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平成３０年度東京都立埋蔵文化財調査センター指定管理者評価委員会 

 

日時：平成 30年 8月 2日 10時から 

                                  場所：東京都教育庁教育委員会室 

 

１ 資料確認 

２ 委員紹介 

３ 傍聴希望の有無 希望者なし 

４ 平成２９年度評価委員会 議事 

 

 

【清水課長】  少し時間よりも早いですけれども、皆さんお揃いになったので始めさせていただ

きたいと思います。 

 都立埋蔵文化財調査センター指定管理者評価委員会をただいまから開催いたします。 

 委員の皆様には、指定管理者評価委員会の委員をお引き受けいただき、また、お忙しい中ご出席

いただき、誠にありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、本委員会事務局の地域教育支援部管理課長清水で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、平成２９年度に実施いたしました指定管理業務の評価をお願いいたしたく、委員会を開

催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。今年から、可能な限りペーパーレス

化での委員会開催となっております。都庁全体の方針でございまして、よろしくお願いいたします。

机上の資料は本日の次第、座席表、教育庁による一次評価メモ用紙、今年の企画展示のパンフレッ

トとなってございます。議事の進行はスクリーンを御覧いただきながらとなりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、私から委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

 鵜川委員。 

【鵜川委員】  鵜川でございます。よろしくお願いします。 

【清水課長】  谷川委員。 

【谷川委員】  谷川でございます。 

【清水課長】  小畑委員。 

【小畑委員】  小畑です。よろしくお願いいたします。 

【清水課長】  永沼委員。 

【永沼委員】  永沼でございます。よろしくお願いします。 

【清水課長】  太田委員。 
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【太田委員】  太田でございます。よろしくお願いいたします。 

【清水課長】  茂木委員。 

【茂木委員】  茂木でございます。よろしくお願いいたします。 

【清水課長】  栗原委員。 

【栗原委員】  栗原でございます。よろしくお願いします。 

【清水課長】  続いて、教育庁事務局の職員紹介をさせていただきます。各自、よろしくお願い

します。 

【事務局（伊藤）】  埋蔵文化財担当の伊藤でございます。よろしくお願いします。 

【事務局（岡田）】  事業調整担当の岡田と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（野口）】  埋蔵文化財担当、野口と申します。よろしくお願いいたします。 

【清水課長】  それでは、スポーツ文化事業団のほうも自己紹介をお願いいたします。 

【坂内常務】  東京都スポーツ文化事業団常務理事で、東京都埋蔵文化財センター所長も兼ねさ

せていただいております坂内と申します。よろしくお願いいたします。 

【鈴木副所長】 センターの副所長の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【野村課長】 埋蔵文化財センター経営管理課の野村と申します。よろしくお願いいたします。 

【武笠】  埋蔵文化財センター経営管理課、広報担当の武笠と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

【新田】  埋蔵文化財センター契約担当の新田です。よろしくお願いいたします。 

【清水課長】 よろしくお願いいたします。 

 委員会につきましては、東京都立埋蔵文化財調査センター指定管理者評価委員会設置要綱に基づ

き組織されており、委員会の会議は昨年から公開で行うことになりましたが、本日の傍聴希望はご

ざいませんでした。 

 また、本日の議事録は後日公表することになっておりますので、あらかじめご承知おきください。 

 それでは、要綱第４条及び第６条によりまして、委員長及び議長は、東京都教育庁地域教育支援

部長の職にある者をもって充てるということになってございますので、今後の本委員会の運営、進

行を太田地域教育支援部長にお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

【太田委員長】本委員会の委員長及び議長を務めさせていただきます、東京都教育庁地域教育支援

部長の太田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しいところ、指定管理者評価委員会にご出席いただき、ありがとうございます。また、

日ごろから東京都の教育行政、文化財保護行政等に関しましてご理解とご協力を賜り、感謝を申し

上げます。 

 本日の評価委員会は、都立埋蔵文化財調査センターの業務を公益財団法人東京都スポーツ文化事

業団に管理委託した、平成２９年度の管理状況につきまして審議をしていただくこととなってござ
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います。当センターは、東京都教育庁唯一の指定管理者制度の導入施設でございまして、制度導入

の狙いである住民サービスの向上と効果的・効率的な施設運営がなされているかについてご審議を

いただくということで、よりよい運営につながるよう期待しております。 

 それではまず、審議を始める前に、事務局より評価委員会及び指定管理の経緯につきまして説明

をお願いします。 

【事務局（岡田）】  では、岡田のほうから説明させていただきます。着席して失礼します。 

 まず、評価委員会について、でございます。委員会は、指定管理者設置要綱第３にございますと

おり、外部委員４名、内部委員３名の合計７名により組織されております。本日はあらかじめ東京

都教育委員会が行いました一次評価を踏まえ、委員会としての評価を行ってまいります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、指定管理導入の経緯について概略をご説明させていただきます。平成１５年６月の自治法

の改正により、東京都では平成１８年度から多くの施設において指定管理者制度を導入しておりま

す。都立埋蔵文化財調査センターも、発足当初から指定管理を始めています。制度導入時からこれ

まで一貫して、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が特命選定により指定管理者として管理運

営を実施しております。 

 特命選定となっている理由ですけれども、当該施設が埋蔵文化財調査の本部施設として活用でき

ること、専門知識を持った職員による埋蔵文化財資料の展示、情報発信が必要であること、また、

事業団の発掘調査事業等の自主事業と相互で一体的な活用ができること、さらに専門職員の十分な

配置が必要な施設であるなどの特殊性があるためです。 

 今回の評価委員会は、指定管理者として３期目、指定管理開始から１２年目の事業が評価の対象

となっております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【太田委員長】  続きまして、埋蔵文化財センターの平成２９年度の事業報告につきまして、指

