考えていて、やっていること

はすごくいいのですけれども、なんで建物にするのだという気がするのですね。同じ問

題が出てくるので、ちょっとどうしましょうね。 

○原田委員長 本当に理想的には、極めて特定な目的のためにものを造り、その特定の目的に沿った

ファンクションを実施するというのが一番良いわけですけどね。 

○Ｅ委員 なにかをやるのに、こう箱ものを造るという発想がどうなのかと私には正直あるには

あるのですが。施設だけではないのですけれどもね。 

○原田委員長 ファシリティの方で議論からすると、そういう特定の目的を達成するために施設を設

置することが必要不可欠なのかと。例えば効率的な観点でということは、他の施設も含

めて有りうる視点ですよね。 

○Ｅ委員 今度は、所管課が違うからとか言い出すので、その点は少し入れ込んでほしいなと、

個人的には実は思ってましてですね。少し最後に申し上げようと思ったのですけど、す

みませんでした。 

○原田委員長 ありがとうございました。Ｂ委員はどんなご意見ですか。 

○Ｂ委員 お伺いしていて確かにそうだなと思いまして、要するに設置条例では、ハードの面だ

けが規定されていてということですよね。そこからみるとこれは、ちょっとＣですよね。

Ｃというか、かなり厳しい状況なのだけど、ソフト面、機能面では今後期待されると、

これもちょっとデータがはっきり無いので、本当に期待していいのかわからないのです

けれども。 

○原田委員長 この前お邪魔した時の評価からすると、ワンストップな機能というのがあるというこ

とがプラスになって、それが本当に豊島区のために最終的になっているのかどうか、そ

ういう点でいうと、はっきりはしないのかもしれませんけども。それでもなおまだ、や

っている感を感じはしましたけどね。 

○Ｂ委員 実現しようとしている機能に対して、その場所がマッチしているのか、手段として場

所が合っているのかどうかという検討が必要なように思います。行政に求められるもの

が、もう場所じゃなくて機能になってきているのかもしれないですね。 

〇原田委員長 そうです。そういう意味では、施設ではないのではないかという話になってくるのだ

ろうと思うのですよね。だからやはり、本当にその場の論理の必要不可欠さみたいなと

ころを正当化していくのは非常に難しくなっていると思いますけどね。どうしても、こ

このこの場でやらないと出来ない仕事なのかみたいなところですよね。特に市場から調

達できるような場合であればあるほどという気がしないでもない。 

〇Ｂ委員 また貸館機能については、場所としての位置づけを、横串を刺して組み直す、他のも

のと区民センターを含めてやるということで、機能については、今後伸ばしていく方向

で行けたらいいけれども、それもデータが無いからよくわからないです。本当にそうな

のかどうなのかが。 

〇原田委員長 そういう意味では、甘くも出来ないし、結果的に辛くも出来ないというような評価結

果に落ち着くのかなという気がしています。非常にやりづらい施設のひとつなのかなと
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いう気がしています。総合評価で、要改善で、評価結果は基本的に普通ということであ

