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第３回 武蔵野市公立保育園改革評価委員会 

 

 

 

 

 

 

 

１．開 会 

 

２．配付資料確認 

 

３．議 事 

１）評価の体制について 

事務局：前回の委員会で、評価の体制について事務局で検討するようにという指示をいただい

ていたと思うが、次の２名の方について、評価手法のたたき台を作成するにあたりアドバイス

をいただたり、原案作成などの形での関与をお願いしたいと考えている。まず１名は、公立保

育園のあり方を考える委員会の委員でもあり、東京都や本市における福祉サービスの評価に携

わっていただいている岡橋生幸氏である。もう１名は、保育の運営についての専門家で、本市

と利害関係がない方ということで広く検討した上で、相模原市の渕野辺保育園の松岡俊彦園長

にお願いすることとした。本委員会設置要綱第６条第２項においても、「委員会が必要と認め

るときは、公立保育園の改革の評価に係る専門の知識又は経験を有する者の出席を求め、説明

又は意見を聞くことができる。」とあるので、２名の方には、必要に応じて委員会に出席いた

だきたいと考えている。本日は、岡橋氏に出席いただくこととした。 

委員：事務局の説明のとおり、この２名の方にご協力いただくということでいいか。もちろん

その場合の責任については、本委員会で負うこととなる。 

全員：了承 

 

２）配付資料説明 …事務局（保育課長）説明 

◇公立保育園改革評価手法検討の枠組みについて 

 ◇武蔵野市公立保育園改革計画評価表（案） 

 ◇各市民団体からの要望書および市議会への陳情 

 

３）評価の枠組みについて 

【質疑応答および意見交換】 

■日  時：平成 16 年９月 24 日（金）９時 30 分～11 時 20 分 

■場  所：市役所８階 801 会議室 

■出席委員：安念委員・池田委員・鵜川委員・平川委員 

■そ の 他：岡橋氏（設置要綱第６条第２項による出席者） 

事務局（子ども家庭部長・保育課長 ほか８名） 
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委員：評価表（案）は、改革計画の各項目を網羅していると考えていいのか。 

