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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１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 4月 30日（火） 10時 00分～12時 00分 

開催場所 議員協議会室（本庁舎４階） 

会議次第 議題 

１． 平成 25年度の政策評価委員会スケジュールについて 

(1) スケジュールについて 

(2) 平成 24年度評価対象施設「対応状況報告」について 

２． 平成 25年度の評価について 

(1) 対象施設について 

(2) 評価方法について 

(3) 施設データシートについて 

(4) 区民評価人について 

３． その他 

公開の 

可否 

会議 
■公開  □非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 

委員 

猪岐幸一（公認会計士）・大﨑映二（行政アドバイザー）・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・財政課長 

（欠席：行政経営課長） 
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審議経過 

○政策経営部

長 

みなさん、おはようございます。25年度の第一回目の政策評価委員会でございます。

私は政策経営部長の吉川でございます。私も委員でございますのでそちらの席にいな

ければならないのですが、事務局を務めております行政経営課長の田中が、本日は、

体調不良によりお休みをいただいておりますので、ピンチヒッターということで、今

回は私が、こちらの事務局を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。本日お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。改めまして感

謝申し上げます。開会に先立ちまして、委員に異動がございましたのでご紹介させて

いただきます。昨年まで委員を務めていただきました原田晃樹先生におかれまして

は、今年度より海外研修に行かれたため交代がございまして、新たに立教大学コミュ

ニティ福祉学部教授でいらっしゃいます、外山公美先生を委員としてお迎えすること

にいたしました。外山先生、恐縮ですが一言ご挨拶お願いいたします。 

○外山委員 おはようございます。原田准教授がイギリスに行かれておりまして、昨日メールを

ちょうだいいたしました。非常に有意義な生活を送っていられるようでございます。

実は、４月１日付けで、長らく勤務いたしました日本大学から、立教大学に転属して

まいりまして、何もわかりませんが、どうぞご指導いただきますようお願いいたしま

す。幸い、行政苦情救済オンブズマン制度を少し研究しておりますので、何かのお役

に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○政策経営部

長 

どうぞよろしくお願いいたします。私ども事務局にも４月の異動がありましたの

で、紹介させていただきます。企画課長の佐藤でございます。 

○企画課長 ４月に企画課長に着任いたしました佐藤でございます。 

○政策経営部

長 

次に財政課長の渡辺でございます。 

○財政課長 同じく財政課長に就任いたしました渡辺でございます。 

○政策経営部長 企画課長の佐藤でございますが、出張がございまして、途中で中座させていただき

ますのであらかじめご了承ください。主に行政経営課の係長が中心となりまして、事

務局を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、委員長、

本日の進行をよろしくお願いします。 

・１ 平成 25年度の政策評価委員会スケジュールについて 

○原田委員長 今年度もよろしくお願いいたします。豊島区の政策評価委員会は２年目ということ

でございます。今年度につきましては、昨年度の経験、特にこういうところをもう少

し工夫すればよかったというところをできる限り反映させながら、進めてまいりたい

と存じます。本日は議題が盛り沢山でございまして、一応予定として１２時迄に終わ

りたいと存じますが、少しテンポアップして進めてまいりたいと思っております。そ

れでは、議題をご覧ください。平成 25 年度の政策評価委員会のスケジュールについ

てでございます。これはこれからどう進めていくのかということと、昨年度、事業評

価を加えた対象施設について、報告書を上げてもらおうということについてでござい

ます。では事務局からご説明をお願いします。 

○事務局 それでは事務局から説明させていただきます。資料１の１でございます。今年度の

政策評価委員会スケジュール案でございます。事前に先生方のご予定として９月の第

５回までのご予定を入れさせていただいております。おおむね、今年度も、本日の第
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１回から第５回目までを公開事業評価として、議題は、昨年と同様、公共施設の運営

という案件について、ご承認いただいているところでございます。本日は主にやり方

や評価基準をどうするかという点でございます。第２回目、５月２１日には、対象施

設についての詳細なご説明をさせていただき、第３回の６月でございますが、これは

実際にその対象施設を見ていただく機会を設けたいと思っております。それから７月

でございますが、後ほどご説明いたしますが、昨年やりました施設についての評価に

基づき、現在どのような検討が進められているか、昨年の評価に基づいてフィードバ

ックをどのように所管部局としては考えているかということを調査いたしまして、こ

れについての報告をさせていただきたいと思っております。 

そして、９月８日の日曜日でございますが、公開の区民参加にもよります公開事業

評価をさせていただきたいと思っております。区民の参加委員についてはこれから公

募をしていく手続を進めさせていただきまして、９月に向けて準備を進めていきたい

と思っております。１０月、１１月でございますが、日程等については先生方にお諮

りをさせていただきますが、公開事業評価の最終的な総合評価をどうするかという、

最終報告に向けての議論をおおむね２回でしていただこうと思っております。報告書

をまとめ、これを公表していきたいと考えております。 

次に、１２月以降の第８回目以降ですが、できれば翌年の３月ぐらいまでですが、

事務局としては、現在豊島区は基本計画というものを持っております。それが平成２

７年度までの１０年計画なのですが、途中５年目で見直しをしております。平成２３

年から２７年までの後期の基本計画というのを、現在運用しているところでございま

すが、ちょうどこの２５年度が中間の地点になるものですから、そろそろこの基本計

画を振り返りといいますか、政策目的に向かって、どの程度進捗しているのかという

ことを、ぜひこの外部の評価委員の先生方にも見ていただいて、できればご提言など

をいただき、それを次の基本計画の中に生かしていきたいと、次の基本計画をもし立

てるとすれば、２６年度以降から実際に調査とかいろんな基礎データを集めたりしな

ければならないものですから、その前に外部評価委員の先生方のご意見なども踏まえ

て、今現在基本計画はどのように進捗しているのかということをこの場で評価をして

いただければと、そのようなことも、第８回以降を考えているところでございます。

おおかた年間スケジュールの、これはあくまで事務局の案でございますが、ご紹介さ

せていただきました。 

○原田委員長 では、後半の状況報告書については後ほどということにいたしまして、まずはこの

スケジュールでございますが、スケジュールを含めて、大前提からお話しいたします

と、昨年度は、事業評価をこの委員会で実施をする際、区民の方に馴染み深い公共施

設という観点から評価をしていったらどうかということで、大体１０施設ほどだった

と思いますけれども、事業評価の対象施設を一定の基準に基づいて選定をいたしまし

た。その後に現地調査を皆様方とご一緒し、その後、丸一日かけて公開の事業評価を

した。その評価を踏まえて、最終的なこの委員会としての報告書を取りまとめたとい

うことでございます。昨年度末に、今年度の評価委員会の対象をどうするかというこ

とについて少し議論いたしましたけれども、継続的に公共施設は区民に一番興味をも

ってもらいやすいものをつくるという形で公共施設という観点から評価をしたらど

うか、対象を抽出したらどうか、他方で、前回は、C 委員に半分程度委員長をお願い
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し、私が半分を預かるという形で二つのチームに分かれて評価をしたということもご