れば書いている内容自体について、大きく見直しをする必要はないのかなという気がし

ますけれども。なにかこの下の記載のところで気になるところがあればおっしゃってく

ださい。 

〇Ｃ委員 気になるというよりは、中段から下のところで、一方、貸室機能についてはという記

述から以下のところが、まさに今議論になったようなことを指摘しているのかなと思い

ますので、文章でカバーされているかなと受け止めます。 

〇原田委員長 これ、一番最後に５つ評価をした後で、最終的なこの政策評価委員会としての意見を

別途まとめていく必要があるのですけれども、やはり公共施設の評価の難しさと、これ

からその施設を設置する際の論点みたいなところが、今の話から出てくるのかなという

気がしております。ざっと５つ評価をしてみて最後どんな話でまとめましょうかという

ところに議論を少し付け加えたいと思っております。では、続いて区民集会室です、区

民集会室は、妥当性は低いという方が全体的に３名、有効性については、普通という方

が３名、低いという方が３名ということで、恐らく有効性は普通、効率性という点でい

うと普通が４名ということで普通という評価です。恐らくは事務局としては、この区民

集会室の総合評価としては、評価の結果、２つが普通であるということを踏まえて、要

改善ということになさったのではないかと。我々の総合評価としても要改善と書いた方

が３名です。そして、抜本的見直しがお二方ということで、Ａ評価は無いのですが、恐

らくＢ評価が３名だということで、この評価にしたのでしょう。そういう意味では、こ

の評価結果で原案としては、妥当なところなのかなと思うのですが、その際に気になる

のは、先ほどＣ委員がおっしゃった、妥当性、必要性がそもそも低いもの、しかし効率

性、有効性がまあまあというようなものを最終的に総合評価する時に、このＢでよろし

いか、というようなところなのかなと。Ｃの方がお二人いらっしゃる中で、それをどう

考えるかと。たぶん、妥当性、必要性というファクターが１つ、２つ目が有効性、３つ

目が効率性という３つの視点が、論理的には、こんな順番で並んでいると、そういう意

味では、第一番目の元々必要があって作って、その作ったファンクションがきちんと機

能していて、機能しているファンクションが効率的であるというのが、恐らく理想だと

すれば、３つの視点が並列的というよりは、ある種、数珠つなぎと言うのですか、論理

的に一番、二番、三番というような順番がある、一番が低いと言って、二番、三番が普

通というものを普通と考えていいのか、というようなところはあるかなという気がして

います。そういう意味では、先ほどの区民センターのところの議論からすると、Ｃとい

う評価もあるのかなと私としては思ったところですが。いかがでございましょうか。 

○Ｅ委員  評価委員の方が、総合評価で抜本的見直しが４割出ていますので、これみて総合はＣ

に近いという、感覚的な話なのですが、私もそう感じているのですよね。Ｂというより

限りなくＣに近いＢなので、Ｃでもいいような気がしているのですが。 

○原田委員長 区民集会室の場合には、Ｃ評価にして、全くいらないと言い切る自信があるかという

と、私はやや自信がないところはあるのはあるのですけど。 

○Ｅ委員 今の規模で、要するに数が多いじゃないですか。やはり他に使える施設だって学校と

かどんどん空いてくるので、代替性はあると思うのですよね。そういう意味で抜本的な

ことになってくると思うので、Ｃでよいのかなと思いますが。 

○原田委員長 全部はいらないかという話ではなくて、そういうＣではなくて、ただ今が量的に多す
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ぎるとか、地理的に片寄っているとか、そういうことを捉まえたところのＣというよう

なことだったら、あり得るのかなという気もします。 

〇Ｅ委員 どんどん古くなってきますので、これからまた全部を修繕して使っていくという施設

ではないのではないか。 

〇原田委員長 私は比較的、要改善ですけれども、やっぱりアウトカムは捉まえられていない、どの

ように地域住民のプラスになっているのか、特にコミュニティ形成に繋がっているのか

というと、あまり評価する気がないというところは、やはり気になっているというとこ

ろで、あるから使うし必要だからというところが、やはり、みられたなという気がいた

しますけれども、Ｃ委員、Ｂ委員いかがですか。 

○Ｃ委員 私は、全部でまとめた総括的なところでお話をもう一度したいと思うのですけど、発

言はむしろそちらの方が適当なので、要するに地域コミュニティが豊島区の区民が生活

していく中で、これから大きな課題だよねと、あるいは今でも課題になっているよねと、

その時に手段として、集会室というハードが必要かどうかというところの説明が、やは

り全くできる状態ではないということが、最大の問題かなと思うのですね。少し厳しめ

にたつと、いわゆるそこが説明できないのだったらいらないのではないのといくでしょ

うし、あるいは説明できるように使っていきましょうよというのも選択肢でしょうし、

そこが迷うとこですよね。現状からいくと、少なくとも現地も見させて頂いて、周辺の

状況から住宅が接しているので、見させて頂いた施設は、要するに音の問題でやはり窓

が開けられないよとか、いろいろ拘束受けると、あれ以上、活用の範囲を広げるという

のもやはり難しいのかなという実感もありましたし、そういう意味では、ちょっと厳し

い評価になっていくなあというのが私の考えですね。 

○原田委員長 そうですね。Ｂ委員はいかがですか。 

○Ｂ委員 この区民集会室という施設は、結局場所があって、機能が住民の自発性に負っている

施設なのですよね。住民自発型のこの施設は、自発性がないような社会環境状況におい

ては、その自発性が来るまで、待たなければいけないような場所になっていて、それに

対するそのコストに頼るのかと考えてしまうわけで、たぶん自発を促すための施設とい

うのは他にも新たな施設でありましたよね。 

○事務局 区民ひろばですね。 

○Ｂ委員 まずは、そこでチャレンジするというのも変ですけれども、そこで足りなかったら、

こういうものがあってもいいと思うのですが。 

○事務局 区民ひろばは、そこで色々地域の方が単なる打合せだけではなくて、色々な活動をさ

れる場だと、ここは、どなたでもどんな目的でも使用できる場だと。 

〇Ｂ委員 区民ひろばは、もう少し目的があるのですよね。 

〇事務局 実態もそうですし、ひろば自体の色々な事業とか、企画もございますので。 

〇Ｂ委員 同じことが、ここでできるのかなということなのです。行政が仕掛けてどうこうとい

うことなのかどうかもわからないのですけれども。 

〇事務局 それが、結構コラボしている施設もありまして、例えば、ひろばと隣接して、ひろば

の会議室的にそこが使われるようなこともございますし、色々なバリエーションがあっ

て、自主運営されているところもありますし、様々なバリエーションがあるのは事実で

す。 
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〇Ｂ委員 はっきりとは申し上げられないのですが、この区民集会室というのが、場として必要

