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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 26年 2月 10日（月） 18時 00分～19時 30分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎 4階） 

会議次第 議題 

１． 事業評価報告書（案）について 

（１）今年度対象事業の総合評価について 

（２）構成・まとめ方について 

（３）各委員による総括意見について 

２． 「公共施設の運営」についての総括 

（１）論点の整理 

  ①施設設置の必要性 

  ②機能の有効性 

  ③維持管理の効率性 

  ④その他 

（２）意見交換 

３． 今後の予定について 

（１）次回開催予定 

  （２）来年度の予定 

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）・外山公美（立教大学コミュニティ福

祉学部教授）・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 お時間になりましたので、ただいまから２５年度の第７回の政策評価委員会を開催さ

せていただきます。お忙しい中、また年度末の非常にお忙しい中、また大雪でお足元の

悪い中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日、水島委員ですけれど

も他の公務の関係で欠席との連絡を受けております。大変申し訳ございません。本日の

案件ですけれども、本年度、本委員会として、おまとめいただきます事業評価の報告書

の内容についてご協議を頂きたいと思います。また前回十分お時間をとることができま

せんでした公共施設の運営と２年間続けてご議論いただきました、このテーマについて

の総括という形でご協議もいただければと考えております。それでは進行を委員長よろ

しくお願いいたします。 

○原田委員長 では第７回ということでございまして、ようやく事業評価の報告書が出来上がりつつ

ありますので、こちらを改めて協議をするというのが本日のテーマでございます。また

後ほど事務局からご説明がございますけれども、公共施設の運営というテーマ、２年間

やってきたわけでありますけれども、それを総括するような作業が、また必要になるの

かなと思っておりますので、このとりまとめの原案についてもご協議を頂戴したいとい

うことでございます。それではお手元の式次第の１番、事業評価報告書（案）について

事務局からご説明お願いいたします。 

・１ 事業評価報告書（案）について 

○事務局 本日の資料につきましては、かがみの文章と報告書の案ということでこれがすべ

てになっております。報告書のページで申し上げますと、３５ページをお開きいた

だけますでしょうか。政策評価委員会による総合評価の結果ということで、前回、

これ以前の部分についても色々ご意見をいただいておりまして、主にこの３５ペー

ジ以降の個別の施設の総合評価という点について、事務局が当日ご用意した内容で

よろしいかどうかというところで色々ご意見をいただいたところです。その中で幾

つか、ここはこのように変えるべきだというところをいただいておりますので、そ

の部分につきまして修正をさせていただきました。修正内容につきまして、まず３

６ページの区民センターでございます。こちらは、前回、総合評価について、Ｂ、

要改善という形で、事務局でご用意したところでございますけれども、今後この施

設については、リニューアルも予定していると、これを契機に目的とかそれから対

象だとか、その内容について、もう一度見直した方がよろしいのではないかと、そ

ういった意味では、抜本的な見直し課題ありということに修正すべきだというよう

な意見をいただきまして、今回その部分について、Ｃという評価に変えさせていた

だきました。当日の公開事業評価でＣという評価にした委員さんが複数いらっしゃ

ったと、また視点別の評価についても、２項目は低いということでバランスを考え

ても、Ｃということが適当だろうということでご意見をいただいたところです。そ

の部分修正をさせていただきました。また、本文中に指定管理の事業者の決定方法

についての記載があったのですけれども、こちらは、施設がどうなるかによって変

わってくる部分が非常に大きいと、現在の施設を想定すれば、指定管理者制度を活

用しているわけですから、その是非ということもありますけれども、今後の施設の

あり方を見直す中で、あえてここで指定管理ということについての記載は不要では

ないかということで、その部分は削除させていただいております。また、今回は５
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施設でございますけれども、すべてに共通する事項として、１番下の末尾のところ