ざいますが、それぞれが、それぞれの審議プロセスというものを公開の場で、なかな

か理解できなかったということで、今年度は件数を絞り込んで、このメンバーでとな

ると、各部局にはちょっと大変かなと、これだけのメンバーから少なくとも一人一つ

の意見をおっしゃるでしょうから、昨年より厳しい議論が出てくるかもしれませんけ

ども、共通の対象の施設について評価をしようということといたしました。そのスケ

ジュールがこの４月以降でございます。日程については大体４月から８月ぐらいまで

は大体これで大丈夫だということですね。 

○事務局 はい。 

○原田委員長 では６回目、７回目の委員会は、その評価が出てみないと何とも言えないというと

ころではありますけれども、まずはこれぐらいの回数で、１２月まで進めてまいりた

いということでございます。それでは、大体これで進めさせていただきます。では、

続いて昨年度評価をした１０施設について、きちんと対応しているのか確認しましょ

うと、何をいつまでにどうするということを、書いてもらいましょうというのが次の

資料です。では、ご説明をお願いします。 

○事務局 資料１の２でございます。平成２４年度に政策評価委員会で評価対象とした１０の

施設につきまして、その後の対応状況がどうなっているのか、また、いろいろと提言

をいただいた部分について、それらを反映して、今どのように、運営しようとしてい

るのかという、いわゆる振り返りをきちんとやったうえで、皆様方にご報告をしてい

きたいと思っております。これは所管課に対します調査表でございますけれども、そ

れぞれ最終報告書の中に出されております提言ごとに、今、改善が進んでいるか、改

善済みなのか、いつまでにどのように改善していく予定なのか、改善できていないと

すればどのような事情によるものなのか、ということをおおむね１、２ページぐらい

のシートをもって所管課に回答していただきまして、昨年の評価をどのように考えて

いるか、またそれを見たうえで先生方のご意見などもいただければと考えておりま

す。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。私から報告書についてお尋ねいたしますけれども、

恐らく私の想像ですけれど、この評価がなされてから議会が何度かあった。少なくと

も、年度末に議会があったはずですけれども、そこでやはり政策評価についてやりと

りはございましたか。 

○事務局 議会には結果をお渡してありますので、それに関する質問は幾つかございました。 

○原田委員長 では、区議会での議論というものも、是非、あわせて、ご紹介をいただけるとあり

がたいと思います。また、実際にその状況報告書を書いてもらうにあたり、私たちは、

昨年度、対象をチョイスするところまでは一定の基準で抽出をして、評価に臨んだわ

けですけれども、途中で後ほど議論いたしますけれども、評価の基準について、やや

不統一な形で議論を進めてまいりましたところもありますので、実際に評価された側

がこの評価制度についてどう思うかということも一方的にこちらばかり、君たちはど

う考えているのかということだけではなくて、こういう点について云々というような

ところも少し聞いて差し上げるのもいいかなと思いますのであわせて、ご配慮いただ

ければと思います。 
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○事務局 承知しました。その二点について、議会での議論と所管課の感想といいますか、こ

ういう評価を経て、どのように思っているのかを、ちょっと補足させていただきます。

議会での議論なのですが、私の記憶ですが、もう一度振り返って全般の調査してみま

すけれども、どちらかというと議会での議論は、公開による政策評価委員会について

の議論が多かったように記憶しております。なかには具体的な施設のこともちょっと

あったかもしれませんけれども。そもそも、前から外部評価というのをなぜやらない

のだという議会での議論がありまして、それでこのような政策評価委員会を設置させ

ていただいた訳でございます。初めて去年やったということで、いろいろとこのやり

方はどうだったのか、どういうことをやったのか、公開事業評価を傍聴された議員さ

んもいらっしゃったので、その先生からいろいろご意見があったというところでござ

います。そういった意見も踏まえて、まとめさせていただきたいと思います。 

○原田委員長 はい。ありがとうございます。プロセスといいますか、こういった委員会を作って

こういった対象施設をチョイスして、そしていろんな問題点を浮き彫りにしていくと

いうプロセス自体についてやりとりがあったようでございます。委員の方々、他に何

か報告書についてございますか。もしもお気づきの点等ございましたら、７月の報告

まで時間がございますので、事務局までお伝えをいただきたいと思います。それでは、

今日の本題でございます。一番大事なところは、今年度も評価をしていく施設、五つ

程度と申し上げましたけれども対象施設を実際にチョイスするということと、先ほど

申し上げましたが、評価の基準をもう少しあらかじめ明示した上で評価対象の評価に

つなげていきたいという意味で、その評価基準、評価の方法を少し明確にしたいとい

うことでございます。では、少し時間をとりましてまず（１）の対象施設からご説明

いただきましょうか。 

・２ 平成 25年度の評価について 

○事務局 それでは資料１の３をお出しいただきたいと存じます。今年度の評価対象施設の選

定用に整理した表でございます。昨年実施しました１０の施設は既に除いてございま

す。まず、横軸でございますけれども、その対象施設の利用者の面で、右に行けば行

くほど、これは不特定多数の人を対象とした施設であり、左側に行きますと利用する

人が、特定の、例えば障害者であるとかそういった方に特定されてくる施設であると

いう分類でございます。上下でございますけれども、昨年区民アンケートをやりまし

た結果、アンケート順位として、高かったものが上でございます。低かったものが、

下の方でございます。区民の認識の度合いということで、区民からのそういう声が多

かった順に並べたのが縦軸でございます。 

まず、右の上の方の部分を見ていただきますと、主に、特定の誰でもが自由に利用

できるところとしては、公衆便所とか児童遊園・仮児童遊園、また区民の森、それか

ら不特定の人が目的に応じて利用する施設としては、区民集会室であるとか、地域文

化創造館。これはちょっと名称が堅苦しいですけれども、区民の文化活動を支えるた

めの、施設ということでございます。それから斎場ですね。それから公会堂、生活産

業プラザなどがございます。 

その下の部分でございますけれども、区民の認知度がやや低かったものとして、区

民センター、それから郷土資料館。これは区民に対して、郷土の文化や歴史、文化財

とかそういったものを公開している資料館でございます。それから雑司が谷旧宣教師
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館。これはいわゆる見学する施設でございますけれども、区の文化財であると共に都

の指定文化財にもなっております。多くの区民が訪れる洋館として現存しているもの

でございます。それから熊谷守一美術館、これは熊谷守一さんの娘さんが運営してい

た美術館を資料等の散逸を防ぐため、区に寄贈されまして、今は区立の美術館となっ

ているものでございます。 

それから今度は左側の上でございます。要件を満たす不特定の人が利用するものと

して子ども家庭支援センター。これは子どもの成長に関するいろいろな相談、虐待の

防止ですとかそういったことに取り組む施設です。それから児童館。それから特定さ

れるものとして子どもスキップ。これは児童館から子どもスキップと名称を変更して

いる施設です。子どもスキップというのはどちらかというと小学校単位でできている

子どもための施設ございます。すなわち子どもの放課後対策でして、現在、多くの子

どもスキップは学校内に併設されて、運営されているものでございます。 

左の下でございますが、特定されている施設であるけれども、区民の認知度がどち

らかというと低いというところで、男女平等推進センター。男女平等参画社会を形成

するための普及啓発を行うセンターでございます。それから中高生センターというの

は、先ほど子どもスキップがどちらかというと小学生を対象とした施設であるという

ことに対して、中高生が集まれる、何か文化活動するという施設がなかなかない。と

いうところで中高生センターというものを区内２カ所、東西に設けているといったと

ころでございます。それから、さらに左側に行きますと心身障害者福祉ホーム、セン

ター、福祉作業所、生活実習所、これらは障害者のための社会復帰訓練等を行う施設。

そして従前居住者住宅というのは、非常に特殊でございまして、再開発が行われたと

きに、再開発区域から出て行かざるを得なくなった人たちを住まわせる住宅として特

殊な住宅があるということでございます。これはそんなに数はございません。このよ

うな区分になっているところでございます。こういった中から、どのようなカテゴリ

ーで、五つぐらいの施設を選び出すかということについて、できれば本日、決めてい

ただければと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。本日の重要議題の一つは、この評価対象の施設を

