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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（平成 29年度第 2回）・第 2分科会 

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 29年 9月 12日（月） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 第 2委員会室（本庁舎 9階） 

会議次第 

１． 開会 

２． 議事 

(1) 平成 29年度施策評価における外部評価の実施について（第 1回目） 

対象施策①：【施策№６－５－１】治安対策の推進 

対象施策②：【施策№１－２－２】地域における活動拠点の充実 

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 

外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・池田隆年(特定非営利活動法人日

本ファシリテーション協会監事／フェロー)・城山佳胤（豊島区政策経営部長） 

欠席者１名 

説明者 
区民部長、区民活動推進課長、地域区民ひろば課長、東部区民事務所長、西部区

民事務所長 

事務局 企画課長 
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審議経過 

１．開 会 

企画課長： これより平成29年度第２回政策評価委員会を始めさせていただきます。 

当分科会の進行につきましては、外山副委員長にお願をいたします。 

外山副委員長： こちらの分科会の進行を担当します外山です。よろしくお願いいたします。 

開会に当たりまして、本日の議事について、事務局よりご説明をお願いします。 

企画課長： 今年度から新たな取組みとしまして、施策評価における外部評価を実施することとな

りました。昨年度は試行的に実施しましたが、本日は本格実施の第１回目となります。

こちらの会場では、施策「地域における活動拠点の充実」について実施します。 

なお、傍聴者はおりません。よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（1）平成２９年度政策評価における外部評価の実施について（第１回目） 

対象施策②：【施策№１－２－２】地域における活動拠点の充実 

外山副委員長： これより議事に入ります。事務局から本日の進行について説明をお願いします。 

企画課長： 本日の進行について、説明をさせていただきます。 

まず、所管部長より施策の概要についての説明をいたします。その次に、各所管課長

より施策を構成する事務事業について説明をいたします。それから所管部長に施策評価

の進捗状況等について説明をさせていただいた後、質疑応答に移っていただきます。 

最後に、講評としまして、区の行った施策評価が妥当かどうか、現状や課題がわかり

やすく整理されているかなどにつきまして、委員の皆様より講評をいただければと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

外山副委員長： それでは、施策の概要からご説明をお願いします。 

区民部長： （資料２－３－②施策評価表により、施策の目標、施策の現状と課題、29年度の施策の

取組方針等について説明） 

外山副委員長： 続いて、施策を構成する事務事業についてご説明ください。 

区民活動推進課長： （資料２－４－②事務事業評価表により、区民集会室管理運営経費、上池袋コミュニテ

ィセンター管理運営経費、区民活動センター管理運営経費について説明） 

地域区民ひろば課長： （資料２－４－②事務事業評価表により、地域区民ひろばの推進について説明） 

東部区民事務所長：  （資料２－４－②事務事業評価表により、集会室管理運営事業・東部区民事務所につい

て説明） 

西部区民事務所長： （資料２－４－②事務事業評価表により、区民集会室管理運営事業・西部区民事務所に

ついて説明） 

外山副委員長： 最後に、施策全体の進捗状況等についてご説明をお願いします。 

区民部長： （資料２－３－②施策評価表により、施策の達成度を測る指標の推移、施策達成状況、

施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析、来年度の方針等について説明） 

外山副委員長： ありがとうございました。 

それでは、資料２－２評価のポイントに記載されている項目に沿って、質疑等を進め

ていきたいと思います。 

まず、本日ご欠席ですがＢ委員からメールにて質問内容を頂戴していますので、事務

局よりご紹介ください。 

企画課長： それでは、Ｂ委員からのご質問について読み上げさせていただきます。 
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各施設の目的に鑑みながら、それぞれの利用件数の推移の傾向に違いが見られる要因