に区民評価人の意見のうち特筆すべき事項というような記載をさせていただきま

した。前回の委員会の中で、区民評価人さんの意見の中でも、ある程度、委員会と

しても取り上げられるものについては、少しご紹介したらよろしいのではないかと

いうようなご意見もいただきまして、事務局で、このあり方を考える上で特に重要

であろうというところを幾つかこの中に組み込ませていただいています。したがい

まして、この意見は、委員会としても区がこれから施設のあり方を考えていく中で

重要な視点であるというような認識だということで御理解をいただければと思っ

ております。区民センターについては以上です。それから、３８ページをおめくり

いただきまして、区民集会室です。こちらも同様に前回はＢ評価ということでござ

いましたけれども、今回Ｃ評価という形に変えさせていただいております。前回の

ご意見をもとに変更をさせていただいたところです。この理由としましても、総合

評価、当日の公開事業評価でＣとした委員さんがたくさんいらっしゃると、また施

設のあり方や、地域コミュニティのあり方について、区としても今後大いに検討す

べき案件であるというようなことで、ＢからＣという形で前回のご意見を踏まえて

変更させていただいたところです。それ以外のところについては、基本的には、前

回お出ししたものと、ほとんど変更はございません。区民評価人の意見のうちでご

紹介した部分については、新たに加えた部分ですので、もしこの取り上げた部分が

委員会として取り上げるにはどうかというようなことがございましたら、ご指摘を

いただければと思っております。変更内容については以上です。では、続きまして、

この事業評価書の報告書についての全体構成について、少しお話をさせていただけ

ればと思います。表紙裏に目次がありまして、これが全体の構成なのですけれども、

個別にページをおめくりいただきながら、大変お手数ですけれども、お聞きいただ

きたければと思います。まず１ページに、はじめにという項目がございます、こち

らは委員長の名前をお借りしまして委員会の取り組みの総括と２４年４月に、政策

評価委員会の会議体を立ち上げまして２年間にわたって公共施設の運営をテーマ

にさまざまな施設の評価を行ったと、また区民評価人の制度ということで、区民参

画も得てきたと、そういう中で、区の施策について、さまざまな議論、検討を行っ

たと、本委員会の特徴としましては、他の自治体で内部評価、外部評価の二者択一

というところに、内部の職員も入って、あと外部の先生方と一緒に様々な議論をし

て、実効性ある評価にしたというような取り組みの特徴というものも記載をさせて

いただいております。最終的にはこの意見が反映されなければ、今までのご協議い

ただいた部分も無駄になってしまいますので、今後この意見をもとに区としてきち

んと対応していただくと、実効性のある改善効果が得られることを期待するという

ことで記載をしております。続きまして、おめくりいただいて２ページから４ペー

ジにわたっては、２５年度の政策評価委員会の開催状況ということで記載をさせて

いただきました。２４年度については昨年度の報告書の中に既に記載しておりまし

て、再掲することも考えたですけれども、今回は２５年度のみということで記載を

させていただいております。また、たまたまといいますか２５年度は、ほぼこの公

開事業評価を中心に、その準備も含めて検証も含めて、さまざまご議論いただいた

ところですけれども、理論上は、政策評価委員会にはさまざまな機能がございます



- 4 - 

ので、ここでは、事業評価の報告書ということで、事業評価関係分ということで限

定をさせていただいております。実質的にはこれがすべてだということでございま

す。それから５ページについては、事業評価の実施の結果ということで出席者等の

対象施設や時間等そういったものを記載しておりまして、６ページには、この実施

方法についての委員会としての評価改善点等ということで検証もしたところです。

取り組みの検証という形になっております。前回事務局案ということでご紹介をし

まして、その内容について、おおむねご了承いただいたということで、今回は、評

価改善点等ということで記載をしております。それから７ページ以降が、公開事業

評価の当日の評価結果ということで記載をさせていただいております。少し横なの

で、非常に資料としては、なかなか見にくいのですけれども体裁の関係でやむを得

ないところがございまして、ご了承いただければと思います。それから１２ページ

からずっと３４ページまで、ここからが昨年度からご協力いただいた区民の方、区

民評価人さんの評価結果とご意見という形でご紹介をしております。今年度からは

立教大学の学生さんにも先生方のご配慮によってご参加いただいておりまして、そ

の内容についても非常に貴重なご意見をいただいておりますので、記載をさせてい

ただいているところでございます。それから、飛びまして３５ページ、ここが、最

初にご議論いただきました総合評価の結果ということで、今回のここの部分がメイ

ンになるのかなと思っております。それから、４１ページまでお進みいただきたい

と思います。これは本日の後半の部でご議論いただければと思っておりますけれど

も、公共施設の運営についての総括意見ということで、取り組みについての総括と

いうのはさまざまいただいているところですけれども、公共施設をこれから運営す

るに当たって今の課題とか、今後このように注意し利用して対応していく必要があ

るというようなところについて、本日ご出席いただいている委員の皆様からご提言

という形で頂戴できればありがたいなと思っておりまして、その部分のスペースを

４１、４２ページとボリュームはありますけれども、この部分に入れさせていただ

ければと考えております。それから４３ページ以降、ここが資料集という形で、要

綱であったり、委員さんの名簿であったり、チラシであったり、当日事務のために

使ったような資料、あと当日使った資料、またアンケートの結果等をこの中に入れ

させていただいております。それから最後に７１ページ以降が、これも今年度の全

般に委員さんにご報告をさせていただいて、こういう意見等をちょうだいしたとこ

ろですけれども、昨年度の評価についての区の対応状況ということでの報告書にな

っております。今回も２５年度、場合によっては２４年度も、２年続けてになろう

かと思いますけれども、こういった対応状況というものもきっちり求めて、せっか

くの評価がその場限りのものにならないようにということで利用していければと

考えております。それから、公共施設の運営の総体の意見の部分になるのですけれ

ども、この意見のまとめ方、どのようにしたらいいのかというところについて本日

まずは、色々ご意見をちょうだいして、まとめ方についてこの中に記載する部分の

ご意見をいただければと考えております。どうぞよろしくお願いします。私の方か

らは、とりあえず以上です。 

○原田委員長 ありがとうございました。それでは、総合評価の１の（１）については、既に議事録

も確認をいただいております。私、改めて読んだのですが、結構なボリュームでしたね。
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一通り読むのが苦労いたしましたが、皆さんの記憶が比較的、議事録で新しくなられた

のではないかと存じます。また２番目のまとめ方、構成については２年目ということも

ありまして最後に総括がついているというところでございます。ここのあたりまではよ

ろしいですね。特段質問がなければ次の実質的な議論に入りたいと思いますが。どうし

ましょうか、この２に進むことになりましょうか。 

・２ 「公共施設の運営」についての総括 

○事務局 これは資料にもございます、４１ページでございます。この部分に先生方のご意見と

ご提言のような形で頂ければと思っております。何もないところでお話というのは難し

いかなと思っていまして、事務局で視点というようなもので少し整理したワンペーパー

がございますので、お配りしたいと思います。 

○原田委員長 ではお配りいただきましょう。配っている間に簡単にこうした総括の考え方につい

て、私なりに申し上げたいと思いますが、どこを起点にしてこの豊島区の政策評価とい

うのを語るのかということにもよるのかもしれませんけれども、何というのでしょう

か、我々が反省すべきところというのでしょうか、あるいは別の言い方をすると、評価

活動の評価というもの、例えばどういう事業をチョイスするかとか、どういう観点で評

価をするかとか、評価結果を定量的にとらえるべきなのかどうかといったような、こち

ら側の問題でもある評価システムの評価ということもあるでしょう。そういう意味で

は、我々は２年間やってみてこういったところが我々の反省点だよねというところはあ

る。しかし、それはそれでどこかのタイミングで我々は我々で評価をするとして、まず

は、実際にその、これからその評価のまな板にのる、そうした事業を実際のご担当なさ

る、そうした方々が例えば第一次評価を行う際に、こうした点は注意しておかないとい

けないよねというメッセージを出しておく必要があるのだろうと。これは、公共施設を

担っている部局はもちろんのこと、そうでない部局もそうしたところを意識して普段か

ら事業を遂行する必要があるだろうと。いずれ評価されるかもしれない、評価にあたっ

ては、こういったところを注目しなきゃいけないよねというようなところなのかなとい

う気がしております。あれこれ言ってこちらは反省しないのかと言われたら、そうなの

ですが、この文書のつくり方としては、今、お配りいただいたようないくつかの点、こ

うした点について、議論をしていく必要があるのかなという気がしております。そうい

う意味では、第１次評価を行う主管課の今後の評価活動のサジェッションになるよう

な、評価の総括にしていったらどうなのかなというのが、私なりの考えであります。何

と言いますか、評価活動の評価というのは反省し始めると山ほどありまして、学問的に

もございますので、そこは、差し当たり今日は棚上げにして、参考のこの資料について

御議論いただければというのが、私の考えであります。では、この資料をざっとでござ

いますがご説明を。 

○事務局 今回、公共施設の運営の総括という形でおまとめいただくに当たって、どのような切

り口というのがいいのかということを様々考えたのですけれども、公開事業評価当日に

ついても同じような形で、主に三つに分類をして、個別の細目についても同じような形

でやってきたということもありますので、当日の評価のポイントを元に、若干事務局で

少し加工させていただいて本日お配りした資料ということでなっております。まずは、

施設の設置の有効性、妥当性ということで、これは設置することの必要性がどれだけあ

るのかということです。 
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○原田委員長 これは必要性ではないのですか。 

○事務局 失礼いたしました。必要性、妥当性ということです。訂正をさせていただければと思

います。有効性は次でした。申し訳ございません。施設設置の妥当性ということで、当

然のことながら区の政策に合致するか、政策の裏づけがあるのかどうかということが、

まず第１かと思っております。それから設置した際には、当然政策との合致というのも

あったのですけれども、社会情勢の変化によって目的が薄れていないかと、必然性がな

くなっていないかということもあります。今後のお話になりますと、将来の負担も踏ま

えた設置となっているか、その場限り今必要ですねと言った時に、その需要というもの

が、今後も見込まれるのかどうかということもきちんと判断した上での設置になってい

るか。あと、これはＥ委員からもご指摘がありましたし、区民評価人さんからも幾つか

ご意見をいただいているところなのですけれども、目的を実現する上で、そこで行われ

ているコンテンツといいますかソフトについては、その必要性は認めるのだけれども、

建物まで用意する必要があるのかというようなところもひとつのポイントだと思って

います。また設置や財政負担、再配置等について、区民、議会、ステークホルダーのよ

うな方を交えた議論がなされているかということもひとつかと思います。重複している

部分もありまして、あとこの項目で、このポイントがいいのかどうかというところもあ

ろうかと思いますけれども、その点はご了承いただきたいと思います。設置目的との整

合性ということは、当然のことながら目的に即した運営がなされているか、区の関与の

妥当性等については、区が主体的に設置、維持すべき施設であるのかと、民間とか他の

機関、国や都等の機関と重複してないかというところもあろうかと思います。また運営

とも関連するのですけれども、民業圧迫になっていないかというようなこともあろうか

と思います。区の例えば外郭団体等が入って民間と競合するというような図式というの

もいいのかということもあろうかと思います。それから、類似施設との関係という、非

常に区としても課題だと思っていますけれども、同じような機能の重複がないのか、一

元化できないかということもひとつのポイントかと思います。次に機能の有効性、必要

性はそれなりにあるけど、有効に機能しているかどうかというところでは、まず、適切

な使用の設定、当然有効かどうかを判定する上では、指標とか評価というものが重要な

わけですけれども、その達成度を測定するための合理的な指標が設けられているかと。

それから、その指標というのは、設置目的等の整合性がとれているかどうかということ

もあります。それから、達成度の評価と進行管理ということで、設定した指標が達成さ

れているか、これも当然のことかと思います。それから、取り組みの結果、設置目的に

照らした効果があらわれ、指標は達成しているのだけれども、その達成することによっ

て、政策実現に貢献しているかと、これが最終的なものだと思います。例えば、利用率

８０％とか、利用者が千人とか言っても、来てはいただいているのですけど、政策実現

にどれだけ貢献しているかということもポイントだと思います。必要なデータ収集が行

われてきて適切な分析が行われているか、意外と今回の施設評価の中で、データをもっ

ていないというようなところもありましたので、それで分析や評価というものがきちん

とできているかということもあろうかと思います。効果検証のための評価方法が適切か

と、評価方法によっては、その効果というのは随分変わってくるだろうということもあ

ります。それから課題を把握し、改善に向け努力しているかということもあります。続

いて対象者ですけれども、これ区財源を投入するに適切かと、来ていただいている方は
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意外と区外の方、それも区外の方がこの施設を利用することによって、区にどういう貢