なようにも思うのだけれども、実際そこでの活動は２０％、１０％台というのがありま

したので、あの機能の低さから考えた時に、機能自発型の施設をどのように捉えたらい

いのかが正直なところよくわからないのです。 

○事務局 例えば、町会活動みたいなところは、町会も独自の場所を持っていなければ、行政で

やっている施設に頼ることがあると。そういう方たちについては、定期的な打合せも含

めて、ある程度、必須の施設なのだろうなと思うわけです。ただ利用率が低いというと

ころがあって、無くなるとどうなるかというと、非常に困ってしまう、遠距離まで行っ

て、自分の町会のエリアじゃないところまで行くのかどうかということ、効率性が課題

になっているということは、おっしゃるとおりだと思います。 

〇Ｂ委員 たぶんそのこともあって判断がつかなくて、公開事業評価の時に、とにかく現状を、

まず町内会でもコミュニティでもいいので、やはり共有してどうしようということを、

まずやらないと、たぶんいざという時に本当に役に立つのに無くなってしまって困る人

が出てきたら困りますし、こういう活用もあるのではないかということも出てくるかも

しれないですし。自発型を期待できないような施設については、もう少し考えた方がい

いと思います。利用率が１０％で、ずっと推移していますというようなことを出して、

それでも必要だったら、地域の人から出してもらうなりして、それでも全然ニーズが全

く表れないところは、要するに住民がいらないと言っているようなものなので、そうな

ってしまうと。１０％台がずっと続いていて、問題意識も共有しましょうといって、こ

ういう状態にあるのだけれども、とやっても町内会などが特にそれ以上は出来ないとい

うのであれば、他にも何のアイディアも、機能活性化のアイディアももう出てこないと

いうことであれば、もうそれは仕方がないということになりますよね。こんな言い方し

てすみません。 

〇原田委員長 おっしゃっている意味は良くわかります。 

〇事務局 以前は、ここの施設自体も無料だったのです。今は、受益者負担で。ある程度、その

金額が適当かどうかというところはございますので、いまＢ委員がおっしゃったところ

は、やはり区としても本当に課題だと思っておりますし、ご提言頂ければありがたいと

思います。 

〇原田委員長 コミュニティの意欲が無いところに箱があったとしても使わないわけですよね。他方

で意欲がある人達がいた時に箱が無いと困るというところもあると。だから、その箱が

コミュニティの能力があるということを前提に箱を作っているのでしょうけれども、い

つもそれが満たされている地域ばかりだとは限らないということなのでしょうね。 

〇Ｇ委員 なかなか厳しいご意見もあるのですけれども、確かに利用率が悪い中で、維持してい

く効率性という点では、確かに問題あると思うのですけれども、実際上、例えば、町会

の方々が、何か地域の課題を話し合う上で、夜などは結構よく使われている地域が多い

のかなと。今おっしゃったように、ある地域に限ってみれば非常に利用率が少ないとい

うところがあるのですけれども、ひとつやはり、私たち、行政の進め方にも責任がある

のではないかという気もするのですね。やはりこれからもっともっと地域の中に入って

いって、どうしたら地域のために有益な活動が巻き起こるのだろうかとか、色々な課題

というものに対して、はたして今までのような行政というと、どちらかというと待ちの

姿勢であったりして、そういった地域との積極的な関り方というのを、逆に自発性を呼
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び起こすような行政の活動があったかというところは、やはり反省しなればならない部