は何でしょうか。例えば、地域区民ひろばの利用件数につきましては、増加傾向にある

にもかかわらず、区民集会室の利用件数は減少傾向にあるのはなぜか、といった内容で

ございます。 

また、区民集会室のように平成 28 年度の登録団体の数が増加しながらも、利用件数

が減少しているのはなぜか、というご質問でございます。 

外山副委員長： この点からお答えいただければと思います。 

区民活動推進課長： 初めに、２点目の区民集会室の利用団体は増えているにもかかわらず、利用件数が減

少しているというご指摘についてです。この間、区民センターの改築や旧勤労福祉会館

が改修による休館という中で、集会室、会議室が使えないという状況がございました。

このため、区民集会室については使用できる要件を緩和いたしまして、登録団体は10人

以上の団体という要件を５人以上という形にしました。これが全ての理由ではないとは

思いますが、これにより団体登録が増えたのだと推測しております。 

一方で、利用件数が伸びなかったというのも、やはり新しく登録した団体の方々が、

そのまま利用していただくという形には、なかなか結び付かなかったのだろうと分析し

ております。詳細に調べてはいないのですが、そういったことと考えております。 

地域区民ひろば課長： 区民ひろばの利用者数が増加していることについてですが、区民ひろばは従来からあ

る既存の施設を活用して整備してきたため、施設によっては大規模改修期間中に休館す

るという状況がございます。年度間における利用者数の多寡は、施設改修に伴う休館の

有無による増減、施設上の理由が影響していると考えてございます。 

区民部長： 区民集会室については課長が説明したとおり、他の施設や会議室を使っていた方が、

そこが使用できなくなるということで、とりあえず登録するというものが増えたのかと

思います。ただ実際には、使い勝手であったり、予約方法などがそれまで使用していた

施設と違ったりしますので、そういったところで利用がイコールにはならなかったとい

うのが、一応の見方でございます。 

また、区民集会室はここのところ改修ということもない状況ですので、どうしても古

くなっているという要素は多少あると思います。近隣の方々に使っていただくような施

設に、今なりつつあるかなと思っております。 

外山副委員長： 区民集会室と区民ひろばの利用の増減に、相関関係があるということではないという

ことでしょうか。 

区民部長： 明確な相関関係があるということではないと思います。 

外山副委員長： ありがとうございました。 

それでは、初めに「施策の達成度を測る指標の推移」と「施策達成状況」について、

委員の皆様からご質問をお願いしたいと思います。 

Ｅ委員： 達成度を測る指標として、「地域活動のための施設やスペースがあり、子どもから高

齢者までの多様な世代が交流しているかについて、肯定的な回答をする区民の割合」と

いうのがあり、達成状況も「Ａ：達成」となっています。これは、住民意識調査の数値

からということでしょうか。 

区民部長： そのとおりです。 

Ｅ委員： そうするとこれを詳しく見る場合、例えば世代別の満足度といったものも、手元では

分かっているということでしょうか。 
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区民部長： データを分析すれば分かります。そこまでの作業は行っていませんが、技術的には可

能です。 

Ｅ委員： ありがとうございました。質問としては以上です。 

外山副委員長： 次の委員お願いします。 

Ｇ委員： まず、施策の達成度を測る指標についてです。Ｅ委員からもございましたけれども、

目標値16.2％は過去に設定したもので、実績値として28年度は20.5％、達成率126.5％

ということでよろしいでしょうか。 

区民部長： そのとおりです。 

Ｇ委員： 次に、全般的なことをお聞きします。政策が「地域力の向上」で、施策としては「地

域における活動拠点の充実」となっています。いわゆるＮＰＯの活動であったり、市民

団体の活動であったり、コミュニティビジネスとか言われた時代に、区民活動センター

は設立されているのではないかと思うのですが、そういったものの指標がないのはなぜ

でしょうか。そもそもの政策、施策、事務事業の体系を考えたときに、区民活動センタ

ーであればその設立目的があると思うのですが、設立目的に照らしての活動指標、ある

いは成果指標というものを構築されなかったのは何故なのかをお聞かせください。さら

に言うと、コミュニティビジネスやＮＰＯなどの活動の成果を測る指標は、過去も含め

てあったのでしょうか。 

区民活動推進課長： 承知している範囲ですが、これまでも区民活動センターについては、事務事業評価表

の中でセンター利用人数やセミナー参加者数といった指標しかございません。ご指摘

は、例えば、そういう活動をしたのであれば、その後にＮＰＯの設立がどれぐらいの団

体数になったのかというようなことでしょうし、やはりそこまで成果として上がってい

るかどうかを追いかける必要があったのかなと思います。 

Ｇ委員： それでお聞きしますけれど、区民集会室や区民ひろばにおいても、そういう団体の運

動につながる芽となるような市民活動の展開が予定されていると思うのです。ところ

が、どの集会室においても指標としては、利用団体数と利用人数と利用率しかないとい

う状況です。市民活動の団体の中身をつぶさに調査、把握することが望ましくないとい

う考え方があることは想定しますが、それにしても、利用団体の状況の分析が全くない。

地域における活動拠点の充実という施策の目標からすると、分析のための指標がなさ過

ぎるのではないかという意見が出てくると思われるのですが、その点についてはいかが

お考えですか。 

区民部長： コミュニティビジネスやＮＰＯなどの創業支援、あるいは設立支援ということは、こ

れまでも行なってきたと思いますが、この間、29年度に入って地域活動交流センターを

リニューアルし、改めて力を入れようという形になっています。今までは既存のＮＰＯ

の方々が活動を継続するための拠点を提供するというのが、実態だったと思います。今

後は、さらに活動を広げていく、そういう拠点に鞍替えしていこうという捉え方で始め

つつありますので、そういうことで言えば、委員からご指摘があった視点での指標、あ

るいは分析というのが、当然行われるべきだと思います。また、集会室についても、サ

ークル活動をどうぞ楽しくやってくださいという場を提供するにとどまっていたとい

う面はあると思います。 

Ｇ委員： 施設ごとに設置の目的があり、歴史があり、今日までの来歴ですとか様々鑑みると、

区民一人ひとりがそこで楽しみ、過ごしたりという意義は大いにあるのですが、活動拠
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点の充実という趣旨からはどうかという質問をさせていただいた次第です。 