献、区の政策実現にどう貢献されているかという裏づけがあればいいと思うのですけれ

ども、特段そこについては、あいまいになっているということではあまりよくないのか

なということです。それから利用率、利用者満足度サービス水準もこれはもうこのとお

りなのですけれども、特に１番下の部分で、過剰サービス、過剰配置となっていないか、

適正配置といえるのか。非常に喜んでいただいているということで、非常に重要な施設

ではあるのですけれども、これほかの自治体との関係もありまして、バランスを考えて、

少しつくり過ぎではないかというようなこともきちんと考えていかなければいけない

ということもあろうかと思います。維持管理の効率性については費用対効果、これ当然

のことだと思います。受益者負担が適切かというところも、これから、実際に使ってい

ただいた方に、どれだけ、負担をいただくかということは重要かなと思います。それか

ら管理運営の主体、これは、外部化がすべてではないと思うのですけども、何らか効率

性を高める方策はないかということも考えていくべきだろうと。地域住民や利用者の参

画や関与を求めているか、すべて行政が担うということではなくて、地域の方にも参画

をいただくということも重要かと思います。柔軟性、これは当然のことですけれども、

随時効率性を高めていく工夫や体制の見直しがされているか、硬直的かつ前例踏襲の運

営になっていないかと、この他さまざまあろうかと思います。これひとつの参考例示と

いうことで、非常にどちらかというとミクロのものをここに記載をさせていただいてお

りますので、必ずしもこれにとらわれずに大きな視野で委員の皆様からは、ご提言とい

うのがいただければすごくありがたいなと思っています。その参考として本日ご用意さ

せていただきました。どうぞ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。私もいつも講義で政策評価を語るに当たっては、この必要

性、妥当性、有効性、効率性を説明し、１番最初のところでは、何というのでしょうか、

評価をするに当たっては、有権者としての視点というのでしょうか、本当にこれ必要な

のかと。有効性というのは消費者、実際にサービスを受ける側として本当にそれは十分

なのと、効率性というのは、納税者、税金を納める側として、これぐらいで本当にちょ

うどいいのと、例えばそういうような視点というのを示した上で評価をする必要がある

のではないかと講義の中で申し上げるわけであります。そういう意味では、実際に今回、

視点として使っていった三つというのは、基本的な、一体どういう区民を想像しながら、

役所は仕事をしていくのかという点では、一応この視点としては過不足ないのかなと思

います。もちろんほかに、プラスアルファするものはあるでしょうけれども、基本的な

三つの視点なのかなという気がしております。では、今日は、それぞれ１０分から１５

分ずつぐらい、それぞれの項目についてご議論いただきたいと思いますが、まずこの全

体的な総括における主な視点というのは、だれにとっての視点かというと区民にとって

の視点でもあるし、主管課としての視点、チェックリストみたいなものなのかなと、例

えば実際に、これが仮に、今後も公共施設評価をしていくに当たっては、主管課として

はこのチェックリストを考えながら、意識しながら、例えば将来負担を踏まえた設置に

なっているかどうかについて、定性的に評価をしていく、定量的に評価していくとそう

いう作業が求められ、そのときに、参照すべき視点あるいはチェックリストなのかなと

いう気がしております。それでは、実際にこういう記載で、こういった事柄についてチ

ェックリスト方式で書いていくとしてもこういったところはつけ加えた方がいいので
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はないか、あるいはこれは要らないのではないか、そうしたところを必要性、妥当性の

ところからご議論をいただきたいと思います。いかがでございましょうか、何か気づく

ことがありましたら。これ実際書いていくわけでありますが。どうぞ。 

○Ｂ委員 新たなものをつけ加えるというわけではないのですけれども、少し意味合いが似てい

る用語があるので確認をしたいのですが、政策と設置目的はどのような使い分けをされ

ていますか。具体的には、必要性、妥当性の項目の施設の設置の妥当性の一つ目が、区

の政策に合致しているかというものと、その下の５つ目で、設置目的との整合性で、設

置目的に即した運営がなされているかというところが、すごく似かよっているように聞

こえたのが１点と、もうひとつ同じところで、機能の有効性の達成度評価、進行管理の

ところで、取り組みの結果、設置目的に照らした効果が表れ、政策実現に貢献している

かということなのですけども、お話の内容を伺っていると、設置目的に照らした効果が

表れているか、でもいいのかなと聞こえたのですが、この設置目的と政策の区分けをさ

れた意図がありましたら教えていきたいのですけれども。 

○原田委員長 どうでしょう。 

〇事務局 当然設置をするときには、政策を見ながらその政策実現するために、何らかのミッシ

ョンを、それがイコールになっている場合もありますし、政策が大きくて、その下の実

現する手段としての目的という形が生じているというケースもあろうかと思いますが、

必ずしも一致しない、その中の一つというケースもあるかなと思っています。つくった

当時においては、政策との整合性というのもとれていても途中からそれが薄れてしま

う、あるいは設置目的には合っているが、今の政策とは合致していないようなケースが

あるのです。ですので、設置目的を実現するための指標が設定されて、それが適切であ

っても今の政策の実現に貢献できていないという可能性もあるのです。それは、時代の

変化をきちんと受けて、何らかの修正をかけていくようなこともあろうかと思います。

ですので、タイムラグというか、時点の違いもあると思いますし、それから、本来であ

れば政策と設置目的というのはイコールでなければいけないのですけれども、政策実現

のための一つの手段というような施設も中にはあるのかなということで、少しお答えに

なっているかどうかがわからないのですけれども。 

〇原田委員長 難しいところですが。恐らくは条例の第１条に設置する目的が書いてあって、○○を

して、こういうサービスを行う、もって○○に資することを目的とするということの、

もって以下の部分が恐らく政策なのでしょう。 

○事務局 逆もあるかもしれませんね。 

〇Ｇ委員 区民の福祉増進とか。 

〇原田委員長 そうなのですよね。ですから本当は、もって以下というのはすごくアバウトな言い方

で、そこには、わっと間があいていて、恐らくそこを埋めているのが、基本計画あたり

で書いている、中規模ぐらいの政策なのかなという感覚がある。ぼあっとした、もって

以下だと、とにかく、なんでもその為だというように言っちゃいそうな気がする。です

から、基本計画に記載された政策に合致しているのか、政策に合致しているのか、多分、

条例見ても何のために存在しているのか今もわからないっていう条例が多分たくさん

あるでしょう。 

〇事務局 まさに区民の福祉の増進というのがすごく多いのですよね。区民の福祉の増進ってい
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うのは、さっきのとは逆かもしれませんが、そちらの方が広くて、区民の福祉の増進で