決めていくということでございます。昨年度、どのように決めたのかということは先

ほど事務局からお話も少しございましたけれども、基本的には、この資料１の３の１

番左側にアンケート順位というのがございますけれども、このアンケートを区民の方

になさった。どういう施設について評価してほしいのかということをお尋ねしたとこ

ろ、その順番が出てきたということでございます。そういう意味では、デモクラシー

という観点から、何をチョイスするべきなのかということは、区民の方々のご意向に

沿うべきだということがひとつ言えるのかなという気がしております。まずは住民の

方々になぜこの対象施設を選択したのですかという説明責任を果たす、また各部局に

おかれても、どうしてうちの部局の公共施設ばかり選ばれるのだということがないよ

うに、こういう観点で選んだのですよということをこの委員会としてもきちんと、基

準を示せるような形で選定をしてまいりたいということでございます。 

そのための一つの基準というのは、デモクラシーといいますかアンケートの基準

で、前回もそうでしたけれども、少なくともやはり五つのうち三つぐらいは、住民の

意向を踏まえて選んだのですよというためには半分以上はないとだめかなという気
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がしています。そういった意味ではアンケートの順位の高いほうから、少なくとも私

は三つほど選んだらどうかと思っています。これが私のチョイスするにあたっての、

考え方の一つ目であります。 

二つ目は昨年度も同様でございましたけれども、どうしても住民の方々からする

と、知っている施設ばかりチョイスしてしまうということもありますので、バランス

を欠いているとすれば、それを考えていく必要があるだろうということで、今回は二

つの軸の実際に利用する人は特定されているかいないかということも含めて、表をお

示ししております。この表の中のバランスというものも考える必要があるだろうとい

うことが二つ目であります。 

三つ目でありますが、私が直感的に思いますのは、例えば公衆便所というのはなか

なか評価しづらい。施設は山ほどあって、その公衆便所を評価するという場合でも、

一体どの公衆便所、どの公衆便所を評価するのか、特定の公衆便所を評価する必要が

あるのかどうかも含めてでありますけども、一体何を対象としてというような、その

評価単位のグルーピングがしづらいものと、例えば美術館のように単一の美術館であ

れば、この施設について評価をするというようなところは明確であります。そうした

評価対象としてグルーピングして評価をするにあたって、なかなか評価のまな板に乗

せやすいものと乗せにくいものがあるのではないか。昨年度で申しますと、区民住宅

というのは、ひとつの例だったと思いますけれども、区民の方々からすると、特定の

区民住宅を想定しながら、いろんなご意見が出てくるわけですけども、区内にはたく

さんの区民住宅がある。そうした場合に、総体として評価がしやすいものもあるでし

ょうし、やっぱりしづらいなというものもあるでしょう。そうしたところも考える必

要があるのかなというのが、私が考える基準であります。これは私の考えでございま

すのでそうしたところを含めて、皆様方はどのように思われるのか、ご議論を２０分

程度、いただければと思います。いかがでございましょうか。 

目安のために、私がこの表を見ながら、お話してしまいますと、例えば、この第１、

第２、第３、第４象限からひとつずつ出す。そして、アンケートの順位の１から５位

ぐらいの中から、少なくとも三つぐらい選ぶ必要があるのかなというふうにも思って

おります。施設の名前からしてよくわからんというところもあるでしょうから、何か

ご質問等ありますでしょうか。 

○E委員 右下に消化率という記載があるのですが、これは単なる結果であって、委員会とし

て今回、この消化率を意識する必要があるのかどうかということは決めていただく方

がよいかと思うのですが。 

○原田委員長 特段ここを意識しなければならないということはないと思いますので、ここにこだ

わらずに進めていただければと思います。平和・人権から必ず入れないとといけない、

防災を入れないといけないとなってしまいますので、そこは参考程度にとご理解くだ

さい。他はいかがでしょうか。なかなか多数決は取りづらいところなのですが、少し

だけ、議論の目安のために申し上げますと、私個人のバイアスもかかっておりますが、

このあたりからやってはどうかなというのは、先ほど申し上げましたが、アンケート

の順位の五つ目ぐらいの中からやはり三つぐらいは選びたいなということで、第１順

位の公衆便所ですが、昨年度もちらっとやりづらいという意見がでたように思うので

すがいかがですか。 
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○C委員 公衆便所だけ取り上げて、１カ所、議論したところでどうなのだということもある

し、全体の中で、数百箇所、数千カ所もしかしたらあるかもしれないところを、全体

として議論できるのかどうかというと、さほど深い議論にはなっていかないのかなと

思います。 

○原田委員長 ちなみにどれぐらいあるのですか。数的には、数百ぐらいありますか。数は後ほど

で結構です。私が、これは扱いづらいかなと仮に考えるといたしますと、上から、こ

の公衆便所除いた三つほど、区民集会室、子ども家庭支援センター、地域文化創造館

この三つぐらいは、選んでみてはどうかと思います。これも昨年度、Ｂ班といいます

か、私が入っていなかった班の方なのですけれど、地域文化創造館の話もちらっと出

たような記憶もありますが、ご記憶ではないでしょうか。 

○C委員 なかったようにも思いますが、あまり明確には記憶していません。 

○事務局 まず公衆便所の数ですが、公園内の公衆便所は全部、この条例からは外しておりま

して、それを含めると１００幾つになるのですが、独立した公衆便所は７か所という

ことでございます。それから、前回の議論の中で区民ひろばをいろいろ議論されてい

る中で、他の自治体の委員の方々の意見の中で、実際に見に行かれて、あるいは説明

を聞いて、利用者の利用形態を聞いた上で、いわゆる公民館とか集会室とどう違うの

ですかといった意見が出ていて、区民ひろばとしての特徴がまだまだ出ていないとい

う、そういう評価になったということでございます。 

○原田委員長 わかりました。私もぼんやりとしか記憶がなくなってしまっていますが、例えば、

そういうことであれば、その下の斎場を選んではどうかなと。例えばですけれども、

類似するものを評価しても仕方がないとすれば、区民集会室、子ども家庭支援センタ

ー、斎場をこのアンケートの順位に沿って抽出してはどうかなと思います。そしてあ

とはバランスを考えるとなりますと、第三象限、第四象限から一つずつ、これは好み

でありますけれども、例えば、先ほど消化率のバランスを考えなくていいのですよね

と言われたのですが、仮にそこから見ると、男女平等推進センター、そして第四象限

は全部Ｄなので、何を選ぶか迷いますが、例えば郷土資料館あたりはどうかなと、個

人的に見てみたいという関心でございますけれども、ざっと私なりにこのあたりでど

うかなということを申し上げました。全くこだわるつもりはございませんが、区民集

会室、子ども家庭支援センター、斎場、男女平等推進センター、郷土資料館というこ

とで、第一象限から第四象限までを一応全てチョイスし、かつ、アンケートの順位か

らいうと上から２番目、３番目、５番目を選んだと。１番目の公衆便所はやりづらい、

地域文化創造館は、前回と比較的、類似した施設と言い切って構いませんか。言い切

ることは難しいとしても似ているということですね。ほかにこのあたりは世の中から

すると問題ではないかという施設も例えばありそうです。例えば１１番の生活産業プ

ラザ、これは昨年度でいうと勤労福祉会館と似ているように思いますね。同じような

ものかなとかですね。あとは児童館、中高生センターも、少し議論があったように記

憶しております。逆に福祉関係は全く議論の俎上にも上ってなかったような記憶もご

ざいます。何かこれをやったらどうかというのがございましたご意見をお願いしま

す。 

○A委員 ここに挙げている施設で老朽化が著しいといった物理的な問題を抱えている施設

はあるのでしょうか。 
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○事務局 まず早晩建て替える計画が今まさになされている部分としては公会堂。大規模改修