分はあるのかなと。これから高齢化が進んでいく中で、よく言われるように地域に民間

企業をリタイアした人たちが出てきつつあるわけですけれども、やはりそういった人た

ちが、もっともっと地域のことに活躍してほしいという期待の声は、一般論としてはあ

るのですけれども、なかなかそれが、実がまだ出てきていない。でもそれはやはり行政

としても何らかのもっと関わりを持たなければ、その時に何かしらやろうとした時に必

ず場というのが必要になってきて、たぶん町会、いま１２９町会あるのですけれども、

恐らくそこにインタビューすると、各町会に一つは欲しいというのですよね。だからと

いってそれに本当に客観的に必要かというと今みたいな利用率になってしまうという

ことも一面あるのですけれども。この前も実は台風がありまして、やはり地域の消防団

がいざという時に動けるように待機した時に、指定管理者が管理しているところを夜通

し見守りしなければならないので貸してくれと言ったら結果的にＮＯという形になっ

て、地域の中ですごい問題になったことがあったりもして、やはりそういった時に、そ

ういう消防団がつめられるような場所がなかなか消防団単位と言っても無いというよ

うなことなどもあったりして、なかなか一見平常時には、空いているところがあると無

いとでは、そういった緊急時に使える場所がある、ないといって、何か行動が遅れてし

まうというような、そういう非常時のようなことも想定するべきかとどうかということ

はあるのですけれども、現実にやはり施設があるということをもっと活用できる道をや

はり行政も地域との関わりをもっと持つべきではないのかなという点は、このあるなし

だけの議論ではなく、関わり方という面でもやはり反省すべき点はあるかなと感じまし

た。 

〇Ｅ委員 あるなしの話だとあった方が絶対いいと思うのですけれども、ただ維持していくの

に、やはり金がかかっていく問題があるので、その優先順位をどうしたらいいかという

こともどこかに入れ込んで頂きたいというような気もいたします。 

〇Ｇ委員 施設全体をやはりこれから老朽化しているところをどうやって更新していくのか、そ

の中で集約が出来ないかというのは、共通の課題としては確かにあるのです。だけどそ

このところを地域でそこをつぶしていいですねと納得させるだけの事情があるかどう

かというのも、また、なかなか難しい部分があるのですね。そこのところを地域の方々

の理解を得ながら、やはり集約するものは集約していくというのは、これからやはりや

っていかなければならないところだとは認識しております。 

〇Ｅ委員 絶対に必要な施設として、学校がありますので、学校は夜使っていなので、色々セキ

ュリティ云々ということもあるのでしょうけれども、私はそういうのを活用していくと

いうのも、少しお考え頂きたいなという気がしているので。 

〇原田委員長 私もやはり学校というのは、ありうるかなという気はするのですが。 

〇Ｅ委員 コミュニティにもすごく馴染むと思うのですよね。集会の箱よりは。 

〇原田委員長 文教の施設なので云々とか、比較的社会教育というのに近いというところはあるかな

という気はしますけれども。 

〇Ｇ委員 現実に今、学校は、だいぶ地域に開かれてきて、使われている部分もあるかと思うの

ですね。ですからただ、あまり遅くまでは、そこからはセキュリティの関係なども、だ

いたい今、機械警備になっているのも現実ですし、先生方夜７時くらいまで色々なこと

をしているのが状態化している部分もあるので、その辺との兼ね合いですけれど。 
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〇原田委員長 昼は子どもたち、夜は大人たち、恐らくですけれども、昼活動なさるというとこもあ

るでしょうけれどもね。 

〇Ｂ委員 でも最後の出口のところはこちらの意見と同じかなと思うのですよね。結局、今現状

がどうなのかを、町会の人たちのみなさんと共有して、その上で、ではどうしようかと、

残すところは残す、残すのだったら、もっとなにかできることがあるのか、アイディア

を出してもらうとか、行政がどこまで地域住民の自発型を促進できるかというのが、少

しよくわからないと思っているのです。この時代において、そこまでのことを負担する

必要があるのかどうかさえも、行政の機能として色々とご意見あると思うのですけれど

も、地域区民ひろばのお話を伺っていても一生懸命今までもずっと努力されていると思

うのです。まだまだやれることはあるのだけれども、なかなか手を打てないというので

あれば、おやりになられていたら出てくるかもしれないと思いますが。 

〇Ｃ委員 私、仕事を意識して、地方の小さい自治体に関るようにしているのですけど、子ども

の数が少なくなってしまって、小学校の統廃合、地方の町とか村で相談される時に単純

に頭数の計算だけで、必要か必要ではないかという議論は、それはよくないのではない

のかと。つまり教育的見地からという考え方から一本筋があって、その上で、地域で町

や村の今現在学校として使っている、この財産をどう使っていくのが地域のためになる

のかというのを一緒に考えていきましょうと、そういう投げ掛け方で議論していけば、

有った方がいいか、無くていいかというと、それは有った方がいいよねというに決まっ

ているので、本当に将来の子どもたちの事を考えた時にこの財産をどう活用していきま

しょうか、地域のためにどう活用していきましょうかという議論が必要だよねという話

をすることがあるのですが、そういう点で考えると、やはりこの施設で有った方がいい

か、無くてもいいかという話だと、それは有った方がいいよねという話になると思うの

ですね。そこで、区民評価人の方の意見で、３４ページの一番下の意見ですけれども、

これが、やはり現状として、この発言は数字を事務局で再確認してもらう必要があるか

と思うのですけど、集会室を区民が５００円以上支払って維持していく必要があるのか

と、こんなところも現状の指摘としては、やはり大きいかなと。これを前提に維持する

ということであれば、これに見合うような使い方を考えようという方向もあるし、いら

ないのではないのという方向もあるのではないのということでもあるかと思います。 

〇Ｂ委員 この評価委員会の議論が喚起するものになるといいですね、町内会にまずいと。 

〇Ｇ委員 そうなのです。そういった意味は、もう十分、この間の公開事業評価でもよくわかる

のですけれども。確かにそういうものを投げかけて、誰でもあれば便利という考え方が

蔓延していますから、やはりそれだけではこれからの区政は、なかなか回っていかない

といったときに、本当に現場の地域の人達と一緒になってこれをどうするかという契機

になることは間違いないと思います。ですから、そういう厳しいご意見は、ごもっとも

という面があるのですけれども、もう少し反省を加えるとすれば、行政の方にも、もう

少しあるのかなあという気はしました。 

〇Ｃ委員 そういう意味では、どういう文章がいいのか、今思い浮かばないのですけど、この区

民集会室の評価の文章の中に施設をいかに有効活用していくかということについては、

地域住民も役割を担っているのだよと、あるいは、責任があるのだよというくらいの記

述があってもいいのかなと思います。 

〇Ｇ委員 それは、間違いなくそうですよね。納税義務者としては。 
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〇原田委員長 とにかく、それが先にないと駄目ですよね。こう無理無理掘り起こしていくというこ