事務局：№１～20 までが公立保育園経営改革についての項目であり、№21 以降は新規・拡充

の事業についての項目であり、改革計画で取り組む項目は全て網羅されている。 

委員：表中の活動項目、具体的行動目標については、そのもの自体を変えることはできない。

われわれの任務は、その行動目標に沿ってどこまで進捗しているかということを検証すること

であり、このことは何度も確認してきたことである。前半の項目のほうは、客観的事実がはっ

きりしておりそのまま評価することは可能だが、後半の項目になると評価をすることが難しい

項目が出てくるため、そこで評価表（案）右側の成功要因等を書き込む必要がでてくる。ただ、

この成功要因という項目は、わかりやすくもう少し言い方を考えたほうがいいと思う。もう１

つ申し上げると、市民の中には民営化も視野に入れているであろう改革そのものに反発がある

人もいると思うが、そういう点にも配慮して、目標がどの程度進捗しているかということと同

時に、新たに問題が生じていないかどうかという項目も入れておいたほうがいいように思う。 

岡橋：成功要因の解釈の仕方であると思う。目的を達成していくためには、必ずリスクが伴う

ものである。そのリスクを想定した上で、リスクを少なく抑えるための対策をとる必要がある。

そのリスクがどれだけ少なかったのかという指標を含めた上で成功要因を設定してもいいと

思う。例えば、№１の活動項目の保育士の職員体制の見直しについていうと、正規職員保育士

の定数減ということは人件費削減が目標であると思うが、その反面保育の現場で問題が起こっ

てないかどうかということをチェックする項目をたてたほうがいいということか。 

委員：項目を立てなくてもいいと思うが、リスクがある以上は、良い評価だけに終始したので

は、おそらく市民からの信頼をもらえないのではないか。リスクがあることは当然のことであ

ると思う。 

委員：今のリスクの問題については、もう少し現状分析を入れてはどうか。例えば、保育士の

加配置についていえば、民間ではどうなっているのかという比較を入れてもいいと思う。人員

削減というと悪いイメージがあるが、実際に民間ではちゃんと運営できているということを情

報として入れてもいいのではないか。 

委員：あまり結論誘導的にはならないようにして、ニュートラルな様々な情報を入れることは

必要であると思う。№１の項目に限らず、民間との比較はあっていい要素であると思う。 

委員：ある時点をとって項目を評価していくのではなく、３年間で評価をしていくものである

ので、その途中で必ず課題が見えてくるはずである。そうした課題・問題点についても入れて

もらいたいと思う。 

委員：市民に情報提供するという点からいえば、一般論としてまずは客観的な情報として課

題・欠陥・リスクも市民に伝える。その上でそれらをどう判断するのかは、それぞれの市民で

ある。 

委員：進捗状況が変わり課題が見えてくる中で、成功要因も変わってくるのではないか。各保

育園からの報告がないまま進んでいくというのは、あまりいい方法ではないように思う。先程

民間保育園との比較についての話が出たが、ニュートラルな意味での比較でなければいけない
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と思う。民間でやっているからといって武蔵野市の公立保育園でもできるという論理にはつな

がらないはずである。 

委員：そのことについては、本委員会として導き出す結論ではなく、あくまで客観的事実を伝

えるだけである。仮に公立保育園と民間保育園のミッションが違えば、働き方も人員体制も変

わるのは当然のことである。 

委員：職員個々のレベルの問題である。限定された条件でも十分働ける職員もいれば、そうで

ない職員もいるはずである。保育士定数の減によって、保育の質が下がったという評価をする

職員もいるかもしれないが、それはそれでその評価を受け止めなければいけないと思う。 

委員：私もそう思う。 

岡橋：具体的には進捗状況の書き方が重要であると思う。 

委員：９園全部聞くことができるのかどうかもわからないし、改革を実行したことによる影響

がすでに出ているのかどうかもわからない。どこまで書くことができるかはわからないが、結

論誘導的にはならないように注意しながら、できるかぎり課題やリスクについての記述をする

ということでいいと思う。 

委員：実際改革に取り組んでみないことには、現場でどういう問題が生じるかはわからないの

で、本委員会としてその部分をどうふまえていくかということは大変難しいことであると思う。 

委員：率直に言って、コストを削るのであるから、どういうやり方にしても、全ての人が何ら

かの不満は持つと思う。現場で出る不満も含めて、改革のいいことも悪いことも表に出すとい

うことが本委員会の意義であると思う。３年間という期間の中では、今考えていることが１年

後には変わっている可能性も大いにあると思う。そういう意味では、進捗状況も要因の分析も

暫定的なものとして考えていく必要があると思う。 

岡橋：どういうものさしで計って達成度はどれ位かを見ることの効用は２つあると思う。本委

員会でどれだけ計ることができるのかという評価の面と、その指標があることによって、現場

で課題にすぐに対応するというような行動につなげる面が出てくるのではないか。うまく達成

していくことによって現場の自信にもつながると思う。 

委員：単純にコストを削減するとか、ただ頑張るというのでは現場は困ると思う。具体的にど

ういう目標でどういう手順でどういう問題が生じるのかということをはっきりさせれば、働き

やすいと思う。全体の問題については、今後も議論していただいていいと思うが、とりあえず

評価の各項目と進捗状況をチェックしていきたいと思う。まず、№１「保育士の職員体制の見

直し」についてだが、進捗状況では「０歳児加配保育士３名の定数減、２階保育士９名の定数

減」とあるが、これは実施済みであるのか。 

事務局：今年の４月に実施済みである。正規職員の替わりに合計 15 名の保育士アルバイトを

入れている。 

委員：№２「用務職員の嘱託化」についてだが、進捗状況では「用務職員４名の定数減」とあ

るが、これも実施済みなのかどうか。 

事務局：定数上は今年の４月に４名減とした。実際の配置では、一部正規職員の年齢等で嘱託
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職員の配置が困難な問題もあり、２名の嘱託化となっている。 