は政策の中のどこに入っていくのかということになります。 

○Ｇ委員 少し補足させていただきますと、多分政策というのは、後ほど出てきますが、基本計

画という中で区では５年とか１０年単位である程度定めています。昔はやはりそうい

う、ある政策に合致してそれを具体化するために、そういう施設をつくって、例えば具

体的に申しますと、地域コミュニティの活性化とか大きな政策があったとして、では、

どこで何を区民同士がコミュニティを生成するかといった時に施設が必要だと、だか

ら、一応それを実現するための施設をつくったけれども、どうも今はそのような使われ

方をしていないみたいなことがあると、やはりそこは評価の対象になってくるという形

で、本来の施策とどうも使われ方が合致してないことが起こりうる。それともう１点は

やはり５年１０年単位で考えていますと、政策そのものが変わってきてしまって、４０

年前に建てた施設の目的とは既に現在施策等が合致していないというようなことも起

こりうるのかなと。それが、漫然とただ引き継いてしまっていると、その辺のところが、

現在の運営状況と混同したままになっている可能性もあるということは、具体的な事例

として、ご理解いただければと思います。 

○Ｂ委員 政策目的と政策手段の話をされているわけですね。わかりました。 

○原田委員長 ただ、その何をもって政策と多分言うべきかというと、それは基本計画なのだろうな

と。ですから、もしここに書くとすると、基本計画で記載されている政策に合致してい

る、あるいは施策に合致しているかなのかなと思いますが。 

○Ｃ委員 あえて発言する必要がなくなってしまったのですけれども、政策という言葉が実は、

私、職員の方相手の研修をやるときに、言葉の定義から入らないと、うまくいかないの

ですよね。実は、辞書でどう日本語の政策と書かれているのかなと思ったら、一つは方

針、政治の方針だとか、行政の方針だとか、あるいは解決手段のような手法のような、

要するに政策という言葉にそれだけの意味の言葉の解釈があって、これをきちんとここ

では、政策とはこれを指しますよっていうことを明らかにしないで、用語を使っていく

と１番混乱しやすい部分をＢ委員がご指摘されたのかなと思います 

 ○Ｂ委員 用語の確認をさせて頂きまして、ありがとうございました。 

○原田委員長 なかなか政策というのをとらえるというのは非常に難しいのですが、私は、よく大学

で政策というのは、例えば人生の大目標みたいなもので楽しく生きる、楽しく生きるた

めにはどうする、結婚する、結婚をする為にはどうする、結婚相談所に申し込む、例え

ばですね。それぞれ目的手段のリンクで説明を、大きな目標、中目標そして具体的な手

段と。でもここでいう政策とは一体何がそうなのかっていうのは、なかなか捉まえやす

いようにしておかないとチェックリストには、ならないのかなという気はしていますけ

どね。実際に何なのと書かせるのは一番良いのだと思うのですよ。条例上の第１条の、

もって以降を書かせるのではなくて、これは何もための手段なのということを本人たち

に自覚させると、それを何ページに引用せよと極端にいうと、一体何のための手段とし

てやっているのかという目的手段関係がはっきりしさえすればいいわけですよね。そこ

なのではないかなと思いますけどね。 

○Ｂ委員 そうなのです。後々のこと気になりまして。といいますのも、３５ページから始まり

ますけれども、妥当性、必要性、有効性、効率性の定義のところに政策というのがひと

つも出てこないのです。お使いになられる方が、このリストと見合わせて、混乱しなけ
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ればいいなと思っただけです。単に私の中に、この自治体での共通用語がわからなかっ

ただけなのかなと思いまして、使っている用語が違っているだけで何をおっしゃりたい

のかがわかったのですが、この視点と着眼点のところに説明がないので大丈夫かなとい

う心配がありまして、今お話しにありましたロジックで繋がっているのがこの中に書か

れているのだけれども、それ全体で、政策になるわけですが、少し気になっただけです。

ロジックでいうと目的が最初にあって、インプット、アウトプット、アウトカムでイン

パクトですけれども、最後に目的を適えるということなので、それ全体で政策のロジッ

クな内容になりますから、少し私の頭の中でよくわからなかったので、あとこの説明書

きの中で政策という言葉が出てこないので、大丈夫なのかなと少し心配をしました。 

○事務局 一点だけですね、事務的なところで申し上げますと、この本編については、このまま

お出しする、発行するという予定でして、この視点というのは本日ご議論いただくため

の一つのたたき台ということでご理解いただければと思います。 

○Ａ委員 今、各委員からお話があったのですが、その施設の設置の必要性とか妥当性のときに、

色々な規定では、さまざまで、福祉の増進とかあると思うのですが、その設置の根拠は、

この報告書を区民の方に明らかにするためには、きちっとしておいたほうが、どこかで

わかるようにしておいたほうがいいのではないですかね。これを見ると、本施設はとい

うところで少しは言及してありますが、果たしてその法律上の必置のものもありますよ

ね、なのか、それを条例上なのか、なにで設置することが決められているのかというこ

とは区民の方にわかるようにしておかないと、我々は何となくわかりますが、そこは、

どこかで触れるところをつくったほうがいいのではないかなと思います。 

○事務局 実は、当日評価をいただくに当たって、区民の方もご出席いただいているわけですけ

れども、施設データシートというその施設がどういう施設なのかということをご紹介す

るペーパーがございました。その中には、その根拠となるような条文といいますか、そ

れが法律なのか条例なのかというようなところもございますし、建物の面積や何フロア

ーとか、そういったところも記載させていただいております。本日、かなりのボリュー

ムなので、この報告書に掲載するかどうかというところは少し悩んだのですけれども、

もしそこの部分がやはりポイントだということであれば、幾つかの基礎的情報は、この

中に織り込ませていただくように検討させていただきたいと思います。 

○原田委員長 ちなみに区役所の条例というのは、データベースか何かアクセスはできるのですか。

そういう意味では、その根拠条項というのですか、この条例上はこうなのだということ

を書くだけでも、区のホームページで恐らく、そういうアクセスができるような状態に

しておけばいいのかなという気がいたします。他にはいかがでしょうか。１番議論が実

はしにくいところが、この必要性なのですけども、私はいつも、なかったらどう困るか、

というのが１番大事なところなのかなという気がいたしますが、そういうことを必要性

というのでしょう。では、また後でお気づきになりましたら、またここの点振り返って

くださって全然構いませんので、続いてまいりますけれども、機能の有効性、これはし

ばしばその事業評価と言われる際に１番重視される項目でもあります。実際にその指標

がなければだめだし、その指標で評価するに当たってのデータ収集がそもそも行われて

いるかどうか、等々についてもしばしば議論がされるところです。私が、ざっと見てい

て、もうひとつその意図が理解できなかったのは、この対象者のところですけど、対象

者は区財源を投入するに適切かというのは、有効性なのですか。余計な人まで、余計と
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いうのはよくないですけど、余計な人までのために、区の財源を投入しているというよ