と自体が、どういうことなのかというのは、なかなか難しいところですよね。必要であ

るということは、よくわかるのですけど、存在しないところにコミュニティづくりをゼ

ロからやりましょうというのは、どう考えたらいいのかなという気は、もちろんそれを

しないと、色々な長期的にみると行政の財政にやはり繋がってくること、大いにありう

る。地域の健康づくりの問題とかでもそうなのかもしれませんけれども。 

〇Ｃ委員 そういう意味でいくと、区の仕事のあり方もＧ委員がおっしゃられたみたいに課題は

あったかもしれませんけれども、住民の方もお待ちなのですよね。 

〇原田委員長 そうなのです、それはそうだと思うのですよ。 

〇Ｃ委員 そこをきちんと記述して、そこを住民側も考えていかないと、施設は存続できないよ

という話でないと。 

〇原田委員長 いけないでしょうね。私もやはりそう思います。そういう意味では、結論ですけれど

も、やはり先ほど論理的に考えたら云々というお話をいたしましたけれども、やはりこ

れは本当に先ほどおっしゃった１７２の町会から、大いにプロテストを喚起するために

も、私もＣでいいのではないかなという気がしますけれども。そんなこと言われたら困

るよ、だって我々のコミュニティ、こんなコミュニティでという話であれば、それはど

うぞという話になるのかなと。 

〇Ｇ委員 その辺は、非常に厳しいやり取りになると思います。先ほど１０％の利用率という、

数字でみればそうなのですけれども、それと５００円も払って維持する必要があるのか

というご意見もあることは私たちも承知していますが、本当にこのご意見がどうかわか

りませんけれども、１０％使っている人達は、本当に地域のことを考えているコアな人

たちで、５００円を払ってまで、やる必要があるのかと言っている人たちは、ほとんど

そこには関与してこない人達、それで本当に地域の経営が成り立つのかというところは

本当に、そこで１０％だから廃止しますよと行政から伝えると、その使っているコアな

人達というのは、本当に地域で活躍している人達というところが現実にあると、そこは

非常に難しい議論になってしまう。 

〇Ｂ委員 私達、この委員の方に説明してくださったのと同じ説明をされるといいと思うので

す。つまり財源が厳しくなってきて、その中で、この政策評価委員会が存在していて、

その状況をきちんとお話ししたらいいと思います。そうしないと、本当に一部のコアで、

声が上がる人だけのために他のみんなのお金が使われているということになってしま

うので、必要だということはわかるのです。必要だという意見もあるでしょう、だけど

言わなければいけないから、言っているということをぜひ町内会の方に言って頂きた

い。 

〇Ｇ委員 その方々が、地域の防災のことも考え、健康のことも考え、生活保護のことも考え、

色々なそういうことでやっている人達が１０％ということだと、非常に行政としては、

その方々に対して、ここを無くしますよというのはつらい選択なのです。 

〇原田委員長 やはり地域コミュニティに対する関与度という点でいうと、本当に熱心に関与する人

達だけが、本当にコアで、その人達がボスであるかどうかは、全く別の議論ですけれど

も、実際に担う人が極めて少ない、その人達がいなくなったらどうするのという議論は

常にある、では、残り９０％からは、私は知らないよと、だって私生活保護ではない、

貰ってないみたいな話になってしまうのでしょうね。そのあたりが、どう考えるのかと
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いうところは、ではあなたたちは１０％の人間がどれだけ熱心に自分を放り出して、そ