委員：そういうことも全て書いていただきたい。№３「給食調理の体制の見直し（一部嘱託化）」

についてだが、進捗状況では「給食調理職員９名の定数を減する一方で、欠勤等代替調理員３

名を配置」とあるが、純減９名ということか。 

事務局：今年の４月より９名削減したが、園全体のフォローに入る職員３名を新規で入れたた

め、プラスマイナスでは６名の減員となっている。 

委員：一部嘱託化についてはどうか。 

事務局：これは４月より実施済みである。 

委員：№４「保育課管理係職員定数削減（事務嘱託化）」についてだが、進捗状況は「全園に

事務嘱託（半日勤務）を配置。事務研修を行いながら事務移管を準備」とあるが、今まで正規

職員がいたということか。 

事務局：保育園が自律的な運営を行えるようにするため、これまで本庁にいる保育課管理係の

正規職員（事務）が一括して担っていた保育園の事務を保育園に事務嘱託を配置し移管すると

いうのが目的である。４月よりすでに事務嘱託を配置し、本年度は円滑な事務移管を行うため

に、事務嘱託に研修を行いながら育成し、平成１７年度から保育課管理係の正規職員を削減す

る予定である。 

委員：№５「保育所子育て支援事業の充実」についてだが、進捗状況は「子育て支援担当者会

を設置し、アンケート調査を実施予定」とあるが、子育て支援担当者会というのはどこに設置

されているのか。 

事務局：各園の副園長が保育園で実施している子育て支援事業を担当しているが、その取り組

みや課題を共有し検討していく場が子育て支援担当者会である。 

委員：構成員など、外部の者が見てもわかりやすいようにできるだけ細かく書いていただきた

い。次に№６「地域子育て支援推進担当者を配置」についてでだが、進捗状況は「３名の地域

子育て支援推進担当者を配置し、アンケート調査等の実態把握や市全体の子育て支援施策を視

野においた施策のあり方を検討している」とあるが、地域子育て支援担当者はどこに配置した

のか。 

事務局：保育課に配置した。 

委員：「検討している」という表現は曖昧な表現なので、いつまでに結論を出すのかをはっき

りさせてほしい。また、「サンセットによる配置」という言葉も、一般の人が見てわかるよう

な表現に変えてもらいたい。 

委員：この職員は、保育園で定数削減したうちの保育士のことか。 

事務局：そうである。 

委員：サンセット配置とはいえ、３名配置というのは非常に手厚いと思う。 

事務局：アンケート調査を実施するにあたり、物理的にある程度の仕事量が出てくることや、

本年度については職員の長期派遣研修を円滑に行うため、派遣で抜けた職員の分を手助けする



 ５

必要があることなどを考慮し、３名の配置を行っている。 

委員：№７「一時保育事業の実施」についてだが、進捗状況に「桜堤・境南第２の２園で６月

１日よりモデル事業として実施。８月末現在、桜堤が８３名・境南第２が７５名利用」とある

が、一時保育というものが具体的にどういう事業であるのかという説明を入れておいたほうが

いいように思う。 

委員：人員体制も入れたほうがいいと思う。 

事務局：人員体制については、責任者として副園長がいるが、実際に保育にあたる職員として

はアルバイト２名を配置している。利用人数は、最大で５名である。 

委員：こういう重要な内容も進捗状況に入れておいてほしい。次に、№８「保育サービス第三

者評価の実施」についてだが、進捗状況に「実施園４園（南・境・境南・吉祥寺）を決定し、

東社協と宝仙ネットに評価事業者を決定」とあるが、これは今年度中に実施するということか。 

事務局： そうである。 

委員：いつ実施するのかという情報も入れておいてほしい。次に、№９「苦情解決のしくみづ

くり」についてだが、進捗状況は「福祉公社に第三者苦情解決窓口を設置」とあるが、これは

既に稼動しているのか。 

事務局： 利用件数こそないが、仕組みとしては既にある。 

委員：いつから設置したのか、また職員体制についての情報も入れてほしい。本委員会として

は、事実をできるだけ詳細に伝えることが大切である。次に、№10「保育園における食の品質

基準の作成」についてだが、進捗状況に「調理の検証会議を設置し、その中で市独自の保育園

給食の品質基準を作成する」とあるが、これも構成員が誰なのか、いつ頃までに行うのかとい