としては、生活産業プラザ。区民センターも大規模改修の時期にきております。あと

は、それぞれ数の非常に多い児童館や子どもスキップは随時、改修をやっております。

ですから、建て替えということになりますと公会堂くらいでしょうか。大規模改修が

生活産業プラザ、区民センター。宣教師館は文化財ですので、定期的に文化財として

の補修維持管理は務めているところでございます。 

○A委員 もう既に区の方針として、建て替えが決まっているよということであれば、それは

それでいいと思うのですが、早晩これから更新してまでさらに続けるのかどうかとい

う議論に入っていくようなものが、もしこの中にあるのであれば、それを議論してお

くというのも有意義かなと思って質問させていただきました。 

○事務局 そういった意味では、公会堂もまさに検討中でございまして、決めつつあるといっ

たところで、これから大規模改修をしなければならないといった俎上に上がっている

のが生活産業プラザ、区民センター。それから郷土資料館は建て替えてリニューアル

するということが、今、方向としては決まっています。 

○原田委員長 わかりました。なかなか難しいところですね。生活産業プラザというのは先ほど申

し上げました勤労福祉会館と類似した問題がありそうな予感はしますけれども、公会

堂というのは、今度できる新庁舎に移るということはありますか。それが想定されて

いるとするとなかなか議論しづらい気もします。 

○事務局 新庁舎の方ではないのですが、現庁舎地の再開発の中に組み込んでいくということ

で考えております。 

○原田委員長 それでは、時間的にもう少しかかるということですね。 

○事務局 これも２７年度にということですから、今年度中に、ある程度具体的にしていく話

です。庁舎が移ってから改築をしていきますので、それ以降ですから、２８年から３

０年ぐらいという時期になろうかと思います。 

○原田委員長 そのあたりは、いずれなくなるであろうという施設を評価するのはやっぱり難しい

ですかね。実際にその改修を控えていてどうするか決まっていないと。手つかずとい

う訳ではないにしてもこのまま放っておくと継続しちゃうよねという話があるので

あれば、それを取り上げるというのもあるのかなという気がしております。他にはい

かがでしょうか。何か気になると、公共施設については前回も少し議論がありました

ので、取り上げていくということは意味があるのかなと思いますが、この辺が気にな

るということがもしあれば。 

○B委員 もう少し説明いただきたいのが、児童館が子どもスキップに移行する方向へという

ことですけれども、これはカテゴリーだと、不特定の人と特定の人となっていますが、

少し対象を変えるという理解でいいですか。 

○事務局 児童館というのはいわゆる中高生まで全部含んだ子どもの施設というとらえ方で

おりました。それに対し、子どもスキップは、小学校区単位をもって、できる限り小

学校に併設をしていくということですので、小学生、いわゆる学童に特化されるよう

な施設になりつつあるということです。それで、早晩、区内には２３校の小学校があ

るのですけれども、それぞれにひとつずつ、スキップ化していこうという計画がござ

います。そうしますと、中高生の居場所が問題となってくるので、中高生センターと

いうのをまた別途、作っていこうということで、これは区内２カ所、現在あります。 
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○原田委員長 児童とくくってしまうと本当は児童ではないのですけれども、児童も生徒もという

のではなく、いろいろカテゴリー別に、より細かく対応していくということに、基づ

いて作ってらっしゃるということですね。 

○A委員 アンケートも一つの指標になってよろしいと思うのですが、もうひとつ、もしあれ

ばなのですが、多分右行けば右に行くほど、不特定になればなるほど多いと思うので

すが、区政相談とか区民相談で特に相談が多い施設みたいなものがあれば、それで区

民のニーズにあう評価ができないのかなという気がするのですが、その辺はいかがで

しょうか。資料があればで結構ですが。 

○原田委員長 苦情が多かったり、ニーズが多かったりというようなことも、一つのニーズの指標

になるのではないかというご意見ですね。 

○事務局 区民相談をまとまってやっていますけれども、具体的にこの施設をどうこうという

ことではなく、利用者からの反応は施設の窓口で受けておりますので、利用者の評価

のようなことは各施設でとっておりますので、なかなか区民相談というまとまった中

で、あの施設をどうこうということは出にくいのかなというようには感じておりま

す。 

○D委員 今の質問に少し関係するのですが、公衆便所というのは窓口で特に何か苦情とか何

かあったりするのでしょうか。 

○事務局 汚れているとか、いつも汚いとか、清掃が行き届いてないとか、壊れちゃっている

とか、そういう苦情は各所管課の方にはあるようです。 

○原田委員長 ありがとうございました。いかがでございましょうか。少し公共施設の話をいただ

いたところもありますので、先ほど私は区民集会室、第一象限では斎場があってもい

いのかなと話しましたが、例えば生活産業プラザをやってみるというのもひとつの手

かなという気がいたします。なんとなく攻め方としてわかっている気もしているの

で。ややこちらとしてはと考えなくもないですけれども、実際にその区全体として議

論をしておくべき施設の一つなのかもしれないと思うようになりました。どうでしょ

う。例えば区民集会室、生活産業プラザ、そして、先ほど子ども家庭支援センターと

男女平等推進センターと申し上げました。もう一つはどうでしょうか。区民センター

にするか、郷土資料館にするか、宣教師館、美術館。関心があるところでも結構です

が。 

○D委員 話を戻すようで恐縮なのですが、ちょっと確認させていただきたいのですが、昨年

度のアンケートを持ってこなかったので、申し訳ないのですけれども、確か１番から

７番までを昨年やったと思うのですけれども、１０番くらいから下になると１票差な

どで順番が出ていたような、具体的な票数にあまり差がなかったように記憶している

のですが、その辺をもう少し事実関係を教えていただけないでしょうか。 

○事務局 昨年は、第１順位から第３２番まで区民のアンケートで並んでいる中で、１０施設

を選ぶうち、まず１番から７番までは、区民の声が多かったものを選ばせていただき

ました。おおむねこの第７順位ぐらいまでで、３０票以上の票を持っていて、中間的

なところから二つの施設ということで目白庭園と勤労福祉会館、これは確かに今おっ

しゃるように、１７番目と２３番目でございますけれども、そんなに票数は３票ぐら

いの差しかなかったというところで中間的な票、この辺は、本当に１９票から１２票

ぐらいの差で、ずらっと並んでいたというところから２施設選び、１番最後に一番印
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象の少なかった４票しかなかった舞台芸術交流センター、あうるすぽっとを最後に選