うにもみえるのですが。 

○事務局 必要性のところにも若干からむのかもしれませんけれども、必要性自体は区民の方に

ご提供するということは必要なものだということだと思うのですね。ただその対象者と

して広く門戸を開いて、例えば区外の方が、うちの中央図書館などは、区外の方半分だ

ということを聞きますけれども、区外の方にいらしていただいて、そこの部分について

当然税金が投入されていると。それによって、政策実現ないし、区にとって何らかのメ

リットがあるといいますか還元されるものがあるということであれば、それなりの裏づ

けというのはできるのかもしれませんが、そこについて、あんまりこう深く考えてなく

て、たまたま開いているから来ていただくとか、来ていただいているところのたまたま

半分が区外なのですよみたいなことであれば、少し弱いのかなというような印象を受け

たものですから、当然その受益者が、区外の方であるということでそれも実際の料金体

系もそのままだとしたら、何らかそこの説明責任はあるのかなという意味でちょっと加

えさせて頂いた次第です。 

○原田委員長 わかります。そういう意味では、私は効率性のところにもかかわるのかなと思うので

すが、実際にその特定の施設が存在して、特定の施設が一定の効果を発揮している。効

果を発揮するに当たって、たまたま区外の方々、在学の、例えば立教の学生とか、ここ

の豊島区に勤めていらっしゃる方がその施設を利用すると、その利用した結果、区民へ

のサービスが妨げにならなければ、それでよかろうというのが、そのサービスがスピル

オーバーしたときの１番考えないといけないことなのかなと。実際に図書館あたりとい

うのは微妙な話になってきますけれども、そういったことが一応遵守されていれば、一

応その考慮するファクターではないとも考えることはできるのかなと。例えば、バラン

スとして区外の人が半分超えたらどうだということについては、区内の人たちに一定の

サービスが有効に届いていればそれでいいのではないかとも考えることができるかな

という気がいたします。なかなか難しい、便益がスピルオーバーする場合の論点ですけ

ども。 

○Ｇ委員 図書館はそもそも区民だけのものかということも。 

○原田委員長 そうですね。例えばですけれども、立教大学がちょうど今ぐらい、少し前はちょうど

学期末の試験だったのですけども、新座のキャンパスの図書館は、新座市民に開放して

いるのですけど、そのときだけは、お越しにならないでください、入れませんよという

ことで、サービスの受益する側の順位を、自所的に決めているということがあって、多

分そこであれば一応はなんというか、わっと利用するときに、問題ないだろうというこ

とで、たぶんあとは使いたいときに使って、学生向けにもなる、市民的にもなるしとい

うことはあるのかなって気がするのですけど、施設利用についても、ほかの例えば貸館

あたりは、かなりそういったところもあるかなと。その貸館でお金がまわるのであれば

プラスだよねというところも、今度はプラスの面としてあるのかなという気がしますけ

どね。これは有効性なのかというと、たぶん効率性なのではないかと、要するに区民だ

けでは、その施設の維持管理コストを出せないので、区外の人に利用してもらうことに

よって、費用を捻出するということなのかなという気もするのですけど。 

○事務局 委員長のおっしゃるとおりだと思うのですけども、事務局で想定したのは、区外の方

が利用することのメリットというのもきっとあるのだろうなと思って、これが政策実現
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に何らかの貢献をしている、やはり豊島区の魅力というものを高めることによって、そ

の方がその施設を利用して、区の中でも色々な活動をしていただくと、飲食なんかもそ

うなのでしょうし、観光なんかもそうなのでしょうけれども、そのような形になれば、

豊島区としても、いわゆるシティセールスという意味でも、プラスになってそれが政策

実現に貢献して有効性というというのが発揮できるのかなと。そこの部分で想定をして

いました。当然、効率性というところも必要性というところも、関連することだと理解

しております。 

○原田委員長 他の方々いかがでしょう。なにかこの項目について、こういった項目はどういう意味

なのだろうか、あるいはこういった項目は要らない、あるいは必要なのではないか。 

○Ｅ委員 ミクロのものが多いという指摘が最初あったので、そのせいかもしれませんが、先ほ

どから何回か出ている区民の福祉増進にかかわる有効性というのがこれまで一切出て

こないのですが、なかなか難しいのもわかるのですけれども、大事なことなのではない

かという気はしたのですが、いかがでしょうか。 

○原田委員長 どうでしょう。難しい問題ですが。 

○事務局 かなり不特定多数の方に幅広く利用いただく施設という意味で、目的としては、今か

ら考えれば抽象的だというような印象も受けますけれども、特定の目的を持っているわ

けではなくて、どなたでも目的もそれほど限定しないでも使えますよというところに、

区民センターや区民集会室だと思うのですけれども、メリットがある。その中で色々な

活動をされていると思うのです。文化活動をされているでしょうし、生涯学習の活動も

しているでしょうし、地域コミュニティの活動も、そういう意味で広くそれが、区民の

福祉の向上につながるというような期待のもとで、その施設が運営されてきたと。ただ

実際の中身はどうなのかというところもございますし、区民集会室のたしか評価の中で

は、追跡調査して実際そこを使うことによって、どのように変わってきたのかというと

ころも、やはり説明はまだ少し不十分だったのかなと思っております。ですので、目的

自体は、そういう考え方もあるのかなと思うのですけれども、なかなか抽象的なだけに、

後で評価や検証をする上では、効果というところの部分がなかなかこう結びついていか

ない、なにか理由をつければ、福祉の向上につながるのですよといっても、どういう福

祉の増進なのかというところが少し見えづらい目的なのかなと思っています。非常に難

しい問題だと理解しております。 

○Ｇ委員 今のＥ委員のご意見は、最終的に福祉の増進というのが、いってみれば、地方自治法

上も公の施設の目的なわけで、では、どういう福祉に貢献しているのだというところを

もう少しこう突き詰めていく必要があるのではないかというご意見でしょうか。 

○Ｅ委員 例えば、理想はこれがあることによって極端な話、病院に行く老人の数が少し少ない

傾向はあるのですよとか、そういうのがもし見えてくるのであれば、すごく面白いなと

は思っているのですけど。難しいのはわかっていて申し上げているのですけどね。そう

いう発想もあってもいいような気がするので。 

○原田委員長 私もそう思いますね。そういう意味でもう少し具体的に、福祉の中身をつかまえてみ

るということかなという、例えばこの施設があることによってどんな具体的な効果が発

現したのだ。みんなの為になっているということ以上の、もう少し捉まえられる、いや

それはそうではないでしょう、こうでしょうというような具体的な議論ができるレベル

で、この施設の効果をつかまえていくということなのかなと。あるからいいのですとか、
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みんな利用しているからいいのですよとかではなくて、どう変わったのということなの

かなと、具体的なインパクトというのを捉まえてみるということなのかなという気がし

ますね。 

○Ｃ委員 いまの福祉の増進という話なのですけど、条例上あるいは法令上とか、そういうレベ

ルでの表現というのは、これは福祉の増進ということになるのですけど、個々の施設だ

とかソフト的なサービスもみんなそうでしょうけども、基本計画とは、見方を変えれば、

区民の福祉を増進させるための達成すべき課題が体系化されているわけですね。その課

題の解決手段として、ひとつのパターンが施設という解決手段がぶら下がっているよ

と、ここを評価しようとしたときに、目的の評価上の要するに具体性というものが正し

く認識されていないと成果認識というのはできないし、把握もできないでしょうし、こ

ういうロジックになるのではないかなと思うのですけれども。 

○原田委員長 そうですね。そういう意味では何といいますか、測定するための指標が設けられるた

めには、ある程度目的が特定されてないといけないということになるのかなっていう気

がいたします。たぶん、これは国レベルの施策評価の幾つかのチェックリストの中にも

出てくるところかな。政策目的の特定ということでしょうか。 

○Ｂ委員 今のお話に共通していることがあるなと思いまして、それはやはり対象者の話をされ

ているように感じました。この対象者は区財源を投入するに適切かというのは、委員長

の話もあったとおり、有効性のところではないという気がします。ある対象に対して資

源を投入してというところは、アウトプットのレベルになるので、やはり、アウトカム

のところで話すのは違うのだろうなと。では、どこにもってくるのだろうとなるわけで

すけれども、そこは、妥当性でも、設置目的との整合性でもなく、効率性のところでも

なさそうに思うし、そこはっきりしません。あと政策目的をブレイクダウンしてもっと

具体的にするということを意識するというのは、今、ご指摘があったと思うのですけど

も、色々なやり方があると思いますけど、ひとつあるのは、今言ったように、政策上の

対象者がいて、そこに資源を投入するので、その対象者が、この施設を設置したことに

よって何が変わりうるのかということを考えてみる、そういう置き方をすれば、例えば、

対象者は、この施設の設置によって何が変わるのか、そうすると有効性のようになるの

で、今お話になったのはその対象者という意味では非常に共通していると思いました。 

○原田委員長 なかなか位置づけが難しいので、もう一度事務局で、これ自体の対象者というものを

捉まえていくということ自体は、多分異論はないところでしょうけど、これをどの三つ

の視点に整理するのかというのは、もう１回お考えいただければと思います。では、ざ

っと１回眺めてみて、また振り返っていただければと思いますが、今度は効率性につい

てです。このあたりは、基本的に費用対効果であるとか、外部にアウトソーシングでき

るかとか、あるいは、リジッドに対応し過ぎてないかとか、大体出尽くしてはいるのか

なという気がするのですが、実際によくいう費用対効果の効果をやはり、きちんと捉ま

えてない、また捉まえるのもそもそも難しいということもあるのかなという気はしてい

ます。いかがでございましょう。 

○Ａ委員 これもここに入れていいのかどうかわからないのですが、評価の中で区民への皆さん

に周知ＰＲを図るべきであるというのが数多く出てきたので、この入れるとしたら管理

運営主体のところの関与を求めているかのところに、適切なＰＲとか広報に努めている

かというようなことも入れておいたほうがいいのかなと拝見していて思いました。 
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〇原田委員長 どうでしょう。 