うことも入れておいてほしい。しかし、食の品質基準を一から作るとなると、大変な作業では

ないか。 

事務局：どこまで精密にするかにもよるが、これまで園の給食で大事にしてきたこと、実際に

行ってきたことを明文化しようというものである。 

委員：№11「市独自の保育関係ガイドラインの作成」についてだが、これはどのようなものか。 

事務局：保育については、マニュアル的なものや理念的な部分からのアプローチがあるが、こ

こでのイメージとしては保育指針のような保育をするための拠り所と現場の保育の実践との

間をつなぐものを作ろうと考えている。 

委員：進捗状況は未記入となっているので、いつから行うのかということを入れておいてほし

い。次に、№10「保育園運営に関する情報公開の推進」についてだが、進捗状況には「平成 15

年度に行った第三者評価の結果の公開を実施済。園づくりのしくみについては、各園の状況に

応じて検討・取り組みを行う。」とあるが、この評価結果はネット上で公開しているのか。 

事務局： 東京都の外郭団体である財団法人東京都高齢者研究･福祉振興財団のとうきょう福祉

ナビゲーションのホームページで公開している。 

委員：市の媒体では公開していないのか。 
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事務局：現在、特に市の媒体には載せていない。 

委員：どこを見ればいいのかわかるように、市のホームページにとうきょう福祉ナビゲーショ

ンのリンクを貼っておいたほうがいいと思う。№13「園の運営に関する園長の裁量の拡大」に

ついてだが、進捗状況には「消耗品購入などの決裁区分を園長権限に移行予定」とあるが、い

つ頃移行する予定なのか、消耗品とはいくらまでのものをいうのか、などを具体的に書いてお

いてほしい。 

委員：一般に保育園の運営コストというと消耗品費だけと考えてしまうことが多いように思う

が、職員の人件費がかなりかかっているということを職員が認識できるように、そういう情報

も入れておいたほうがいいと思う。 

岡橋：この部分に入れるということか。 

委員：場所はどこでもいいので、入れてもらいたい。 

委員：№14「アルバイト・パート職員等の雇用体制」についてだが、進捗状況に「試行として

パート予算を各園に分配」とあるが、どれ位の予算を分配したのか。 

事務局：平均すると各園年間１千万円を超える金額である。予算の範囲内でパートをどこに入

れるかという裁量を園長に与えているということである。 

岡橋：正規職員保育士の定数減に関係しているのか。 

事務局：これまでパートにかかっていた経費よりもプラスアルファはされている。 

委員：金額も入れておいてほしい。また、園長の権限でパート賃金を支出できるのか。 

事務局：そういうことも準備している。 

委員：園長が雇うということは、保育課長の印がいらないということか。 

事務局：そのようにしたいと考えている。 

委員：№15「予算執行管理」についてだが、進捗状況に「各園で予算管理が自律的に行えるよ

う事務嘱託職員の研修を実施」とあるが、いつ頃からどれ位の頻度でどのような研修を行って

いるのかということも入れてほしい。 

委員：予算管理については、園長が認識をもってもらうことが必要である。 

事務局：人・物・金については、できるだけ速やかに園長が判断できるようにしたいと考えて

はいるが、アルバイト・パートの雇用が多くなったため、園長のマネジメントの負担が大きく

なってしまった。その部分で、事務嘱託が園長の手助けができるようにと考えている。 

委員：シフト管理というのは大変な作業である。そういう仕事の大変さも情報として入れてい

いと思う。次に、№16「各職の役割分担等の見直し」についてだが、進捗状況に「園長会など

において検討予定」とあるが、いつまでに検討するのかということを入れておいてほしい。№

17「研修制度の見直し」についても同様である。 

委員：「園長会など」とあるが、園長会のほかにどこで検討する予定なのかも明確にしてほし

いし、研修制度の見直しは「園長を含む検討チーム」とあるが、検討チームとはどういうメン
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バーで構成されているのかもはっきり書いてほしい。今、研修制度の検討は、研修委員会で行