んだ。昨年はそういったところで１０施設選んだということでございます。 

○原田委員長 あまり関心がないところを選んだということですね。確か、あうるすぽっとはそう

いう記憶がありますけれども。それを踏まえたうえで、これはどうだというのがもし

ございましたらお話しください。 

○D委員 そうすると、票数で上から選ぶと言っても８番目から１２、３番目くらいの中から

三つ選ぶということになるので、具体的な票数をもう一度教えいただけないでしょう

か。 

○事務局 公衆便所が２８票、次の区民集会室が２６票、子ども家庭支援センターが２４票、

地域文化創造館が２２票、斎場が２０票、児童遊園・仮児童遊園が２０票、公会堂・

ホールが２０票、区民の森が１９票、児童館が１８票、子どもスキップが１７票、生

活産業プラザが１６票、区民センターも１６票、それから心身障害者福祉ホーム１４

票、心身障害者福祉センター１３票、男女平等推進センター１３票、それから福祉作

業所・生活実習所が１２票、郷土資料館１１票、中高生センター１０票、従前居住者

住居が９票、宣教師館が８票、熊谷守一美術館が５票でございます。 

○D委員 はい、ありがとうございます。 

○原田委員長 確かに、前回取ってしまったので、今回はそういう意味では、ある程度、住民の意

向を踏まえていればそんなに大きな変化がないとも言えるのかなという気もしてお

ります。いかがでしょうか。もう一度繰り返しますと、私が申し上げたのは、区民集

会室、子ども家庭支援センター、そして先ほどの議論を踏まえて生活産業プラザ、男

女平等推進センター、私は当初、郷土資料館、個人的に関心がありますのでここはど

うかなと思ったということですが、どうでしょうか。この五つぐらいで、これはなか

なかやりづらいということがあれば、別でありますけれども。いかがでございましょ

うか。郷土資料館はどこに移るとおっしゃいましたか。 

○事務局 今は勤労福祉会館の上にある施設ですが、今度は西部複合施設という、要町の元の

平和小学校という学校の跡地へ複合化して、地域の図書館も、地域文化創造館も、区

民事務所も一緒になって、改めて博物館的な機能を持って、そこにできます。今、建

設が始まります。 

○原田委員長 そうなりますと、やはり先ほど申し上げましたように、これから移るという施設を

評価するというのは難しいところが出てきますかね。そういう意味では、先ほど、建

て替えの話も、区民センター以下、美術館までＤということもありますので、バラン

スを考えるとすればここからどれを選んでもいいということでいうと、区民センター

ということですが区民センターは複数あるのでしたよね。先ほどの話だと、建て替え

も近いということでしたか。 

○事務局 区民センターはひとつだけです。老朽化しており、早晩大規模改修か建て替えをし

なければならない施設です。 

○原田委員長 では、郷土資料館は移転も想定されているということですので、区民センターでい

きますか。やはり先ほど生活産業プラザもそうですが、この区民センターも建て替え

となると、これまでずっと豊島区が財政的にかなり抑制してきた中で、また、このよ

うなものを建てるのかという議論になると大きな議論になる可能性もあるかもしれ

ませんのでこのあたりをチョイスするということにいたしましょうか。 
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では、もう１回確認をいたします。最初のアンケートに沿って、基本的にチョイス

する。バランスを考え、さらに扱いづらいものは排除するという方針で、区民集会室、

子ども家庭支援センター、そして生活産業プラザ、区民センター、それと男女平等推

進センター、この五つでまいりたいと思いますがよろしゅうございますか。これで進

めてまいりましょう。 

では、もうひとつ重要な議案がございます。その次のページ、１の４でございます

が、仮にこの五つの施設を評価するとした場合、どういう評価基準で臨むのかという

ことでございます。先ほど申しましたように昨年度やや後づけでこういう基準もあっ

ていいのではないかというところもあったように記憶しておりますので、今回は、昨

年度用いた基準を踏襲するとともに、評価の項目、ポイントを記述していただいたと、

実際にこのように最終的な評価を加えていったらどうかということを考えいただい

たということでございます。 

○事務局 それでは資料１の４でございます。公開事業評価の評価基準の案でございます。こ

れは昨年の最終的な評価のまとめのときの反省に基づいて事務局が試案という形で

つくったものでございます。ベースとしては昨年の評価する段階で、いろいろそのと

きの評価は妥当なのかどうなのか、そのための根拠はどこにあるのかという、先生方

からいろいろご議論があったものですから、あらかじめこれから評価するにあたっ

て、おおよその客観的な評価基準というものを定めておかれたほうがよろしいのかな

という反省に立って、このような試案を作ってみたところでございます。 

まず右側に視点というのがございますけれども、これは最終的に昨年の１０施設の

評価を取りまとめた視点と同様、三つの視点に基づいております。まず１番目が妥当

性・必要性ということでございます。ここに３点ございまして、施設の設置目的との

整合性に適った運営がなされているかどうかという点、次に設置目的の妥当性でござ

いますけれども、社会情勢の変化等により、目的や意義が失われていないか、それか

ら民間施設による代替可能性ということで、いわゆる区が主体的に設置維持すべき施

設なのかどうかと、これらが妥当性・必要性という視点でございます。 

次に有効性でございます。適切な指標設定ということで、その設置目的を達成する

ための合理的かつ十分な指標が設けられているか、目的と乖離した指標となっていな

いかどうかという視点、それからいわゆる成果ですね。指標達成度を設定した指標は

きちんと達成されているかどうか、利用率や利用者満足で共に高い水準を維持してい

るかどうか、利用者の視点、こういったもので有効性を判断しようとする。 

３点目が効率性でございます。まず、コストとの関係で成果達成度に対して適切な

コストに抑えられているかどうか、無駄が多くないかどうか。それから管理運営主体

として外部化が進められているかどうか、外部化の余地があるのかないのかという視

点。それから改善の可能性として、随時、効率性を高めていく工夫や柔軟な体制がと

られているのかどうか、裏返せば硬直的な運営になっていないか、これらの妥当性・

有効性・効率性の３点の視点でもって、それぞれＡＢＣという三つの評価をしていた

だくところは点数として右側にございますように、Ａが３点、Ｂが２点、Ｃが１点で

数値化をしようとするものでございます。 

視点ごとの平均値が１．８以下であればＣ、２．６以上であればＡ、それ以外はＢ

というような、全員の平均を出します。確定したその視点別の評価で１個でもＣがあ
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れば、これはもうＣと決めていこう、それからＡが二つ以上あれば、Ａと決めていこ

う。それ以外はＢという形で、おおよその基準というのを定めておくということでご

ざいます。参考として下に具体例がありますけれども、仮に５人評価委員がいたとき

に、ＡＢＢＣＣという評価であれば平均して１．８点ということになります。また、

ＡＡＡＢＢということになりますと平均２．６点ということになりますので、おおむ

ねこのような評価の以下以上でもってＡかＣかというものを判断していこうと、こう

いう数値化した指標をあらかじめ、絶対ではございませんけれども、設けて、これか

らの評価に臨んで、最終的な報告をまとめる段階ではいろいろ先生方のご議論をして

いただくようなものとして考えているところでございます。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。視点のところの妥当性あるいは必要性・有効性・

効率性というのは、先ほどご説明がございまして、昨年度のものと同等同様なのです

が、もう少しブレークダウンした項目やポイントについては今回初めてこのように記

載していただいているわけであります。特にこの辺りは B委員からご意見を頂戴した

ところでもございます。いかがでしょうか。ご専門の立場からして、こういう点がも

う少しこのようにすればいいのではないかといったところや、まずこの点数のことは

さておき、この評価の項目だとかポイントだとか、こういうところが落ちているとか、

これはこの表現がいいというのがもしありましたら、思いつくところから伺えればと

思います。 

○B委員 綺麗にまとめていただいて、事務局の方、大変だったのではないかと思います。特

段はないのですけれども、項目については、前回と余りにも違いがありすぎると困り

ますので、最終的には総合評価を参考にするということにしてありますが、あまり断

絶があってもいけませんから、その点について、ぱっと見た限りではそれほど断絶は

なく、明確化をしたというような理解でいるのですが、まずはそこを確認させていた

だけますか。 

○事務局 事務局としては、そのような意図に努めたところでございます。去年いろいろご議

論ありましたけれども、最終的な評価とほぼ同じような形になるように考えておりま

す。 

○B委員 最後の出口のところも、例えば出口というのは、Ｃが１つ以上でＣ、Ａが２つ以上

でＡ、それ以外はＢというのも、昨年の結果と完全に整合性があると見ています。今

回、よく議論をしなければならないのが、出口の一歩前のところになるかと思います。

そこでひとつお伺いしたいのですが、視点ごとの平均値が１．８以下でＣとしている

のは、どのような根拠でなったのかお伺いしたいと思います。 

○事務局 なかなかこのあたりが非常に難しくて、客観性が保てるかどうか、妥当性が保てる

かというところはあるのですけれども、１番下の参考例でお示しましたように、ＡＢ

Ｃがそれぞれ５人の委員の方で意見が別れたとき、ＡＢＢＣＣというようなＣが多い

ような評価になったときには１．８という数値が出てくる。ですからこれ以下になる

とＣ評価になるというところから１．８というものを導き出したと、逆に意見の分か

れる中でＡがでるのはどういう場面かということになると、５人ぐらいいる中で、だ

いたい３人の方がＡをつけ、点数化した場合に２．６ということになる。１．８以下

であればＣで、２．６以上ということであれば、大方の方がＡをつけているという、

これは一種の擬制みたいなものなのですけれども、そのように見做しましょうという
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ところから導き出したということでございます。あまりこう明確な根拠といいます