そこで、もう一つ質問させていただくのは、個々の指標の達成状況から施策達成状況

としても「Ａ：達成」という結果が導き出されております。そうした中で、改めて見た

ときに、地域区民ひろばの子育て世代を含む年齢層（18歳から64歳）の登録率のように、

数が増えていくという指標ばかりで、区民の満足度、利用者の満足度、あるいはその施

設全体に対する満足度、そういった指標がない中で、アウトプットという利用者数で評

価をするということで、そういう意味でもう一度、再構成されるということは考えられ

なかったのでしょうか。 

地域区民ひろば課長： 施設の利用満足度は毎年、利用者にアンケートをとっております。非常に高い数値で、

約９割の方が満足されています。施設面で満足されているのか、ソフト面のサービスと

いうか、人的な職員の処遇について満足されているのかということも把握しております

ので、それを維持しながらも、やはり施設に足を運んでもらうことが重要ではないか、

知ってもらうことが重要ではないかということで、最も基本的な登録率を指標とした形

です。 

区民部長： 経過としては、只今の説明のとおりです。委員のご指摘は、そういう数とか、あるい

は今利用していることの満足度ということではなくて、新しい利用者が新しい活動を、

ひろばを舞台に生み出したとか、そういうコミュニティの広がりというものを追いかけ

るような、そういう指標を考えてみてはどうかという示唆かと思います。そういったこ

とについては全ての施設共通ですけれども、区民の方々の活動が維持されるだけでなく

広がっていく、それを捉えるような評価の仕方をきちんと考えていかなければいけない

という指摘をいただいたと思いますので、それは努力したいと思います。 

外山副委員長： 今のことに関係するのですが、委託を担えるＮＰＯが育っているかというところも、

指標の一つになるのではないかという気がします、 

それから、昨年度の施設監査結果では、現在の区民ひろばの利用者層は、乳幼児とそ

の親及び高齢者が主で二極化が進んでおり、幅広い年齢層が利用しているとは言いがた

い状況であると指摘されています。これが正しいとすると、子育て世代はある程度登録

をしていると、利用しているという二極化が進んでいるという評価になると思うのです

が、これについてはどう判断されているのでしょうか。 

地域区民ひろば課長： 確かに、二極化は進んでいるとは思います。やはり高齢者のリピーターが非常に多い

という現状もございます。ただし、登録はしているけれども利用していないという状況

もあり、リピートしていただきたいという観点もございます。 

外山副委員長： 子育て世代という意味では、この18歳から64歳の年齢層というのは、余りにもざっく

りし過ぎた範囲ではないかという気がしますが、その辺はいかがでしょうか。 

地域区民ひろば課長： 日曜開館を始めるに当たって、この指標を設定するときに、やはりその部分をもう少

し細分化した方がよいのではということも出ました。ただ、このデータはかつての児童

館のときから引き継いでいまして、その経過を追えるということで、こういう形にしま

した。これについては、３年間で進めている日曜開館が完了した後で、もう少し細分化

してもよいかなとは感じております。 

外山副委員長： わかりました。 

区からの説明で、何か補足はありますでしょうか。 

東部区民事務所長： 先ほどＧ委員から、指標のあり方についてご指摘がございました。目標値、実績値は
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数字で表されていますが、果たしてこの数字以外のものでどのように表したらよいかと