の利他的に行動しているのかというところを見せつけられると、区役所としては、それ

はそうですよねという話になるのだろうなという気はするのですが。それでもなおＣ判

定かなと。評価は評価かなという気がしますので、Ｃということでまいりましょう。あ

りがとうございました。非常に有益な議論を頂戴いたしました。では続いて、少し駆け

足で、男女平等推進センターについては、それぞれが項目について３つの観点で普通と

書いています。これは実は、妥当性のところも５人中３人が普通、そして、有効性も５

人中４人が普通、そして、効率性についても５人中３人が普通、そして、総合評価につ

いても要改善ということで、比較的、問題点は指摘されているのだけども、結論として

は、これでいいのかなあと思っています。実際に貸館業としての重複の問題、そうした

問題というのは、たぶん別途、その総論的にこの５つの個別の評価のところ以外で書い

ていって解決を求めるべき問題なのかなと思っています。私は、あの場で、立教大学で

どういった最近の問題が発生しているのかということをお話はしましたけれども、やや

機能的にクラシカルな役割分担になっていて、しかし、色々なマイノリティの方々がた

くさんいる、そうしたファンクションみたいなものを、たぶん、これからはどんどん広

げていくことにはなるのだろうけれども、なかなかそれを行政として捉まえる状態に

は、まだ至っていないところもあるのかなと。男女平等というところだけで捉えられな

い、たぶん機能的な拡大というのは今後必要になるのだろうなという気はいたします。

これはこれでよろしいですよね。 

〇事務局 直接評価に関係してこないところなのですけれども、前回当日、Ｂ委員からのご質問

で、ここの一般相談の利用者が２２年度から２３年度に急増しておりまして、その理由

について、ご質問頂きまして、当日わからないという担当課からのご回答でした。確認

しておりますので、その点だけ補足させて頂きたいと思います。広報とか、周知を徹底

いたしまして、特に相談カードを作成、印刷をして医療機関、区の施設に配布をし、啓

発活動を行ったと、また女子が利用しやすい施設、病院とか区の施設の女性用のトイレ

等に相談のカードをカードケースに入れて置いたと、またキャンペーンで暴力をなくす

運動もＰＲ活動も展開したということで、この年度に様々な周知活動をして強化した結

果、相談者が急増したということを所管課から聞いておりますので補足させて頂きま

す。 

〇原田委員長 はい。ありがとうございます。私の方の大学も、こういったセンターではないのです

けれども、ジェンダー関係のセンターがありまして、やはり利用者というのは非常に少

ないですね。二万人学生がいて、教職員プラスアルファで二万一千人いるのでしょうけ

ど、毎回こういうセンターの色々な会合をやっても１０人、２０人くらいしか来ない、

もうそのセンターの関係者プラスアルファくらいしか来ない。しかし、たぶんこれは人

権上、こういう機能を持つということは、必然的、そういう気がいたしますので、やは

り機能的には、その状況をみても拡充していくことが必要だし、実際に利用者が増えて

いるというのは、潜在的にあって、掘り起こしているという意味では大事なことなのか

なという気はしますけれどもね。では最後です。子ども家庭支援センターです。こちら

は、私のぼんやりした印象でありますけれども、この当日の評価の時にも実際にその施

設を見学に行った時も、比較的好意的なご意見が多かったのかなという気がしておりま

す。妥当性については５名中４名が高いと、有効性についても５名中３名が高い、効率
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性については普通、これは実際に普通とお答えになった方は二人、高いとおっしゃった

方二人ということで、最終的な判定としては高いとお答えになっている項目、視点が３

つ中２つということで、Ａ判定で良いのではないかと思います。他方で、これ私、当日

も申し上げたと思うのですけど、そしてまた申し上げましたが、比較的に年数が若い施

設で、しかも目的が明確な組織というのは、お金をあげるから無限に仕事をしなさい、

人をあげるから無限に仕事しなさいというと、本当に無限に仕事をしそうな感じがして

いる。しかしながら行政としては、そういうわけには決していかない。いったいそのど

こでやめるのかということや、その支援というものの量的な限界みたいなものを自ら設

定しづらい組織でもあるので、やはりそういうところに対する意識みたいなところは、

常にあるのかなという気がしています。実際のこの中の記載の中で、当該分野では、利

用者のニーズに際限はないといえる云々という記載がありますけれども、こうしたとこ

ろは、総合評価妥当だということを言いつつも、やはり記載をしていく必要があるのか

なという気がしています、先ほど、Ｅ委員が少しおっしゃっていましたけれども、Ｅ委

員、この評価についてはどうですか。 

〇Ｅ委員 建物はいらないと私は思っているので、それは譲れないのですが、今あるのを使えっ

て話ですよねということで、良いことやってらっしゃると思うので。後、Ｂ委員からも、

いい意見があったと思うのですが。 

〇原田委員長 現場から距離をみると。 

〇Ｅ委員 やはり、今委員長もおっしゃったようにきりがないという話もあるので、それもちょ

っと入れるのもどうか、大事な話だとは思うのですけれども。 

〇原田委員長 Ｃ委員は、いかがでしょう。 

〇Ｃ委員 私もこの記述の中で、やはり重要なのは、一番下の段落のしかしながらの後の当該分

野においては、利用者ニーズに際限はないといえると、ここをきちんと言っておくこと

が大事かなと。要するに保育園も待機児童を解消するために増やしていきますよ、子ど

も家庭支援センターでまた痒いところに手が届くようなサポートもしていきますよと、

しかし、こういう形も限界があるのだよということを、やはりきちんと言っておくこと

は重要かなと思います。 

〇Ｇ委員 確かにそれは感じます。 

〇原田委員長 これで、こんなのいらないでしょうと言える人は、たぶん区内に誰もいないと思うの

ですね、このメンバー含めて。だからこそどこまでいっちゃうのかなと、どうやって財

政当局は査定しているのか本当に聞いてみたいと、去年と同じくらいでお願いしますと

いう以外に言いようがないというかですね。 

〇Ｇ委員 実はいま、Ｃ委員がいったようなことは危機感を感じていまして、自立している人達

まで来てしまうのではないかと、そういう面というのは確かにあるだろうなと感じはし

ています。 

〇Ｅ委員 近所の人が近くに出来てラッキーということで使っているというのが多いと思うの

ですよ。こういう箱ものというのは。 

〇Ｇ委員 確かなご意見ですけれども、子ども家庭支援センターというのは、そうではない独特

の部分というのがあるのですけれども、確かに建物がいらないというのは、ちょっと、

はっとさせられる部分がありまして、建物がいらないということは、つまりソフトの部
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分だけで動いてフェイストゥフェイスかなんかでやった方がいいと。 