〇事務局 ご指摘ごもっともです。加えさせていただければと思います。 

〇原田委員長 たぶん、その参画や関与の前提として、ＰＲなのかどうかわかりませんが、その実際

にあなた方の問題なのですよと、利用者の問題なのですという情報が先方にいくという

ことですね。そういうことですね。ありがとうございます。他にはいかがでしょうかね。

私、今回やってみて 1番難しかったなと思ったのは、さっきからその有効性のところと

もかかわるのですけど、色々な各種公共施設を利用する潜在的な対象者というのでしょ

うか、非常にしぼられている場合と、そうでない場合と、それと、単一の目的でつくら

れている場合、そうでない場合みたいなものを想定すると、どういう場合に適切な料金

をとったらいいのかということが、非常に悩ましいなと思いました。例えば、子育てサ

ービス関係は、子どもを持ってない、あるいは、持つことがこれからもたぶんないと、

自分で思っている方等々については、我々は利用しないからということになるのかもし

れませんけど、潜在的にはあなたは結婚する可能性があるかどうか、あるいは結婚しな

くても子どもを得る可能性というのは、人間であれば常にあるのですよということで、

一定の区としてそのサービスを維持するために、税金を投入するということが、恐らく

ありうるのだろうなと思うのです。そういう意味では、例えば人権センター、女性であ

れ男性であれセクシャルマジョリティーであれ、常にマイノリティになる可能性がある

のであれば、当然、税金を投入すべきだということにはなるのだろうと思うのですけど、

実際にそのサービスを受給するに当たって、あなただけというのは実際に具体的なサー

ビスとして受けているときに、どう考えたらいいのかなと、潜在的な時はいいのですけ

ども、実際にサービスを受給し始めたときに、一体どういったレベルであれば効率的な

のかというのは非常に私としては、悩ましいなと思ったことがあります。どうでしょう

か。Ｃ委員、長い実務経験から、どのようにこれを考えたらいいのか、適正な料金設定

ですね。 

〇Ｃ委員 それは、実はここに受益者負担は適切かという表現があるのですが、先ほどこの大き

な項目、原田委員長から要するに納税者の視点なのだと大きく言えばそういうことなの

だということで、そこを正しく誤解のないように読んでもらう必要があると思うのです

ね。実際に職員時代の自分の感覚からいうと、たまたま私が勤めていたところがそうだ

ったのかもしれないけど、受益者負担の議論になるときに、受益者の視点からしか議論

されていないことが圧倒的に多いのですよ。つまり高くしてもいいかどうか、値上げし

てもいいかどうかという議論ですね。受益者負担が適正かどうかは、その施設を使わな

い人から見て妥当な税金投入がされているかどうかというのが表裏一体で重要なこと

で、そこをまったく無視されて議論されると、安ければ安いほうがいい、できればただ

がいいよねという一方通行になってしまうので、受益者負担が適切かというのはもちろ

ん必要なのですが、ここを正しく理解してもらえるよう、例えば、納税者の視点からと

か、その施設を使わない人から見ても適切な受益者負担になっているかとか、何らか工

夫をしたほうが正しく伝わるのかなと思います。 

〇原田委員長 その受益者でない、納税者側の利用しない側の負担が適切なのか、これは、どう考え

たらいいのでしょうね。非常に難しい、しかし必要な論点かと思うのですよ。 

○Ｃ委員  もう少し丁寧にお話しますけど、当然のことながら、公共施設を、単純に維持管理経

費を利用者で割ってしまったら、それは、べらぼうな金額になってしまうわけなのです
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ね。だから当然、その施設をつくるというところで政策経費として投入がされていて、

さらにそれでも、投入されている分、これは自治体によって、地域性によって、全然違

うと思うのですね。例えば、先ほど例に出ました図書館であれば、図書館の機能そのも

のだって、地方の山間部の小さな町とか村の状況と都市部とでは、一般的な娯楽の書物

そのものも、地方では、なかなか山間部では入らないよということになれば、そこが図

書館の役割に含まれてくるでしょうし、一方、都市部でそこまで必要なのかっていう、

そういう議論になっていくのだろうと思うのですね。地域性をよくよく考えないといけ

ないかなと。そういう意味では先ほどの話に戻りますが、当然行政として区として負担

する部分はあったとしても、やはり、それでは高過ぎるからさらに減額するために、投

入しているという領域があるのだろうなと、私は想像するのですね。少なくとも要する

に全経費から、受益者負担分を除いた残りのところで、妥当な部分と、政策的に減額し

ている部分と。どうもうまく話せないので、少し例を変えますけれども、自分が実際に

担当している時に、使った実例なのですけれども、保育料の改定のときに、保育料全体

の園児１人当たりの経費から受益者負担を平均で抜くと当時、せいぜい１割ぐらいなも

のなのですね。１割ぐらいで、もうひとつの目安は国基準の保育料の設定というのもあ

りますね。これが果たしてとり得るのかと言ったときに、それは高過ぎるよねとなった

ときに、自治体として減額しているわけですよね。ここが要するに住民に納税者に納得

してもらえなければいけない部分なのだから、受益者負担の改定のときに、少なくとも

国の一定の基準よりも低くしている部分についての情報は、公表した上で議論すべきだ

ろうと、こういう話なのですよね。そのようにはっきり出るものもあれば、そうではな

いものもあるけれども性格としては、やはりそういうものが含まれているのではないの

かと、そこを意識することが重要なのではないかということですね。 

○原田委員長 ありがとうございます。非常に実務のご経験をなさった方のご発言だなと思いました

が、この議論をずっとしていって、チェックリストみたいな形にしていくと、来年度以

降この公共施設の運営のこのペーパーを見たその主管課の担当者は、これを全部クリア

しないといけないと恐らく無理むり考えるでしょう。適切かと言われたら適切と絶対に

書いてくるはずです。ですから、そういうのは非常になんというか生産的な議論ではな

いので、何といいますか、これを満たすことということよりは、プロセス試行というの

でしょうか、これをきちっとこういう場で、一体これ適切なのといった時に、ディスカ

ッションをする契機として使ってもらうことのほうがより重要なのかなと思うわけで

す。そういう意味では、この視点というものを出してベストアンサーを来年度以降求め

ているというよりは、各主管課の職員、これで十分悩んでくださいということがあれば、

良いというわけではないけれども、ベーシックな部分で区民からすると許容されるのか

なと。あれこれ議論していくと、今、Ｃ委員がおっしゃったその保育料のように何かよ

って立つべき基準がある場合はともかく、そうでない場合はどうしたらいいのって話に

必ずなって、なかなかこうにっちもさっちも行かなくなるのかなという気がしていま

す。そういう意味ではこの視点あるいは、チェックリストというものを主管課、あるい

はその住民の側からしてどのようにこれを使っていくのかと、出来ていないではないか

というための、なんといいますか、白黒リストというよりは、区民と色々な場面で議論

していく際のひとつのキャッチボールの情報として使う必要があるのではないか、この

書類というものを位置づけるべきなのかなという気が、最終的には私自身してくるわけ
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です。すべて全部これ主管課で書かせると絶対適切であると、出せという話になって、