いうのは、なかなか難しい面があると思うのです。集会室における利用状況も、会議で

あるとか、勉強会であるとかが約４割です。その内訳をみても地域の関係団体が多く、

そういったものをどのように指標に表したらよいのか、正直悩ましいところです。 

評価表では数字で出ています。ただ、数字でなく言葉で表すとしたら、どういう形で

あれば皆さんがなるほど、こうやって活動してくれているのだな、こういう活動もいろ

いろな分野に広がりがあるのだというのを分かってもらえるのかというのがあります。

その辺が難しいものですから、今後はこういう指標のあり方がよいのではないかという

ご助言等をいただければ、検討を深めたいと思っております。 

Ｅ委員： 指標は数字で結構なので、今のお話の内容は他の部分で書き表されていれば、それで

まったく問題ないわけです。 

Ｇ委員： 指標は、ご自身らの活動をどのように管理するのか、あるいは政策をどう導いていく

かということをよく考慮、考察された上で編み出していくものだと思います。 

集会室の管理は、利用申請があって、その後に利用の報告書みたいなのを徴するとす

れば、その二つで情報を取るか、あるいは途中で中を見ることがもしできるのであれば、

観察して情報を取るということも可能かもしれません。おそらく、利用申請と利用報告

の中で情報をいただくしかないわけですが、例えば、その市民活動、あるいはＮＰＯ活

動、そういったものに関連するものであれば、ここに記載してくださいとか、娯楽であ

れば、娯楽だけに記載してくださいとか、そういう情報の取り方を工夫すれば、多少な

りともデータは、さらに分析的に構築できると考えます。 

それは、そういった管理というか、経営活動をしっかり見定めた上で、どういうデー

タを取るかということをお考えになるべきだと思います。 

外山副委員長： つまり、データの取り方が、こういうことに利用するという前提ではないので、やは

りいろいろ取り方があるということだと思います。今後は、多少そういうものもリンク

させてご検討いただき、先ほどの年齢層もそうですが、ざっくり過ぎるというようなこ

とも含めて、施策の達成度を表すものとして、どういうものが指標として相応しいのか

ということをご議論いただきたいということです。 

それでは引き続き、施策を構成する事務事業評価を踏まえた分析について、各委員か

らご意見、ご質問等をお願いします。 

Ｅ委員： 資料２－４－②の区民集会室管理運営に関わるところですけれども、指標が利用件数

であったり、利用率であったり、実数と率が少し混在しています。これは理由があって

分けているのでしょうか。 

東部区民事務所長： 東部区民事務所で見ると利用率のみを記載しておりますが、ほかのところは利用件数

であるとか、利用率であるとかが記載されております。その辺の分析が至っていないと

いうことで、東部区民事務所では利用率だけという形にしたものと思っております。 

Ｅ委員： 施策と事務事業とのリンクを考えれば、３つの事務事業評価表それぞれが別々でな

く、合わせられたほうが分かりやすいと思いました。 

数字からどういう分析をされているのか、それが施策評価にどう生かされているのか

を測るもとになりますので、そこがばらばらになっていると、皆さんばらばらに考えて

いると見られる可能性があるので、そこは統一されたらどうでしょうか。 

外山副委員長： 次の委員お願いします。 
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Ｇ委員： 事務事業評価を踏まえた分析というところで、やはり利用率中心の評価しかされてい