っているのか。 

事務局：研修委員会は、研修の枠組みを検討するというよりも、保育園職員が研修内容につい

て企画・検討する委員会である。 

委員：研修委員会は今まで通り存続するのか。 

事務局：基本的には、今まで通りと考えているが、そこで検討していく内容については、体系

の中で変わる可能性もある。 

委員：研修の内容を誰がどのように決めているのかということも含めての研修体系の見直しで

あると考えていた。 

委員：今すぐにとは言わないが、研修の何を見直すのかということもはっきりさせておいたほ

うがいいと思う。そのほうが評価しやすい。 

委員：研修という理由で保育士が園にいないことがよくあるが、どのような研修を受けていて、

それによってどのような成果があるのかについて、多くの保護者は知りたいと感じていると思

う。 

委員：本委員会でそこまで踏み込むことは難しいが、重要な問題ではある。民間企業の場合は、

どれだけ利益を得たかが評価につながるわけだが、公務員の研修は自己満足というか、研修を

行っているということ自体が言い訳になってしまいがちと感じる。 

委員：「各職の役割分担等の見直し」についての関連で１つ聞きたい。武蔵野市では、一部目

標管理制度を導入していると思うが、これを保育園に導入していくという予定はないのか。 

事務局：目標管理制度は、係長以上を対象に試行実施している。人事評価については、勤務評

定制度をかなり前（昭和 28 年）から全職員を対象に行っている。嘱託職員についても、契約

更新の可否を決める際に、勤務成績を評価している。それらをどう機能させるかという問題は

ある。 

委員：目標管理制度を他の保育園職員にも導入したほうが、組織の目標がはっきりするのでは

ないか。 

委員：改革計画の内容に直接ふれることになるので難しいとは思うが、何らかの形で生かせる

かどうか検討したほうがいいと思う。№18「カウンセリング研修」についても、いつまでにど

のような内容の研修を行うのか、もう少し詳しく書いてほしい。次に、№19「先進施設への派

遣研修」についてだが、進捗状況に「４月より 0123 吉祥寺へ地域子育て支援推進担当を派遣。

７月より八王子市のせいがの森保育園へ派遣。10 月以降も派遣を実施。」とあるが、誰を派遣

して何を学んだのかということも書いたほうがいいと思う。八王子市のせいがの森保育園とい

うのは、先進的な施設なのか。 

事務局：全国から注目されており、連日視察が入っている。園長は、保育の施設や年齢混合保

育、また保育園の中の人間関係についてなどの様々な考えをもっている方なので、その考えを

いろいろな形で伝えていただけると考え、職員の派遣受入れをお願いした。 



 ８

委員：№20「保育園経営に関する研修」についてだが、進捗状況が未記入なので予定を入れて

おいてほしい。№21「一時保育事業の実施」と№22「保育所子育て支援事業の充実」が再掲と

なっているが、これはなぜか。 

事務局：№５と№７の項目で出ているものだが、そこで掲げている部分と新規拡充の事業とし

て入れている部分では、関連する理念や目標が若干変わってくる可能性もあるために入れてい

るので、場合によっては入れなくてもいいと思う。 

委員：それでは、また後で整理したいと思う。次に、№23「乳児受入れ拡大」についてだが、

進捗状況に「保育課内ワーキングで検討中。平成 17 年度より実施予定」とあるが、わかるの

であれば拡大する人数を入れておいてほしい。次に、№24「障害児保育の全園実施」について

だが、進捗状況に「平成 16 年４月より全園において受け入れ可能な体制をとった」あるが、

各園２名の受入れ体制をとったということでいいか。 

事務局： そのとおりである。 

委員：各園の努力がわかるように、もう少し詳しい記述にしてもいいと思う。次に、№25「家

庭における食の充実支援」についてだが、進捗状況が未記入なので、未実施であっても何らか

の情報を入れておいてほしい。次に、№26「休日保育事業の検討」についてだが、進捗状況に

「保育課内ワーキングで検討予定」とあるが、時間の要素も入れて一応の目処を書いておいて

ほしい。次に、№27～32「民間保育園における事業」についてだが、お願いベースの話なのか、

それともお金を付けるという話なのか。 

事務局：お金についての裏付けを取るものがほとんどだが、基本的にはお願いベースである。 