いやこれは適切だというしか言えませんという話に、恐らくそこはなるのではないかな

という気がいたしますが。 

○Ｇ委員 委員の皆さんのご意見というのは、主管課で常に考えておいていただきたいそういう

重要なファクターをお示していただけるのが、１番いいのかなと思うのですね。ですか

ら今、Ｃ委員の発言の中にあったように、この受益者負担との関係でいえば要するに利

用しない納税者から見て、この料金になっていることを十分説明できるのかどうかと。

そういったことも十分勘案してくださいという指摘があれば、それはそれで、所管課は

いつもそういったことを意識する契機になる。これ非常に大きな、すごく良い提言だと

思うのですね。ぜひそのようなことでやっていただければ、そんなに混乱することはな

いのかなと思います。 

○原田委員長 そういう意味では、この文章の取り扱い方法といいますか、そういう位置づけが、区

民の側も、そして主管課もわかっていれば良いのかなと、日ごろの日常の健康診断に使

っていただくような、そういうペーパーになるのかなという気がしています。どうでし

ょうか。 

〇事務局 すみません。私の説明が不十分で大変申し訳ございません。実は、本日このご用意し

た視点というのは、この資料の中につけ加えて所管やそれから区民の方に、こういうと

ころに配慮できているかどうかを見ていただくと、それはそれで非常に大切なことなの

かなと思っていますし、常々申し上げている部分なのですけれども、実は本日ご用意し

たのは、そのような取り扱いではなくて委員の皆様から提言を頂戴したいと思っており

ます。その提言をいただくに当たって、全く白紙のままで色々ディスカッションいただ

いてもどうなのかと思いまして、それでご用意したものです。本日も幾つか、そのよう

な貴重なご提言いただいたのかなとは思っておりますけれども、これをそのまま、何か

付け加えるというようなことではなくて、むしろ、この中で、委員の皆様で取り上げて

いただいて、何かこう区に対しての、今回二年公共施設の運営というテーマで行った上

で、やはり、ここがこれからの豊島区の公共施設のあり方を考える上でのやはり、必ず

忘れてはいけないこととか、注意しなければいけないこと、課題とか、そのような形で

まとめられればいいなと思っているところです。私の説明が不十分で大変申し訳ござい

ません。 

〇原田委員長 この１番最後の４２ページの各委員による総括意見・提言みたいなところを事務局と

しては、ということですか。 

○事務局 ４２ページの下のところの記載をたたき台としてしまったので、身勝手といいます

か、大変失礼なお話なのですけれども、事務局で想定していたのが、なかなか短時間の

中でこの公共施設の運営のあり方のディスカッションいただいて、それをひとつにまと

めるというのは、なかなか難しいのかなと思っておりまして、それでできうれば、忙し

いところ大変恐縮ですけれども、それぞれの委員さんから２年間公共施設についてご評

価いただいた経験、またこれまでさまざま行政について、考えていただいている専門家

のお立場から、それぞれの委員さんとしての提言というような形で頂戴できるとありが

たいなと勝手に思っているところでして、ワンペーパー１枚ずつぐらいと思っていると

ころなのですけれども、もし、そこについて少しご協議いただければありがたいなと思

っております。大変申し訳ございません。勝手なお話ですみません。 
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○原田委員長 ８００字とか１０００字くらいでなにか最大それぐらいで思うところがあれば書い

ていただく、最大それぐらいかなという感じですが。Ａ委員やＢ委員は、普段こういう

仕事をなさっておられるので。Ａ委員は大変筆の速い人なので良いのですが、おふた方

はどうですか。少しこれ厳しいなということであれば正直おっしゃっていただければ。

あるいは今日発言した内容で活字にしてほしいということであればそれでも構わない

と思うのですけれども。どうですか。 

○Ｅ委員 後日でよろしければ大丈夫です。 

○原田委員長 なるほど。Ｃ委員も。 

○Ｃ委員 はい。 

○原田委員長 わかりました。 

○Ｂ委員 理由は筆が早いとか遅いとか関係なくて、評価の内容はこれなので、どの評価にも特

に個人的な想いが入っているわけではないので、なんと申し上げたらいいのか、要する

にバイアスがないつもりで頑張ってやっているので、あまり個人の意見は書きたくない

というのが正直なところです。すみません。すごく厳密なことで申し訳ありません。 

○原田委員長 どうぞ。 

〇Ｇ委員 Ｂ委員はそのようにおっしゃるのですけど、これまでの議論の中でＢ委員から、例え

ば評価のやり方としてどうなのかとか、そういう疑問点も随分いただいたかと思うので

す。これも本当に豊島区にとっては、非常にありがたかったなと思いますので、本当に

そのような批判的なご意見といいますか、あるいは、ここのところはどうなのという疑

問を呈するとか、そういうことでも結構なのかなと思っているのですけれども。そんな

に重く考えなくてもいいのですが。 

〇原田委員長 では、どうでしょう。せっかく今日ディスカッションした議論もありますので、この

視点についてはぜひとも、どこかで総括意見として、こういったものを中心に議論した

という事は載せていただいて、プラスアルファしゃべり足りない、あるいは横ぐしを刺

してもう少しこういうのがあれば、何かペーパーでお出しいただくということでどうで

しょうか。私も今すぐ書けといわれたら、後ろの学生に書かして添削しようとも思いま

すけれども、なかなか、今すぐにということはありませんけど、もう少し時間をいただ

いて、もう一回ぱらぱら眺めてもらって、最大８００字とか１，０００字くらいで、思

うところがあれば、書いていただくということでどうでしょう。 

〇事務局 それか、それぞれの委員さんに幾つかエッセンスを頂いて、それを組み合わせておつ

くりすると。なかなか、ゴーストライターみたいなのをこの部分で事務局がやっていい

のかという。今ゴーストライターもいろいろ問題になっておりますので。 

〇原田委員長 最終的には出された意見を総括するのか、個別のものにするのか、どっちがいいので

すかね。委員長の責任でまとめてしまってもいいかなという気がしますけども、その素

材を一旦提供していただくということでもいいかなという気がしますが。 

○事務局 では、改めてなんらかの文書を書いて、それをそのまま載せるということではなく、

もしご希望でしたらそれもありかなと思うのですけれども、エッセンスを頂戴するよう

なものを改めてお送りさせていただくということにさせていただきます。 

〇Ａ委員 今、Ｇ委員がおっしゃったように、もう少し広い視点でもいいのですかね。総括とい

うことになってしまうと、自分は２５年度だけですし、その評価方法に対するサジェッ
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ションとか全体像の中での提言でもよろしいでしょうか 

〇事務局 ありがとうございます。結構でございます。 

〇Ｇ委員 二年間やっていただいて、Ａ委員は１年間でしたけれども、この施設のさっき言った

目的との関係がよくわからないとか、どうも不明であるとか、これから豊島区が、公共

施設の運営を評価していくときに本当に先生方の今までやってくださったことという

のを、何らかの形で意見として、各所管課の中でも、十分踏まえていってもらいたいと

事務局としてはそのような願いもあって、お忙しいところを無理なお願いをしていると

いうことだけはご理解いただいて、その対象は何も具体的な施設ではなくても、評価方

法ですとか、その評価する上での基準としてあいまいな点があったとか、そういうご指

摘でも構わないと思いますので、その点は幅広くお願いしたいと思います。 

〇Ｃ委員 逆の確認になるのですけど、どうも私はやはり、実務の面からこう考えるので、例え

ば、この政策評価の今回のこの仕組みを組織の中で活用していくのにどういうことに気

をつけなければいけない、あるいはどのように望まなければいけないかとか、逆にどち

らかというとミクロな視点のものを書きそうな気がするのですけどそれでも構わない

ですか。 

○Ｇ委員 お願いします。 

〇原田委員長 ありです。大きなところでのご意見でも、その細かなところでも、そういう意味では、

個別の意見がこのように委員からあったということで列挙するということなのかもし

れません。これは１回出てからということにいたしましょうかね。では、大変申し訳あ

りませんが、自分でできない自信がありつつ、ここで申し上げるのもあれですが、適切

なタイミングで設定していただいて、特に、私には催促をいただいて、一定の時期まで

に書くと。８００字程度ぐらいで書くというぐらいでいかがでしょうかね。もっと短く

ても構わないと。 

〇事務局 大変ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇原田委員長 では、一応ざっと今の論点を三つの視点でお話をいたしましたけども、こうした視点