ないというのが、率直な感想です。 

それで、この集会室を含む地域における活動拠点の充実という施策レベルがどの程度

にあるのかということが、どこからも分析されていない。要するに、集会室の床面積と

して何平米あってとか、あるいは人口１人当たり何平米あるとか、あるいは駅からの距

離とか、他の自治体の施策レベルとの比較可能な指標というのが全くないので、その辺

が見てもよくわからない。 

もう一つは、集会室の中でも利用率が20％程度しかないところがあります。利用率が

低いのは何故かというようなことと合わせて、全体的に飽和状態にあるのではないかと

いうことをうかがわせるデータでもあるわけです。この地域には何箇所も集会室があっ

て、ここは何かの理由で利用率が低いと、もしそういうのであれば、それは収束させて

もよい。あるいは再構築してもよいということを経営判断として持つべきだと思うので

す。ところが、そういう経営判断につながるような見方、評価の仕方というのが、どこ

にも見つけることができないと率直に思うのですが、その点いかがでしょうか。 

西部区民事務所長： 利用率が低い理由として、駅から遠いこと、最寄りの駅から500ｍ以上あること、ま

た住宅地にあることから、近隣の騒音対策のためあまり音を立てるような演劇の練習や

音楽の利用を制限していることから、利用率が低いというところはあります。 

ただ、地域の団体等が身近な施設として使っておりますので、施設は継続してほしい

という声が上がっているところではあります。 

Ｇ委員： 集会室一つを見てもいろいろなデータがあって、施設の利用状況が違うということは

利用率だけでもわかるわけです。だとすると、そういった違いを含めて、集会室の利用

率、あるいは集会室ごとに持っている価値がもし違うということであれば、その価値の

違いを踏まえて、どういうような整備をするべきかという方針、あるいは再構築の考え

方というものが施策評価に表れていてもよいのではないかということです。 

区民活動推進課長： 区民集会室ということでいえば、全体で29施設ある中で、やはり利用率にばらつきは

あります。委員ご指摘のとおり、地域性や施設の充足度などいろいろと分析した上で、

今後の再編が可能かどうかというところも含めて検討していかなければならないと思

います。ただ、実際に再編ということになると、いろいろな課題、ハードルがあります

けれども、そういった数字から導き出せるものもあると考えますので、そこは検討して

いかなければいけないと思います。 

外山副委員長： 分析の中で課題を言及する場合、その説明付けというのが必要になってくると思うの

です。つまり、区民集会室の貸室の状況は横ばいであり、こういう意見が多いので老朽

化が問題だろうという、要は分析にもう一歩踏み込んだところをお書きいただかない

と、この帰結がやや分からないのではないかと思います。区民の方が読んで、何でそう

いうことになるのだろうか、あまり利用率がないのであれば、そこは古いし廃止してし

まえばという意見にもなってしまうので、例えば、地域からの要望、こういう要望があ

り、もう少しきれいだったら使うのにという意見があるとか、そういうところが何か表

現できないのか、少し端的過ぎないかということです。 

それから、区民ひろばについては、これまで利用の少なかった子育て世代という記述

と、多いと言っている施設監査の結果とは矛盾しているので、もし両方を比較した場合

には、分析が違うのではないかという誤解が生じるのではないかと思いました。ご意見
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ございますか。 

区民部長： まず、課題に関して、もう少し突っ込んだ補足が必要であろうというのは、そのとお

りだと思います。この質疑応答をしていて思ったのは、我々、単なる貸し部屋業になっ

ているのではないかということです。既得の人たちがそのまま使い続けたい、どうぞお

使いください、ということに終始しているのかなというように思いましたので、今回は

良い機会、良いご示唆をいただいたと思っています。 

また、区民ひろばに関して申しますと、施設監査で指摘されたのは、例えば中高生と

か、あるいは独身の若い方々、働く世代層とかが、ひろばに来ていないのではないかと

いうご指摘だと思っています。 

今、地域区民ひろば課のほうで課題としているのは、運営について言うと中高年以上

の方が運営をしていて、子育て世代の方は利用をされるけれども全く運営には携わって

こない。したがって、事業の継承が危ぶまれる。特に、施設の重要性を理解しやすい子

育て世代に、若いうちから施設の運営に関わってもらうことで、次世代の運営スタッフ

を何とかしたいという認識ですので、そこは監査で指摘されていることと中身的には少

し違うということかと思います。監査の指摘は、客観的事実だと思いますし、区民ひろ

ばの問題意識はまた少し違うところにあると思っております。 

Ｅ委員： そういうふうに言っていただけたら、わかりやすいですね。 

外山副委員長： 今、区民部長がご説明いただいたことを記載いただければ良くわかるのですが、そう

でないと、やはり誤解が生じやすい部分ではないかと思いますので、先ほどの年齢層の

問題と併せ指摘しておきたいと思います。 

それでは続いて、施策貢献度の考え方につきましてはいかがでしょうか。 

Ｅ委員： 施設を運営する、集会事業をするという中で、政策との連携は事務事業であっても考

えておかなければならないことだと思います。例えば、豊島区のように転出入が多い中

で地域力の向上といったことを考えた場合、そこが流入世帯の方を集会やコミュニティ

に引き込むための拠点ということであるなら、やはりその課題や事業の方向性というの

を事務事業評価のところから、少しずつ書き上げていただけると、住民やこの評価表を

目にする方はとてもわかりやすいのではないかと思いました。 

Ｇ委員： Ｅ委員の延長で申し上げさせていただくのですが、かつては、利用対象者ごとの施設

を整備する、細かい対象者ごとに施設を作ってきた時代があり、固定的な利用層という

ことで、利用者の層が広がらないことが問題としてあったのではないかと思います。 

本区のように人口流動率の高い区にあって、オールドカマーとニューカマーの問題と

いうのは、どの施設どの活動にもあるのだと思うのです。良い意味で親密な空間となっ

て、良いグループができ、良い活動ができてということも、もちろんありますけれども、

時として固定化して、新しい参加者がその輪の中に入っていけない、あるいは排除され

てしまうという問題があるのではないかと思います。 

そういったことがあるのかどうかの認識を問うた上で、区民ひろばというものの貢献

度、この活動拠点の充実としての区民ひろばというは、施策の達成度を測る指標として

もっと高くても良いと思いますし、施設を利用する人たちの質的な問題、あるいは利用

する人としない人との施設との関わりの問題の中で、さらに工夫する余地があって、そ

の上で区民ひろばの活動というのは、この施策の最重要の事業だと思えるのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 
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地域区民ひろば課長： 一点目の固定的な利用の方たちというのは、ご懸念のとおりです。乳幼児は幼稚園に