か、そういうことよりもむしろ数値化をして、そういったことで客観化できるのかな

と考えたところです。 

○原田委員長 私ども、本日はご説明なさっていらっしゃる吉川部長を含めて８名。実際に昨年度

は、外部の委員を２人ほど、それぞれチームに入れて５人ずつで評価をしたというこ

ともございました。そういう意味では、仮に昨年度、区側のお二方は入ってらっしゃ

らないですよね。もし仮にそれぞれ１名ずつまた外部からお呼びするとなった場合に

は合計で八名ということになりましょうか。そのあたりはどうでしょうか。この数字

が妥当なのか考えるにあたって、ちょっと伺いたいのですが。 

○事務局 外部から今年は呼ばない予定です。 

○原田委員長 そうしますと、区の側だということでお二人がお出にならないとすると、今年は６

名ということになりますか。６名ということなりますと、５名を６名にしてもいいの

かなという気がしますけれども、どうでしょうか。６名にして、Ｃが三つついたらＣ

と、そしてＡが三つついたらＡというような扱いでもいいのかなという気もしており

ますが、いかがでしょうか。 

○事務局 ５名と想定したのは、委員の皆さん６名で評価していただくのですけれども、委員

長は一応除いたというような想定のようでございます。最終的な裁定みたいな形にな

るのかなということです。 

○原田委員長 わかりました。資料を拝見していて、なぜ５名なのかなということがちょっと気に

はなっていたのですが少し合点が言ったような気がいたします。この点数自体は一つ

の目安みたいなものかなと思いますし、１回やってみて、また、絶対にこうだとする

というよりはこれを基準としていったらどうかなと、１．８以下でＣという表現にす

るか、それとも、Ｃが大体２人ぐらい要るとこれぐらいになるということを意味して

いると捉えるかだろうと思いますけれども、どうですか。 

○B委員 ここについては去年の実績がないので、今後の検討になるかと思いますけれども、

一点だけ。自ら厳しい基準を設定されたということに感銘を受けています。と言いま

すのは、ＡＢＢＣＣでこれはＣだという高い志なのですけれども、例えばＡが全くな

く、ＢＢＢＣＣだとすると平均１．６点になるのです。そうすると、すごく単純な考

え方ですけれども、１．６という数字も一つの基準になるのではないかと思います。 

○原田委員長 仮置きというぐらいでいいのかなという気がしておりますけれどもいかがですか。 

○事務局 はい。事務局もそのように考えております。いろいろとご意見が出てくると思いま

すし、それを客観的な数値で表わすというのはなかなか難しいと思います。ただ、先

ほど厳しめの設定というご意見をいただきましたが、やはり悪い評価というのは今後

につなげていくという意味では、中間的なＢとなるよりはＣという形になったほうが

いいのかなという思いもしております。 

○原田委員長 それが先ほど意見の出た厳しめというところですね。それでは、これぐらいの基準

を目安に実際にまた評価をしてみて考えると。出し合ってみて、どんと開いてみてど

うだと考えるということにいたしましょう。 

○E委員 設置目的から多少外れてきていても、例えば利用者のニーズに応じ、それなりに対

応して一定の利用者のニーズについては十分満たしているという場合には、この基準

ですとなかなか拾い上げにくいかなという気がしているのですが。それはそれでいい
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のだと思いますが。そういうことでしょうか。 

○原田委員長 妥当性の一番上のところに関わってまいりますし、対象として五つの施設をチョイ

スいたしましたけれども、恐らくいずれ同じような議論がありうるのかなと思います

が、いかがでしょうか。 

○事務局 去年もありましたけれども、私の記憶ですと勤労福祉会館が、そもそも設置目的は

どうだったのか、それにかなった利用をされているのか、どうも違うよねという評価

だったと思います。それなりに区民は利用されているのですが、勤労福祉会館という

ものを今後も存続していくかということに関しては非常に有意義な議論がなされた

ものと理解しております。また一方では区民ひろばというものも、所管課長は頑張っ

てこれからの区民ひろばの理想はこうだと言っていましたけれども、果たして実態は

どうなのかというような、やっぱりそういうご意見もありましたので、それはそれで

非常にいいと思っております。まず、設置目的はどうだったのか。それに対して現在

はどのように利用されているのか、そこに乖離があるのかないのか、その辺のところ

はぜひ皆さん方の視点に期待しているところでございます。 

○E委員 有効性のところでも設置目的・達成度という言葉が出てきているのですが、有効性

のところでも低い評価にしてしまってよいという理解でよろしいのでしょうか。 

○事務局 当然の帰結という形ですね、もし違うような利用形態に変わっているというのであ

れば、そちらのほうの評価を得て、そちらの方もどうなのかなという両方を見ていく

のがよいのかなという気もするのですけれども、その辺のところも、当然議論の対象

にはなると思っております。 

○原田委員長 設置目的そのものを条例にあたってどういう目的で設置されていて、それがずれて

きたのであればどうするのかということをまず確認するのでしょうし、どっちか決め

なさいよと言われるとこれはもう条例に立ち戻るしかないかなと、これは極論ですけ

ども、思いますけどね。その場合に設置目的がずれているが、実際にその稼働率が高

いからいいのだと言ってはいけないというように、１００％言ってはいけないという

ところから、この場での議論はやはり有効になるような気もいたしますので、どちら

かというとそういう判断にせざるを得ないかなという気がいたします。たまたま先

週、学生とお酒を飲んでいまして、前回取り上げた勤労福祉会館で週３回、学生の音

楽サークルの練習をしていると聞きました。私はそのときに、お酒を飲みながら素面

に返ったところもありますので、どちらかへ触れるという点でいうと、やはり設置目

的に返るのかなという気が私はしています。それ以外、区民に対して説明をしようが

ないという気がしています。 

○C委員 行政内部の考え方から整理をしようとすると、やはり設置目的と全く実態がかけ離

れているのであれば、委員長がおっしゃったように、条例そのものを一旦廃止して、

現状に合うような、また別の施設として改めて仕切り直しをするという筋になると思

います。実際に利用形態が違っていると管理運営費も場合によっては予算上の款自体

が変わることも起こりうるので、それが利用されているからいいよという議論に流さ

れるのではなく、仮に、一つの施設を利用するときにそういう課題が出てきたときに、

明らかにしておくという意議はやっぱり大きいのかなと思います。 

○原田委員長 いいじゃないかという議論もありますでしょうし、設置目的どおりに運用されてい

るのだけれども、全然稼働率が低いという施設と比べてどうなのかと言われたら、腕
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組みはいたしますが、そのあたりも含めて私は何となくそんなイメージを持っており