に限らず横ぐしを刺すような形での議論を、何らかのメッセージを頂戴すると、評価か

らは、そういう意味では狭い意味の評価から外れてもやや構わないかなという気がして

いますので。 

〇事務局 次回３月２０日、後ほどまた改めてご案内させて頂きますけれども、予定しておりま

して、今のところの予定ですと、お忙しいところ大変恐縮なのですけれども１カ月、３

月の１４日位にもしお願いできればありがたいなと思っております。 

〇原田委員長 催促だけしてくだされば行動はいたしますので。ではまた改めてそのご案内を差し上

げることにいたします。また、この点落ちているよということがあれば、先ほどの議論

に含めて、ぜひ視点として追加をしていただく、そういうようなコメントをいただける

と幸いであります。それでは、１時間程度議論いたしました。今後の予定について２つ

ほどございますので、事務局から。 

・３ 今後の予定について 

〇事務局 本日はさまざまなご議論頂いて、貴重なご意見を本日もいただきましてありがとうご

ざいます。まずは、次回の予定ですけれども、ただ今申し上げましたとおり３月の２０

日の木曜日、午後２時を予定しております。また、年度末の非常にお忙しい中でお集ま
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りいただくことを非常に心苦しく思っておりますけれども、どうぞよろしくお願いいた

します。また、今ご意見を改めて頂戴するということにつきましては、委員長からも申

し上げましたけども改めて私どものほうからご案内をさせていただければと思います。

それからもう１点、３月２０日、次回は最終の評価書のまとめ、本日もほとんどご覧い

ただいてご理解いただいたところだと思いますけれども、執筆頂いた内容等をもとに、

総括意見というところを改めてまとめさせていただいて、そこの部分をお諮りするとい

う形で予定をしております。さらに、来年度の政策評価委員会の予定につきましても、

次回触れさせていただければ思います。本日は、その前ふりというところで企画課長か

らどのようなことを考えているかというところで、少しお話させていただければと思い

ます。 

○原田委員長 現時点でのということですよね。 

〇企画課長 はい。改めまして、企画課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。本日

の資料の４４ページをご覧いただきますと、政策評価委員会の設置要綱がございます。

ちょうど良い資料がございますので、この２年間先生方には、所掌事項の第２条という

のがございますけれども、（１）と（２）の行政評価の実施方法あるいは、結果に関す

ることといったことでご議論をいただいてまいりました。私のほうでお願いしたい中身

というのは、（３）以降でございまして、特に（３）の基本計画の進捗状況に関するこ

とと、それから、実施計画、それから政策提言ということでございますけれども、いよ

いよ、そういった後半の部分についてもお願いをしたいと思っております。実は、この

豊島区の基本計画というものがございますけれども、これは、お持ちの先生方もおられ

るかと思いますが、平成２７年度までが計画期間の計画でございます。もうすぐこれは

終わってしまうと、次の平成２８年度以降の基本計画をつくっていくという作業に来年

度から順次入っていこうと思っております。そのひとつといたしまして、ぜひ先生方の

サジェッションいただきながら、この基本計画の１０年を振りかえると申しますか、特

にこの後期ということでございまして、２０１１年から２０１５年まで後半の５年間の

計画の中身につきまして進捗管理と申しますか、進捗状況をご報告させていただきなが

ら、さまざまなご議論、それからサジェッションいただきたいと、先生方のご意見を踏

まえつつ参考にさせていただきながら、次期基本計画をより良い基本計画をつくってい

くという形で進めていきたいなと思っております。３月の会、今年度の最終回でござい

ますけども、３月の会ではこの基本計画の概要のおさらいをさせていただくと、それか

ら、この基本計画でお示しをしている指標は、今どうなっているかといったことにつき

ましては、このとしま政策データブックという資料ございますけれども、こちらに大き

な指標について掲載をしておりますので、豊島区の現状とそれから計画で目指している

レベルといったものを簡単にご報告させていただきたいと思っております。ちなみに基

本計画はこのような形で幾つかの柱がございます、今の計画は８本の柱がございますけ

れども、その中でさらに少し細分化をして、いくつかの政策というのをピックアップし

ております。その政策ごとの成果指標というのを設けておりまして、例えば、１番最初

の参加と協働の基盤づくりということがございますけれども、その中で、例えば協働事

業どの位やっている、あるいは地域区民ひろば利用者数はどのくらいなのかといったよ

うな指標を示しておりまして、それが今どうなっているのかということ、２０１３が最

新版ですけれども、としま政策データブックが追っかけきておりますので、そういった
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状況を３月にはご説明をさせていただきたいと思っております。それはいわばスタート

ラインということでございまして、４月以降形態等についてまた委員の皆さまとご相談

しながら決めたいと思いますけれども、実は、その個別の細かい事業を含めると３５０

の事業が基本計画に載っております、それを一個一個シラミつぶしのごとく追っかけて

いくというと非常に無味乾燥と申しますか大変な作業にもなると思っておりまして、そ

の辺をどううまくポイントを逃すことなく、効率よくできるかなというあたりは、皆さ

まとご相談しながら進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇原田委員長 はい。では、詳細につきましてはまた次回ということにいたしましょう。 

〇事務局 補足なのですけれども、各委員の皆さまの任期が、この３月までということになって

おりまして、２年間ということでしたけれども、ぜひまた次回も引き続きお願いしたい

と考えておりますので、また、その点についてもご相談させていただきたいと思います。

今、企画課長が申し上げましたとおり、来年度は主にこれまでの基本計画の振り返りと

いうことですので、この２年間行ってまいりました公開事業評価については一旦お休み

ということで予定をしておりますので、その点につきましても、どうぞお含みおきいた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

〇Ｂ委員 すみません。最後に質問なのけれども、この報告書で、委員による提言で、その後改

善しましたとか、改善が難しいとか、今後改善していくとか書いてあるのですけども、

今後改善していくというのは何年間フォローする予定なのですか。 

〇事務局 はい、その点につきましても今現在、実は今日も考えておりまして、２４年度の分を

２６年度まで追跡調査するかどうかというところも考えておりまして、そうすると５年

かかるものについては２９年度というところでずっとそれを追っていくというような

形、もちろん区としては、その部分について追っていく予定なのですけれども、このよ

うな対応状況報告という形で載せるか、また委員の皆さんにもその点についてご紹介す

るのかというところについては、これから改めて考えていきたいと思います。もし委員

の皆さまからこうするべきだというのがあればご意見頂ければと思います。 

〇Ｂ委員 基本計画の話が始まったのでちょうどいいかと思いまして、今後改善していくという

ところにつきましてもどのように関係しているのか、基本計画のところでお話頂ければ

と思います。 

〇原田委員長 はい、ありがとうございました。１番最初のなんというのでしょうか、１回評価した

ら、ああ済んだというように終わらせないように、その感覚をどこまで事業課が持って

くださっているかというのが１番大事なとこだと思います。はい、ありがとうございま

した。それでは、第７回の政策評価委員会をこれにて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） 次回までに各委員が総括意見を作成し、事務局へ提出する。 

（２） 次回日程は 3月 20日とし、事務局よりあらためて通知する。 
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【配布資料】 

「平成２５年度 豊島区政策評価委員会による事業評価報告書（案）」 