行かれたり、小学校に行かれたりで流れがあるのですが、やはり高齢者の方はここが居

場所ということで、他を寄せつけないようなところがあったというのは事実ですので、

十分それは認識しています。 

ですので、こういったことが運営協議会の固定化とか、新しい担い手づくりに結びつ

きにくくになっているというところは十分感じておりますので、今回、日曜開館で若い

方たちを入れていく。旧児童館の子どもたちが大人になり、子どもを連れて戻ってくる

という傾向もありますので、やはり担い手を育てるというのは、10年、20年スパン、長

期的な視点で見ていく必要があると思っています。 

区民部長： ニューカマーとオールドカマーとの融和の場にひろばを位置づけて、施策への貢献度

を高く設定するというご指摘は、なるほどと思います。 

今の区民部全体の問題意識で言うと、町会を中心とした昔から、戦後の復興から携わ

ってきて我が町に深い愛着を持っている人たちが、次の世代、後継者がいなくて困って

いる。そこに新しい人達をつなげていく。そういうつなぎの場に区民ひろばがなってい

ってくれるのではないかと考えています。それは他のいろいろな団体においても同じだ

と思っています。また、活動についても制約は余りないので、コミュニティの一つのハ

ブのような役割を果たしていくということでいうと、指標においても中核に据えたほう

がよいのではないかというご指摘は一考に値すると思いました。 

外山副委員長： ここも何か書きぶりで、評価自体が「高い」、「普通」、「低い」というような、アバウ

トな形式がよくないのかもしれないので、この辺は政策評価委員会でも今後の検討課題

としていきたいと思います。やはり担当部局が書きやすいように、あるいは、区民の方

に分かりやすい表現となるように、少し工夫をしていきたいと思っております。 

それでは最後に、来年度の方針について、ご意見、ご質問をお願いします。 

Ｅ委員： ほとんどの事業が業務委託をされていて、受託者がシルバー人材センターやＮＰＯと

いうことですが、定期的に委託先の変更をされているのでしょうか。 

外山副委員長： それに関連して、委託の状況みたいなものについても、併せて伺っておいたほうがよ

いかなと思います。いかがでしょうか。 

区民活動推進課長： まず、区民集会室はシルバー人材センターに施設の開け閉めなどを委託し、午後は常

駐もしていただき予約の受付も行ってもらっています。長くシルバー人材センターに委

託しておりますので、特に競争みたいなことはしておりません。 

当時の区民活動センターについては、いわゆる受付相談という形でＮＰＯ２団体にお

願いしておりました。やはり地元の力のあるＮＰＯにお願いしていたということでござ

います。現在、地域活動交流センターとなってどうかというところですが、入れ替わり

のタイミングなどもあり、混乱を招くのは避けたいということで、これまで委託をして

いたＮＰＯに今年５月からも１年間お願いしているところです。今後につきましては、

公平性、透明性の観点もありますので、公募等の導入も検討したいと考えております。 

地域区民ひろば課長： 区民ひろばは、22か所のうち７か所をＮＰＯに委託しております。これは運営協議会

が母体になるということですので、その地域の方たちにお願いをするというひろばの理

念上、委託のＮＰＯを変更するということはございません。 

ただ、先ほどご指摘いただいたような、委託を請け負えるようなＮＰＯに育っている

のかというところですけれども、区民ひろばではいろいろな問題が起こりまして、特に
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困難な問題に関してはなかなかＮＰＯが処理できないという事案も発生しています。そ