委員：№29「産休明け保育…武蔵野赤十字、西久保、ありんこで実施」については、いつから

ということを入れておいてほしい。№30「障害児保育の実施…平成 16 年４月より全園で受入

可能な体制を整備」については、わかれば園ごとに何人受入れ可能なのかを入れておいてほし

い。 

事務局：市立保育園では全園で正規職員１名に対し２名の受入れを行っているが、民間園につ

いては、市は人件費の補助をするという形で、人員体制はあくまで園の判断にお任せしている。

そういう意味では各園２名ずつ受入れということにはなっていない。 

委員：サービスの拡充については、公立と民間で現状どうなっているのかということを一覧に

していただいたほうがいいと思う。 

委員：№33「子育てＳＯＳ支援センターの開設」については、進捗状況は「平成 16 年２月開

設」とあるが、どういう職員体制でどこに設置したのかということなどの情報を詳しく入れて

ほしい。 

事務局：ＳＯＳ支援センターは児童家庭相談室と併合して、子ども家庭部子ども家庭課に設置

した。 

委員：№34「こどもテンミリオンハウスや認可外保育施設などを活用した一時保育の拡充」に

ついては、進捗状況に「高齢者福祉課との合同プロジェクトにて境南町にて新規開設を予定」

とあるが、いつ頃の予定で事業内容および規模などの内容を入れてほしい。№35「家庭福祉員
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制度の拡充」についても、現状を書いてもらいたい。次に、№36「共助による子育て支援リー

ダー養成事業の実施」についてだが、進捗状況に「地域子育て支援推進担当において前提とな

る実態調査等を実施・検討中」とあるが、いつ頃具体的な結論が出るのかを書いてほしい。次

に、№37「産後の支援制度の検討」については、進捗状況に「今年度予算で 2,000 千円計上」

とあるが、予算だけでなくもう少し具体的な内容を入れてほしい。№38「ファミリーサポート

センターの設置検討」については、検討状況について書いてもらいたい。次に、№39「保育施

設や地域における子どもの安全の確保・防犯の取り組み」については、進捗状況に「桜堤・北

町・境南第２の３園でモニターカメラ付オートロック門扉設置（H16 年実施済）」とあるが、今

後の予定について入れておいてもらうとよりいいと思う。 

委員：オートロック門扉設置は全園で行う予定か。 

事務局： その予定としたい。 

委員：№41「認可外保育施設の利用者への負担軽減の検討」については、進捗状況が未記入で

あるが、どうなっているのか。 

事務局：平成 17 年度の概算要求は見送ったが、平成 18 年度に向けて検討していきたいと思う。 

委員：これからは、空欄を埋めていく作業を行っていけばいいのだが、分析を要する項目もあ

ると思うので、先程議論した課題・リスク等も含めて岡橋氏に協力いただきながら具体的に事

務局で検討してもらいたいと思う。委員会としては頻繁に集まることは難しいので、中間的な

ところでメール等でご連絡いただき、それに対し各委員から意見を送るという形にしたいと思

う。 

委員：改革計画の７頁に「認可保育園と認可外保育施設の不均衡の見直しに取り組みます」と

いう目標の中に「保育料の見直しに併せて」とあるが、保育料の見直しは評価表の活動項目に

は入らないのか。 

事務局：入れるとすれば、№41「認可外保育施設の利用者への負担軽減の検討」のところでふ

れていくことになると思う。 

委員：われわれが保育料等の金額について意見を言うことはできないが、「不均衡の見直しに

取り組みます」と目標をかかげている以上は、取り組まないといけないはずである。取り組ん

だ結果として、見直せなかったというのはやむをえないと思う。 

委員：23 区では保育料の見直しが決まっているところがいくつかある。サービス内容が変わら

ずに保育料だけが上がるというのでは納得いかないので、どれだけのコストがかかっているの

かということをはっきり示す必要があると思う。 

委員：それでは、保育料の見直しという項目を入れるようにお願いしたい。あとは、事務局と

岡橋氏にお願いする。 

 

４）各市民団体からの要望等について 

【意見交換】 
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委員：いくつか市民団体からの要望書が出ているが、主な要望内容は３つある。まず第一に公