〇Ｅ委員 そうですね、さっきの男女平等も区役所の中でやればいいと私は思っているので。 

〇原田委員長 アウトリーチなんて、別にあの建物でなくてやればいいじゃないかと素朴に思います

けれどもね。どうしてもその建物が必要かと言われると、例えば私共、理学部という実

験施設を持った研究の学部がありますけど、実験室なかったら研究できないのです、こ

れは絶対なのですよね。そのようなものかと言われるとそんなものではないだろうとや

はり思いますけどね。 

〇Ｇ委員 実は、この子ども家庭支援センターの所長から前に言われたことを思い出したのです

が、子ども家庭支援センターという看板をかかえているだけで、本当に困っている人な

のだけれども、相談にいつでもいらっしゃいと間口を開いているにもかかわらず、そう

いう人達にとっては、まだまだ敷居が高いというのは、やはりそのように構えているこ

とが、返って弊害になっているのかなという面もあるのかなと思っていて、私はその時

感じたのが、もっともっとアウトリーチが必要なのかなと思ったのです。 

〇Ｃ委員 そういうところでいうと、やはりこれもいわゆる子育て支援という課題にどういう手

段で行政として関っていくのかと考えた時に、保育園というのは、従来は入所している

子どもだけで良かったけれども、本当にそれでいいのか、要するに地域の子育て施設と

して、例えば、子ども家庭支援センターが現在取り組んでいる、例えばレスパイトだと

か要するに一時保育みたいなものをもっと柔軟にできないかとか、要するにそういうと

ころの絡みで事業を整理していくと最終的にＥ委員のおっしゃっている箱が本当に必

要なのかねというところまでたどり着くのかなと思いますね。 

〇原田委員長 そうですね。その集積みたいなところはありますね。Ｂ委員何かありますか。 

〇Ｂ委員 はい。Ｅ委員に言って頂いて、私の意図は誰が調整するのだろうという疑問があるの

です。担当課の課長はたぶん促進側になって、支援しなればならないので、では部長と

か、具体的にどこで調整を取るのだろうと。現場の情報をきちんと把握して上げてもら

って、それを冷静に判断できる人間はどこのポジションなのだろうと疑問があるので

す。なので、検討する必要があると、誰が検討するのかをきちんと明記するかどうかは

わからないですが、本当に検討した方がいいと思います。なぜかというと下手をすると

大事なところに手がまわらなくなる危険性があるからなのです。あれにも対応しよう、

これにも対応しようとして担当者は同じ人間で２４時間しか時間は無くて、あれもこれ

もとなってしまうと、本当に大事なところを見落としてしまう時があるわけですよね。 

〇事務局 当然、所管部局の中でも優先度をつけるというのは当然のことだということは思って

おります、また区の全体の政策、優先順位というものもありますので、私は政策経営部

というところなのですけれども、その中でも、当然、どちらかというと担当部局が全て

必要なものは要望するというスタンスがあるのは事実なのです。例えば、保育園で、今、

待機児童が多く発生しているのですけれども、その中でも、延長保育だったり一時保育

拡充だったり、病児、病後児保育だったり、さまざまな要望もあります。今一番、喫緊

に取り組まなければならない課題とは何かというところも、やはり優先順位づけという

のはあると思いますので、それは担当部局の中でもそうですし、区の全体の政策の中で

も一緒になって、特定の課ではなく、全体で決めていくべきことなのかなと思います。 

〇原田委員長 たぶん、私が思うのに、それをやるためには非常に仕組みとしては簡単で、財政的に
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抑えることですよ。財政的に抑えるとみんな真面目に考えるというだけです。だからそ