れは複数のＮＰＯにございますので、地域区民ひろば課がご支援をして、共に育ってい

きましょうという形でやっているというのが現状です。やはり地域の事情、そこに住ん

でいるＮＰＯが運営する場合、良い面もそうでない面もあるということを試行錯誤しな

がら、この施策は進めていくのかなと思っております。 

Ｅ委員： シルバー人材センターや今まで中核になっていたＮＰＯも、時間の経過とともに動か

なくなってしまうという点は、他の自治体でも見受けられます。 

良い解決策があるかというとなかなか難しいですけれども、やはり施策から大きな政

策に変えるときには、方針は区が決めていく必要が出てくるのだろうと思うので、そこ

は、区が方針を立てる素材として、この施策評価表が活用できれば素晴らしいかなと思

いました。 

Ｇ委員： 来年度の方針ということですけれども、この記述からやはり読み解けないのは、集会

室機能というか、区民が身近に利用する、そういう交流機能を持つところの管理、それ

を地域共同管理というのが理想かどうかは議論のあるところかもしれませんが、地域共

同管理に向けて、区民ひろばはそういう方向でやっているけれども、集会室はどうする

のかというところは、やはりよくわからないというのが大きいところだと思います。区

民活動センターは既に別の場所に移り、名称も改め新たな活動を始められていますが、

集会室も地域共同管理の施策をとるのかどうか、そういう問題意識がないと、新たな課

題というか、改善とか、それを指向できないのではないかと思われます。 

例えば、区民集会室も区民ひろばの中に入れてしまってもよいのではないかと思うの

です。緩やかな形で管理の中に入れてしまうということです。そういったことも含めて

お考えにならないでしょうかという質問です。 

区民活動推進課長： 区民集会室の管理運営というところで、まとめてどこかに任せられないか、個別に運

営をできないかということは考えるところですけれども、コスト面を考えた場合、現在

のシルバー人材センターのコストと比べて上がってしまうのだろうということがあり

ます。それと、現在担っているのは施設の開け閉め、一部の時間に受付をするというこ

とだけですので、例えば指定管理者などという形になったときに、そういう事業を取り

入れた上で採算がとれるのかどうかという、その辺は詳細に検討したことがないので、

検討してみる必要があるかとは思いますけれども、なかなか厳しいのではないかという

のが、今の私どもの見立てです。 

区民部長： Ｇ委員のご指摘は民間に委託をするというよりも、むしろ地域ですね。地域区民ひろ

ばの運営をしているＮＰＯ、あるいは運営協議会、そういった団体に集会室の管理など

も任せてしまうというのはどうかということかと思います。 

例えば、ひろばのＮＰＯに集会室を預け、そこで利用料とかを自己資金として使って

もらうことなどを考えた場合でも、区民集会室そのものの使用料は運営費の１割ぐらい

しか上がってこないので赤字になってしまうのです。また、集会室は夜間利用が多いの

で、区民ひろばの職員が夜まで残ってということを考えても、ペイしないという現実が

あります。ただ、考え方としては、区が直接管理をするよりは地域の皆さんが専ら使っ

ている施設ですので、地域の皆さんの自主管理に委ねていくというのは、将来的な方向

としてはそうあるべきなのだというようには、個人的には思います。 

Ｇ委員： ぜひご検討いただければと思います。 
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外山副委員長： そういった理想像になる過程でどのくらい投資をして、支援するかということも重要

になると思います。 

東部区民事務所長： 今のＧ委員の話の内容については、以前、施設監査の際も指摘されたと思っておりま

す。ただ、指摘はされているけれども、やはりどこまで効率的にやれるのか、本当にど

こまで財源をそこに支出できるのかという様々な問題があって、なかなか具体的になっ

ていないのかなと思っています。おそらく我々も含めて、区職員はそのことを多少なり

とも考えているところはあると思うのです。ただ、一歩踏み出せないという部分もある

ということをご推察いただければと思います。 

Ｇ委員： もう一つございます。集会室が多いのかどうか、それはデータがないのでわかりませ

ん。ただ、いずれにしても集会室という施設、公の施設の場合とそうでない場合もある

のですが、それに掛っている経費を合わせると膨大だと思うのです。しかし、利用料収

入は多分５分の１もペイしていないのではないかと思うわけです。持続可能とまでは申

し上げませんが、半分ぐらいはコストをペイするような考え方というのもあってよいの

かもしれない。もし、そうだとすると、公の施設で置いておくことの意味があるのかど

うかということまで考えていく必要がある。そういう時代に来ているのではないかと思

うのです。 

その施設の目的とか、施設の財産の性格というものをきっちり考えた上で、管理が区

民との共同管理になって、区の財産であるものが変に使われないという、そういう安心

が確保される中で、少しは持続可能な構造、あるいは民間との連携の要素も入れて、多

少なりとも利用しやすく、しかも何らかの収入が得られるというような、そういった構

造を模索するべきではないかということを申し上げたいと思います。 

区民部長： そこについては、同感に思っております。集会施設などを地域の団体にお任せをする

のであれば、そこがある程度の収入が得られる、そういった場所にならなければなりま

せん。現時点で公の施設ということで、条例設置の施設は制約も非常に多いですし、そ

のままでは動かない。なので、もう少し自由に使えるには一種の規制緩和みたいなもの

とセットで考えていかない限り、地域の共同運営には、おそらく適さないだろうと思い

ますので、そういった論も踏まえ今後検討するということなのかなと思います。 

外山副委員長： 先ほど区からのご説明にありました、なぜ踏み出せないのかという理由の説明責任、

なぜできないのかという説明を区民に分かりやすく、区民の方がこうしてくれれば、少

しこうなのにというところが重要なのかなという気が総じてしております。 

それでは総合的な評価に移りたいと思います。我々の手元には評価表というのがあり

まして、妥当、おおむね妥当、見直しが必要、という括りですが、その判断理由とその

他の意見ということで、各委員からお願いしたいと思います。 

Ｅ委員： はっきりしていることは、政策としては「地域力の向上」というのが一番上にあるわ

けですので、皆様方が考える地域力というのは何なのかというのをいつでも根本に置い

ておけば、施策として迷うことはないし、それを構成する事務事業としても迷わないと

思いますし、評価というのもそれほど迷わないのではないかと考えます。 

ただ、この施策で一番難しいのは、施設を預かる皆様方ですから、コミュニティの問

題だけではなくて、おそらく他の事業がいろいろ重なってくるのだろうと思うのです。

区民に使わせたいのに、区で使用せざるを得ないとか、いろんなケースがあるのではな

いかと想像しています。そういう場合に、やはり第一優先はどこなのかというのは、常
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にわかるでしょうし、それが評価表に数字として出てくればよいだけの話で、それが区