ます。 

では、まず評価の基準については、先に評価基準を作るとなると実際の評価基準で

やれるのかという心配が昨年度はございましたけれども、一度同じような公共施設に

ついて、評価をしている訳でもありますし、今回は、昨年度と全く違うという評価項

目ポイントでもないと、昨年度の経験を踏まえてこうやって文書化したのだ、記述し

たのだということで進めてまいりたいと思います。それでもなお、やはりやりづらい

ということがもしございましたら、最終的に先ほどのスケジュールの６回目、７回目

あたりでまた来年度以降の課題として積み重ねてまいりたいと思います。はい、あり

がとうございました。一応この点数のところも含めて、目安ということで、最終的な

議論に委ねたいと思います。 

○C委員 先ほど、説明の中で出てきたのですが、５人の話なのですが、私は多数決でどうの

こうのという評価の会議ではないので委員長にもきちんと評価していただだくのが

よいと思います。 

○事務局 はい。あくまでこれは事務局としての参考例でございますので、拘束するものでは

ございませんし、評価の方法も先生方の中で最終的に決めていただければと思いま

す。その参考というぐらいの認識で結構だと思っております。 

○原田委員長 私だけ楽をする訳にはいかないだろうなと心の中で思っておりました。委員長とし

て責任を持って評価してまいりたいと思います。ありがとうございます。それでは、

（３）の施設データシートと区民評価についてご説明をいただくことにいたします。

お願いいたします。 

○事務局 それでは資料１の５でございますけれども、五つの施設が決まりましたので、これ

から、その所管課に対し施設の調査をしたいと思っています。一応このような案で調

査票を考えておりますけれども、このような調査項目でよろしいかどうかということ

をご判断いただきたいと思い、出したものでございます。具体的な説明につきまして

は事務局から説明させていただきます。 

○事務局 それでは、資料１の５をご覧いただきたいと思います。６ページ、７ページがそのシ

ートになります。昨年度もご用意させていただきましたが、各施設の共通のシートと

してご用意したいと思っております。施設の特性に応じて、こういう資料がないのか

とか、そういったものはこの先お伺いして、ご用意する予定でおります。あくまで共

通部分としてのシートとしてご覧いただければと思います。 

昨年度ご用意したものと変えた部分が、まず設置目的の下に、「上位政策・上位施

策」という部分をご用意しました。どういったものに関連するのかということをここ

で表せればと思います。またその下の「施設の歴史」。設置の段階からのいろいろな

経緯をここで少し、スペースが限られますけども、ご紹介できればと思っております。

それと、「利用者数、率の推移」と「主な達成指標」という部分ですけれども、昨年

度のものは過去３年間のものしかお載せしておりませんでしたが、過去５年間をお載

せできればと思っております。主な変更では以上でございます。不足部分等ございま

したら、おっしゃっていただきたいと思います。 

○原田委員長 ありがとうございました。昨年度もいただきましたけれども、実際に現地といいま

すか、施設そのものを視察する際に大変助かったのが各施設のパンフレットでござい
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ました。もしございましたら、合わせて頂戴をしたいと思います。昨年度の様式とし

て、先ほど年度の話もございましたけれども、何か大きな変化はございますか。 

○事務局 ご説明したものだけです。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。この施設について、もう少しこういったデータが

ほしいということも出てくるでしょうから、その際に追加資料を所管課に尋ねるとい

う形にさせてください。よろしいでしょうか。ではもし何かありましたらまた事務局

にお伝えください。 

では続いて区民評価人についてでございます。これは昨年度の公開事業評価の際に

区民評価人を選んで評価をした。そして私どもも最終的な評価に当たりましては区民

評価人の意見を参考にしながら、評価結果をまとめていったという経緯がございま

す。今年度もこの区民評価人の方々を無作為抽出して選んで進めてまいりたいという

提案でございます。では説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは資料１の６でございます。昨年、施設を公開のもとで評価する中で、区民

の方々に単に傍聴席にいるだけではなく、無作為抽出で選ばれた方で希望する方の何

人か、最終的には３千何百人にアンケート調査を送った結果、区民評価人になってい

ただける方４０名しかいなかったということですが、その方々にも参加していただい

て、議論を聞いていただいて評価をしていただきました。今年も同様のスタイルを取

りたいと思っておりまして、これから区民の方に無作為抽出で、おおむね２，０００

名ぐらいを抽出いたしまして、大体２０名ぐらいの方を選びたいと思っております。 

昨年と少し変わったところは、昨年は無作為で、すべての年齢層から選んだのです

が、どうも３０代ぐらいの方からの参加が薄かったようですので、今年は３０代ぐら

いの層の方を少し多めに抽出してみたいと考えております。そして、今回はなんとか

２０名をその中から選んでいきたいと思っております。役割や待遇、事前準備につい

ては昨年と同様でございます。評価を行うけれども、議論には参加はしないで、ただ

数人の発言の機会は昨年設けていただきましたので、感想やそういったことを促す機

会は設けたいと思っております。あくまで委員は無報酬でございますけれども、図書

カードを記念品としてお配りしたい。それから事前準備として事前研修会で、こうい

う施設はこのようになっているという現状を説明する機会は設けたいと思っており

ますけれども、施設見学は行わないということで考えております。これが区民評価人

でございます。 

それから、昨年、先生方の中でゼミの学生さんが傍聴に来られておりました。大変

多くの学生さんに関心を持って外部評価を見ていただきました。学生さんがこういっ

た施設について、利害関係がないという立場として、何らかの評価人という形で参加

されるのも、いかがかと思いましてそのような案も考えていたところでございます。

区内大学の学生さんに、これまでのこういう議論を聞いていただいた上で、そこで評

価していただきますが、その評価結果をどの程度最終報告に反映するかどうかは、あ

くまでも先生方の評価ということにさせていただく。昨年の区民評価人のご意見を聞

いていますと、やはり、ご自身が利用者という立場からのご意見も相当あったように

も感じます。そういったところから離れた客観的な学生の立場からご意見をもらうの

も、一考かなと思って、このような提案をさせていただきました。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。区民評価人の抽出の方法につきましては、先ほど
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ございましたように世代のバランスを考える。実際にアンケートの対象としてバラン

スを考えるという事よりは、その場にお越しいただくその人数まで考えると、もう少

し３０代からの抽出を増やしたほうがいいのではないかと、今回は子どもに関するセ

ンターもございますので、できれば子育て世代にも参加をしてもらいたいというの

が、この原案でございます。 

私からひとつお願いなのですが、昨年度実際に区民評価人をお務めくださった方々

は、多分今年も関心があるのではないかなという気がいたしますので、委員をお願い

することはできないにしても少なくともご案内だけでも差し上げ上げたらどうかな

と思います。そういう意味ではこの評価委員会のサポーターになっていただきたいと

いいますか、区政全体に継続的に関心を持っていただく。そういう意味では、区民を

育むと言ったら失礼でありますけども、監視を継続していただくというのもいいのか

なと思っております。これが私からのお願いの１点目です。 

もう一つは、学生の評価人についてであります。学生自体にそんな能力があるのか

というのは大変自信がないところでございますが、昨年度も申しましたように、私自

身はこういったところで司会をする際に、いいかげんな司会をしない、まじめにちゃ

んと司会をする、区ことを考えながら、私ども立教大学は豊島区あっての立教大学で

ございますので、この豊島区に貢献するという意味でも、そういうことを学生にもき

ちんと伝えたいということもありまして、いつもゼミ生を連れていきたいなという話

をしておりました。昨年度の公開事業評価の際には区の職員の方々に大変お世話にな

りまして、今日も実は２人連れてきております。４年生でございます。こうした学生

が、これからもしかすると、区に職員として採用される可能性も期待をしながら見て

おるのでありますが、４年生のときからインターンシップのような形でこのように区

政に関わっていくというのも、区の中にある大学として、当然の責務ですし、学生と

しても大変勉強になると思いますので、やり方自体はここに立教の３名おりますので

少しお任せいただきたいと思いますし、またご相談を差し上げたいと思いますが、何

らかの形で、学生から見るとこうなのだよというところを情報として、提供していく。

それをどのように参考にするかというのは別問題でありますけども、お考えいただく

というのもいいのかなと思っております。いかがでございますか。 

まず区民評価人についてはよろしゅうございますか。３０代以下は区政に関心を持

ちましょうというのはこれも声を大にして言いたいなという気がしております。よろ

しいですね。それでは学生評価人については、お二方どんなご意見でしょう。 

○A委員 とてもいい制度だと思います。ありがとうございます。この場合、もちろん念頭に

あるのは立教大学だと思うのですが、どうでしょう。在学、在住。どちらでもいいこ

とにしますか、という点と、４年生がどうということではないのですが、大学生の後

に、大学院生を含むと明記すると若干こういうことを専攻している人も来てくれるか

なと思います。集め方は、委員長に一任することにして、どういうことをうたい文句

として、どのようにお考えなのか。先ほど、外部の視点ということになると在学に限

るのかなと、結果として住んでいてもいいのかなとあるいは在住で他の大学、区内以

外にも大学がいっぱいありますが、そういう方なら在住でもいいのかなというような

ところがもしあればお聞かせいただきたい。 

○事務局 なかなか区内にどれだけ学生さんがいて、どういう大学に通われているのかという
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ことを知る由がございませんので、どのような集め方をするのかということについて