れはプロセスであって、どれだけ削るかはかわからないですけれど、財政当局というの

は非合理的にこれ、と決めてしまうというのがいいわけです。結果的に、ひどい言い方

をすればですけれどもね。 

〇Ｇ委員 今、Ｂ委員のお話の中で、確かにそうだなと共感を感じたのですけれども、今の待機

児問題、本当に連日マスコミに載るくらい、その中でも豊島区も相当増えていて、やっ

てもやってもというのは、行政が呼び起こしていくというのもあるのですけれども、本

当に困っている人は誰なのかというのが、見えなくなっていて、それがもう数字にも現

れてきているのですね。やはり保育園というのは、相当お金がかかりますから、今現在

の保育園にかかっているのは７０億、８０億かかっていると思います。でも、そこで保

育園に預けている親が負担している受益者負担というのは、その１割にも満たないくら

いだと思います。かたや保育園に預かっている子どもと在宅で子育てしている、まだま

だ在宅で子育てしている方が多いのですね。千人くらい多いはずですので、そういった

ところから育児ノイローゼとかそういったところで児童虐待とかがあるというところ

なのですよね。ですから７０億、８０億を三千何百人のために使われている、一方で、

在宅で子育てしている方の税金まで使って回しているということなのですよね。だから

なんかそこは、少しひずみになってはいないか。でも、マスコミも含めて世の中の風潮

は、待機児をどうするのだ、どうするのだと、でも受益者負担のことも考えてと、我々

がいうと社会で子どもは支えるのでしょうという答えが返ってくる。では社会で支える

というのだったら、働く女性を助ける事業所内に、どうして保育園が出来ていかないの

かとか、そういう矛盾もあるということなのですよね。もっともっと事業所内で、社会

で支えるというのであれば、事業所内保育もそれなりに経済会が努力してもらいたいと

いう、それで応分の負担も女性の能力でもって利益を上げているのだったら、やはりそ

ういった施設をもっともっと作っていくべきではないかということがあるのですけれ

ども、そういったことは新聞紙上では全くオミットされてしまうということもあるので

す 

〇Ｂ委員 ひとつだけ、場所の関連で今思い出したのですけれども、確か、在宅の方だと思いま

すが、行ける場所がなくて育児に疲れ切ってしまって、会議室みたいなところで寝てら

っしゃる方がいらっしゃると。在宅期間中に、コミュニティが育ってないような地域に

おいては、まわりに相談できる人がいない場合に、役所での身体測定やアウトリーチ活

動等の機会に保育士に相談に乗ってもらえることは心強い場合もあるのではないかと

思います。 

〇Ｇ委員 実は、子ども家庭支援センターがそういうアウトリーチを一番やっているのです。豊

島区でもやっています。健康診断は保健所と連携していて、そこに保健師がいってやっ

ています、そこの情報がここに入ってきますので、この家庭は、なかなかいっぱいいっ

ぱいだなと思ったら、絵本を持っていくことをひとつのきっかけにしながら、実は健康

状態をどうですか、何かお困りですか、とかそういう相談をしてあげる、そうしてまた

次の機会をまた作ってあげるとか、そういうことをやっているのは、まさにここのセン

ターなのです。 

〇Ｅ委員 おっしゃることはわかるのですけれども、その機能は、例えば今ある現状の保育所に

持たせるということも、数がたくさんあるわけですから、それが逆に二か所に集約され
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るわけですよね。そういう発想がたぶんもともと無いのが問題なのでは。 

〇Ｇ委員 おっしゃるとおりです。保育園とか、例えば区民ひろばとか、そういう単位でもって

やっていかないと回りきらない。 

〇Ｅ委員 たぶんもたなくなってくると思うのですよね。どうも逆のような気がするのですよ

ね。 

〇原田委員長 そうですね。 

〇Ｇ委員 今の形で二か所というとやはり無理があるということは、現場も認識しているので、

これをどうサテライトしていくのかということが、今後の課題だと思っております。 

〇原田委員長 はい。ありがとうございます。では、総合評価としては、このままでまいりたいと思

いますが、利用者ニーズについての記載もここに書いているのでいいのかなという気が

しております。はい。では第７回の次回の政策評価委員会では、実は今日お話しをしよ

うと思っておりました３番目の公共施設の運営についての総括のところを、今日はもう

無理かなと思っておりますので、やはり次回に、いくつか論点として出ましたので今事

務局で少しメモ書きして頂きたいと思うのですけど、まずは公共施設の運営についての

政策評価ということに限定してお話をしますけれども、やはり視点として３つ掲げてい

るものというものの論理的な順番、辞書的な順番でいうと、やはり施設関係はどうして

も必要性というところからまず議論をしていく必要が当然あるのかなと、どの事業だっ

てそれはそうなのですけれども、とりわけそれが、やはり重視するべき分野というのが

この施設の運営に関する評価なのかなというのが１点目です。 

〇Ｅ委員 運営だけでなくて、設置についてもお願いします。 

〇原田委員長 私の言葉が不十分で、設置運営についての、そもそも設置するというところが、やは

り、むしろ運営というより設置ですよね。設置についての必要性というのが、検討すべ

き評価をすべきにあたって論理的に一番最初に出てくる、やはりそこを不断に検証して

いくところはいるのかなと。 

〇事務局 在り方全体という理解でよろしいでしょうか。 

○原田委員長 はい。次は実際の設置をされているものについてのファンクションをどう見るのか、

それがその施設との目的の関連においてというのはどう考えるのかということ、あるい

は、その何か事業目的を達成するための場みたいなものを、場の必要性みたいなものを

どうやって論理立てていくのかみたいなところは、すごく大事なところなのかなと、で

すから、あれも必要これも必要とどれも必要だから場が必要という議論にしていかない

といけないのだろうなというのが今日のみなさんの議論から私が学んだところです。も

うひとつだけ付け加えると、今の話は、必要性を設置の時に考える、いかなるファンク

ションを持たせるかをその目的との関連で考える、３つ目が、その色々な事業の集積の

結果として、場を最終的に判断する、これは単一の公共施設の問題、特定の公共施設の

問題ですけれども、特定の公共施設と別の公共施設との関連、ですから、その機能の重

複問題みたいなところの関係でもう一回更に、一番最初の必要性みたいなものを考えて

いくという必要があるのかなという気がいたしました。ですから、いずれ、妥当性・必

要性、有効性、効率性、残念ながら次回の議論にさせて頂きますけれども、その時には

そうしたところの議論をしてまいりたいと思います。今日は少し私の司会の不手際でこ

こまで進まず、でもすごく有意義な議論だったので、また次回まわしということでよろ
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しいですか。では、本日３番は省略させて頂いて、４番その他、何かございますか。 

○事務局 次回の予定なのですけれども、とりあえず今月の２６日を事前にご連絡させていただ

いているところです。今、委員長の方でおまとめ頂いた部分を整理いたしまして、２６

日とは考えておるのですけれども、万が一、もう少し事務局で整理が必要だということ

であれば場合によっては、別の日に設定させて頂きたいと思っております。なるべく早

めに決定をさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

○原田委員長 はい。それでは、今日の第６回目の政策評価委員会をこれにてお終いといたします。

みなさま、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） 次回日程は意見が整理できしだい事務局よりあらためて通知する。 
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