民の方にわかれば問題のない話だと思います。 

こういった会館系というのは他の自治体でも悩んでいまして、委託してしまえばよい

という意見もありますけれども、ただ、高齢者の介護予防であったり、あるいは防災拠

点であったり、いろいろな多目的な場所ということを考えると、そう簡単にはいかない

ということは、目に見えているわけです。それは住民の方もわかっているのでしょう。

ですから、先ほどの話でいうと、ペイするかしないかという、そこを議論で突っ込むと

いうのは個人的には少々つらいなと思っている事業であります。 

そういう中で、ぜひ政策、施策、事務事業、部局の皆様方の認識をしっかり合わせて

いただけさえすれば、もっともっとわかりやすい評価表になると思います。 

Ｇ委員： Ｅ委員がおっしゃられたように、地域力の向上、地域力とは何かということを今の現

代的な意味できちっと、概念というか整理をして、政策、施策、事務事業の関係をブラ

ッシュアップする必要があるのだと思います。そのためには、やはり活動指標と成果指

標を構築していかなければいけないのですが、現状では利用者数とか、利用登録団体数

という、それも効率的に仕事をされている中で成し得る限り、捉えられている指標だと

は理解はしております。ただ、地域力とは何か、その向上は何かということを考える上

では、取得しているデータの中身が足りないと思わざるを得ません。 

そういったデータを、まず取っていただいた上で、これだけたくさんの集会室や区民

ひろばの膨大な床があって、膨大な経費も使われていることはよく理解していますけれ

ども、それがこう使われているのだというところを分析して、切って見せるということ

が、やはり行政マンには求められているのだと思いますので、それを構築されることが

必要だと思います。その上で、広く一般区民の批判を待つという、そういう姿勢を堅持

するべきだと思います。 

それから、この貢献度等につきまして、やはり集会室と区民ひろば、地域活動交流セ

ンターも含めて、この施設にはこういうことが期待されているということをきちんと整

理された事務事業評価表が欲しいですし、それを踏まえた施策評価表を作っていくこと

が大事だと思います。違うものは違うものとして扱ったほうがよいですし、似ているの

であれば、その機能の連携というものをよく踏まえて、評価されるべきではないかと思

います。 

総じて申し上げたいことは、利用者数とか利用率という、右肩上がりの指標を求める

態度というのは、そろそろ変えてもよいのではないかということ。例えば50％の利用率

があればよしとして、あとはその中身だというような、そういう態度の変換というもの

が必要なのではないかと思うのです。 

もちろん100％利用のほうが、施設は効率的に利用されているというようには思うわ

けですけれども、活動の中身、そこを利用される方々の満足度も含めて、どういった方

が施設を利用して、その人に満足感を与えているのかという分析をよくよくされて、利

用率というのもある程度は求めるべきだとは思いますが、100％を目指すというのはい

かがなものかと思いますので、そういった新たな哲学というか、新境を開発していくと

いう考え方をとっていただければと思います。 

外山副委員長： 行政評価を始めてから大分年月も経っていますので、そろそろ評価を意識したデータ

の取り方、そういうものも必要になってくるというのが、総じての感想です。あとは、
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どれだけ区民の方に分かりやすく説明できるかということと、それがリンクしてくるの

ではないかということです。 

実は先週までアメリカに出張しておりました。何を見てきたかというと、タウンミー

ティングです。住民自治の意識がやはり高い。全員が集まって地域のことは自分たちで

決めようという意識が、何と３万人近い町でタウンミーティングをやっているという状

況を目の当たりにしてきました。 

つまり、地域のことは地域で考えるという、そのことを見ていくと、やはり地縁団体

や区民ひろば、そういう単位がまずはよいのではないかということで、そうすると、先

ほど言った、担い手として自分たちが関わっていかなければならないのだという意識も

高まってくると思います。ただ、この辺のところが日本は少し薄いかなというところが

ありますので、それをある意味では投資してでも構築していくことが必要なのかなと思

っております。 

それでは、以上をもちまして、施策評価における外部評価を終了いたします。 

３．その他 

外山副委員長： 最後に、事務局から連絡事項等があればお願いします。 

企画課長： 次回の開催予定です。9月25日に外部評価の第２回目を実施させていただきます。次

回のテーマは、一つが「困難を有する子どもやその家族への支援」、もう一つが「社会

参加の促進」となります。どちらのテーマを担当していただくかは、後日ご連絡をさせ

ていただきたいと思います。以上でございます。 

外山副委員長： これにて閉会といたします。ありがとうございました。 

 

会議の結果 
（１）対象施策②：【施策№１－２－２】地域における活動拠点の充実についての外部評

価を実施した。 
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