は、事務局としては手続き的に困るのかなと思っております。せっかくこういう学識

経験者の方々に加わっていただいておりますので、そこのゼミ生を想定しておりまし

た。ただ、大学院生でも、もちろん、構わないと思います。できれば、こういう機会

を学生さん方にも経験していただいて、何がしかのことを、ご自身が公共経営をとら

れるかどうかは別にしても、一つのなにか参考に、行政はこういうふうになっている

のかということを知っていただくいい機会ではないかと思っております。また私ども

も、そういう立場の学生さんから見て、特に区内の大学に通われて勉強している方か

ら見て、どのように行政というのが見えるのか、そういったところも参考にさせてい

ただきたいと思っております。あとは集め方なのですが、あまり広げますと、大変な

ことになってしまいますので、手っ取り早く区内の大学でということを考えました。 

○B委員 政策評価委員会の趣旨が３つあるということが、去年の事業評価報告書に書かれて

おりまして、一つ目は評価の実効性、二つ目が区民意見の反映、三つ目が個別の事業

に留まらない総合的な評価というところだったかと思います。ここで区民意見の反映

というところであれば、原則に従うと、もし大学生を入れるとすれば、在学在住にな

ってしまうので、そこのところが少し気になったのがひとつ。もうひとつは、工夫と

して、大学生の意見ということで学生評価人という形で分けておやりになるか、区民

に参加させるというところを大きな目標というか目的として行っているので、そこと

の整合性が保たれるのか、学生にとってもとてもいい機会だと思いますのでいいので

すが、そことの関係をどう考えるのかというところを気にしています。 

○事務局 私ども事務局としては、今おっしゃられたとおり、区民から見てどう思うかという

ところはかなり重要なテーマだと思っておりますので、そこを重視するのは変わらな

いつもりであります。その上でということなのですが、区内で学んでいる学生という

立場から見たときにどのように見えるかということも、特に利害関係がないといった

ところででも、勉学するというなかで、関心がある方もない方も含めて、今このよう

な行政の運営について、客観的に評価しようと思って外部の委員会というものが設け

られている。そういったことを含めて、どのように感じるかということを、私たちも

ちょっと聞いてみたいなという気もしております。また、学生ということであれば、

議会にとっても学生から見た中でこういう意見があったということは、それなりに受

け止めていただけるのかなという気もしておりまして、少しこれはチャレンジするケ

ースになるのですけれども、区民というところを重視するのですが、区民に身近なテ

ーマをとりますと、その評価する側には利害関係者がいたりすることもあるというこ

とも、事実でございます。そういったところは排除しないのですけれども、一方、そ

れと離れたところから見たときにどのように見えるかというところでは純粋な学生

さんの目というのも参考にしたいなとそんな思いをしております。 

○B委員 別件になりますけれども、３０代以下の人の抽出比率を増すということは、３０代

以下の人に多くアンケートを投げるという理解でよろしいですか。 

○事務局 若干ですけれども、昨年、割と高年齢の方が多かったように記憶しておりますので、

ぜひ先ほど言われたように、子育て世代ぐらいの方々から、日曜日でもありますし、

参加していただきたいと思っておりまして、そのあたりの層の方を若干ちょっと変え

て抽出をしていきたいと考えております。 
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○B委員 わかりました。それはそれで説明がつくのでしたらいいかと思います。ただし、全

体の参加率を下げないように配慮がする必要があるかと思います。 

○事務局 やり方としては、抽出数を増やして、そこの層だけを厚くするというやり方もあろ

うかと思うのですが、やり方をもう少し工夫したいと思いますが、３０代の人たちに

多く声がけをし、若干他の年代層よりも多めにしていきたいと考えているということ

でございます。 

○A委員 一点、お願いがあるのですが、学生の場合、委嘱状とか何か証明のようなものを、

部長名や委員長名で発行できるならば差し上げられると次のハードルが就職ですか

ら、そのときに社会貢献として高く評価され、証明書類を出せというようなことがお

きますので、ぜひ、部長名か委員長名で、委嘱状か証明書のようなものを出されると

学生は千円の図書カードよりは喜ぶかもしれないです。 

○事務局 その辺の内部事情はよくわかりませんので、また先生方とご相談をさせていただき

たいと思います。具体的にどのように学生さんを募集するかということについても、

これから先生方とご相談させていただきたいと思います。 

○原田委員長 豊島区は子育て世代にとりわけという訳でないにしても、居住を進めてもらいたい

というところが恐らくおありだろうと思いますし、学生というのは、立教大学だけに

限らず、豊島区内の大学というのは豊島区に少なくとも何らかのご縁があって、これ

からも住み続ける可能性という意味では将来の住民でもあろうかなと思いますし、む

しろそう思っていただきたいなという気がしています。 

あわせて、実際に住民に限るべきなのかという点でいうと、各種の行政サービスは

税金を直接払っているかどうかはともかく、受けている、例えば図書館あたりは、立

教大学の学生や都内の学生さんは確か利用ができるはずです。各種施設についても同

じですので広義の区民と考えることもできるのかなと思っております。では、この学

生の取り扱いについては、もう少しお時間をいただいて、ご相談させていただければ

と思います。その他、全体的にここは少し言い漏らししたのだけれどもとか、あるい

はこの点はどうだったの等、もしございましたら何か。 

○E委員 学生さんが参加することに反対ではないのですが、その学生さんが最終的に参加さ

れることについて、なぜこの学生さんが参加することになったのかということを第三

者にもきちんと説明できるような形で最終的に調整していただきたいなと思います。 

○原田委員長 おっしゃる通りだと思います。ぜひそのあたりはしっかり説明してまいりますし、

直接、学生の評価が評価委員の評価に影響しないということもしっかりつけ加えてま

いりたいと思います。他はいかがでしょうか。では最後その他のところでございます。

何か事務局からございますか。 

本日は、今年度の第１回の政策評価委員会でございました。次回以降、実際に作業

を進めてまいりますけれども引き続きよろしくお願いいたします。では、何か事務局

から連絡事項ございましたら。 

○事務局 それでは、第１回政策評価委員会の議題は以上でございます。次回は先ほどのスケ

ジュールに基づきまして対象となりました５施設の詳細な資料、それからパンフレッ

ト等、具体的な説明をさせていただきたいと思います。今、いろいろ議論ございまし

た実際の実施方法等について、もう少し深めて進めさせていただければと思いますの

で、次回、また、よろしくお願いいたします。次回には行政経営課長も出席できると
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思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

 

提出された資料等 

【配布資料】 

１－１ 平成 25年度政策評価委員会 スケジュール（案） 

１－２ 平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書（案） 

１－３ 平成 25年度 評価対象施設 選定用整理表 

１－４ 平成 25年度公開事業評価 評価基準（案） 

１－５ 豊島区公開事業評価（平成 25年度）施設データシート 

１－６ 区民評価人制度の詳細設計 

 

【参考資料】 

参考１－１ 豊島区政策評価委員会委員名簿（平成 25年度） 

 

会議の結果 
（１） 公開事業評価対象施設 5施設を選定する。 

（２） 次回日程は 5月 21日とする。 