開・傍聴をできるようにしてほしいということ。第二に議事録の発言委員名の掲載してほしい

ということ。第三に委員に保護者の代表を加えてほしいということである。 

事務局：三番目の要望についてだが、これについては議会の陳情の審議の中で、市長が委員に

加えるつもりはないということで申し上げており、事務局としては現状のままでお願いしたい

と考えている。 

委員：たしかに、委員は市長から委嘱されているものなので、われわれがどうこう言える問題

ではない。第一の傍聴については、聞いてもらってまずい話をしているわけではないが、傍聴

することによって具体的な陳情・要望がその場で展開されると困る状況も考えられる。 

委員：傍聴について言えば、具体的な発言の一部のみを利用した文書が出される可能性がある

という心配がある。ニュートラルな気持ちで傍聴してもらえないのではないか。そもそもこの

改革計画の評価は、認可保育園の保護者のためだけでなく、子育てをしている全ての家庭を対

象に行うものであるので、仮に市民からの意見を聞くのであれば、特定の団体ではなく、全て

の子育て家庭を対象にしなければいけないと思う。誰でも来ることができるような形のヒアリ

ングの場を設けてはどうか。 

委員：私の考えでは、基本的には現在のやり方を変えなくていいと思う。市民ヒアリングをや

っても現実には特定の意見に偏ってしまい、なかなか全体的な意見をきくことは難しい。ある

程度報告書が固まった段階で、ヒアリングの場をもつなどしたほうがいいと思う。 

委員：双方それぞれの立場もあると思うし、お互いの信頼関係を保つ必要もあるので、基本的

なところをおさえながら意見を聞く場を設けてもいいのではないか。 

委員：本委員会は政策決定をする場ではなく、評価をする場である。評価というのは、試験で

いえば採点をしているようなものなので、採点のプロセスを公開してほしいというのは無理な

お願いであると思う。自由な討論を保障するには、非公開が原則であると思うし、実名記載は

お断りしたい。そもそも評価というのは、公開しない方法以外ではできないものである。ただ

し、中間的なものにせよ、評価表がある程度固まった段階で、公開で意見を聞く会を設けても

いいのではないかと思う。ヒアリングの方法についてはいくつかあると思う。まず、私１人で

市民の話を聞くという方法が１つ。２つ目は、事務局は除いた上で委員全員が市民の話を聞く

という方法である。３つ目としては、委員は事実関係などの詳細の知識がないので、委員と一

緒に事務局も出席するという方法である。 

委員：ある程度の成果物ができた段階でヒアリングを行うと、不平不満も出てくると思うので、

事務局抜きで何もできていない段階でヒアリングを行ったほうがいいように思う。事務局が出

席すると、市への糾弾会になってしまうと思う。 

委員：ご指摘のように、何も出来ていない段階でヒアリングを行うのも１つの方法であると思

う。やはり、事務局については原則出席しないで、記録係で１人位いればいいと思う。 

委員：何でも自由に発言できるということになると、改革計画そのものの是非を問うことにな

ってしまうのではないか。 
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委員：ヒアリングを行う前提として、本委員会としての任務は改革計画そのものの是非を問う

ことでもないし、今後の政策を検討するものでもない。事実を確定して評価をすることである

ということをはっきりと説明すればよいと思う。 

委員：それには、今のところこういう評価の枠組みを考えているということを示したほうが議

論しやすいではないか。 

委員：たしかに、何もペーパーを配らずに議論はできないと思う。 

委員：どこまで絞ったものを示すかが問題である。 

委員：夜の７時位から１時間半程度行えばいいと思うが、会場を予約する必要がある。 

委員：100 人位入る会場がいいと思う。 

事務局：ご指摘のように、本委員会の任務は政策決定ではなく、改革計画に沿って実施されて

いるかどうかを評価することであるということを、まず市民の方々にわかっていただく必要が

あると思う。ある程度中身が詰まっていない段階でヒアリングを行っても、混乱するだけであ

るように思う。 

委員：市民としては、それを理解していなくても、当然ではないか。理解しているかどうかに

関係なく、一度話を聞くということが大切であると思う。開催時期としては、ある程度お知ら

せの期間を設けたほうがいいと思うので、10 月末辺りで行ってはどうか。 

委員：評価表がかっちりできていなくても、途中報告の形でもいいのではないか。 

委員：とりあえず事実として確定できる事柄をできるだけ埋めた表を示して、われわれが行う

ことは基本的にこういうことであるということを報告できればいいのではないか。 

委員：10 月 28 日（木）はどうか。 

事務局：10 月 15 日号の市報にどうにか載せることはできると思う。 

委員：それでは、10 月 28（木）午後７時から行いたいと思う。会の名称は「改革計画評価に

ついての市民の集い」としてはどうか。 

全員：了承 

事務局：場所はこちらで予約が取れ次第、お知らせしたいと思う。 

 

４．その他 

１）次回の日程について  

委員：評価表作成の作業が進むのであれば、10 月 28 日の前に開催したほうがいいと思う。 

全員：了承 

■第４回：平成 16 年 10 月 22 日（金）午前９時 30 分～午前 11 時 00 分（予定）  

市役所８階 801 会議室 

 

― 閉 会 ― 