定管理者である公益財団法人東京都スポーツ文化事業団から説明をお願いいたします。 

【坂内常務】  それでは、私の方から２９年度の事業報告について説明をさせていただきます。

事前にお出ししております事業報告書に詳細な実績を記載いたしましたけれども、本日はこちらの

スクリーンのほうで説明をさせていただきます。 

 まず、当事業団ではこの３つの基本方針を定めて管理運営に当たっております。１つは、多様な

企画事業の実施、２に発掘調査事業との一体的管理、３、適切な施設管理でございます。 

 まず、多様な企画事業の実施について、でございます。常設展では、都民の皆様に埋蔵文化財に

親しんでいただくため、多摩ニュータウン遺跡の遺物を活用し、「多摩を発掘する」というテーマで

旧石器時代から江戸時代まで、約３万年に及ぶ多摩丘陵の歴史をわかりやすく展示しております。 

 続きまして企画展示でございます。企画展示は、企画から展示品の選択、展示台の設計まで職員

が行いまして、毎年１回、展示替えを行っております。平成２９年度は「東京発掘 江戸っ子のく
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らしと文化」と題しまして、都内の埋蔵文化財調査を実施する当センターの強みを生かし、初の試

みとして江戸遺跡調査の成果を展示いたしました。また、増加する外国人利用者に向けて東京の埋

蔵文化財の魅力をわかりやすく伝えるため、英語版のパンフレットも作成いたしました。 

 展示ホールのほか、エントランスや廊下も活用しております。火起こしの疑似体験や立体土器パ

ズルなどが体験できる体験コーナー、リピーター獲得のために選りすぐった遺物を月替わりで紹介

する今月の逸品コーナー、江戸遺跡や福島県の震災復興支援事業に関する展示コーナー、図書コー

ナー、ビデオコーナーなどを設け、幅広いお客様のニーズにおこたえしております。こうした工夫

を重ねました結果、年間利用者は２万８,０３９名となりまして、４年連続２万８,０００人を超え

る結果となってございます。 

 次に、多種多様な体験教室としましては、「縄文土器作り教室」、「トンボ玉作り教室」など年間２

１種類、全４０回の教室を開催し、１,４２５名のお客様に参加していただきました。また、子供か

ら大人まで楽しめる大規模な体験型イベントの「縄文ワクワク体験まつり」は、５月３日、４日の

２日間で１,７１９名のお客様に参加していただき、これまでの最高の参加数を記録いたしました。

今年度から、現場の調査研究員が子供たちに発掘を指導する発掘体験コーナーを新たに設け、行列

ができるほど大変好評でございました。このイベントは２日間で、当センターの職員と、考古学を

専攻する学生で運営しましたが、手づくり感が非常に好評で、職員たちの努力が報われたものと自

負しておるところでございます。 

 また、学校教育と連携した歴史教育支援を推進してまいりました。都内の小学校、特別支援学校

への出前授業は１２校を訪問し、火起こし体験や縄文土器づくりなどを行い、９４９名が参加され

ました。中学生の職場体験受け入れは８校、延べ８１名の生徒さんに来ていただき、埋蔵文化財へ

の取り組みやお客様サービスの姿勢などを学んでいただきました。小学校から大学までの団体見学

の受け入れも積極的に行っておりまして、１６２校、８,１４２名に見学していただきました。受け

入れに当たりましては、事前に各学校のご要望にあわせて企画、提案等を行うとともに、体験コー

ナーで使用しているドングリなどのアレルギー対策も行っております。 

 外部連携事業といたしましては、区市の教育委員会や多摩市文化振興財団、多摩動物公園等と連

携し、縄文土器づくりや勾玉づくりなどを行いました。また、埼玉県と神奈川県の埋蔵文化財セン

ターと連携した公開セミナーを開催し、合計で１３件、８４６名の方に当センターを知っていただ

ける機会と、埋蔵文化財に親しんでいただける機会を提供いたしました。 

 広報活動としましては、無料でありながら効果的な東京都や多摩市の広報、新聞、ミニコミ誌の

情報コーナーなどの利用を継続したほか、有料の新聞広告も活用いたしました。また、電車内から

見える表示塔を、夜間でも目立つようにＬＥＤ照明でライトアップして、認知度向上を図っており

ます。 

 続きまして、発掘調査事業との一体的管理について説明いたします。当事業団は、埋蔵文化財を

適切に調査研究し、記録保存するため、開発事業者の理解を得ながら発掘調査事業を実施しており
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ます。平成２９年度の調査事業は３５事業、事業規模は２７億円を超えてございます。こうした調

査に携わる多数の調査研究員が、知識と経験を生かして各種の展示・体験教室・講演会など、質の

高い事業を行っております。 

 文化財講演会では、発掘調査に携わった調査研究員も講師を務めました。今年度は、日野バイパ

ス地区の調査結果について調査を行った職員が講演をいたしております。また、今月の逸品コーナ

ーでは、発掘調査成果の速報展示も行いました。北区田端西台通遺跡から出土しました平安時代前

期の鉄製の鍬先の展示を行い、好評をいただきました。このほかにも文京区大塚遺跡や豊島区巣鴨

遺跡などで遺跡見学会を計５回行い、１,７３３名の方にお越しいただきました。 

 次に、適切な施設管理についてご説明いたします。まず、ユニバーサルデザイン化の推進といた

しまして、小さなお子様連れのお客様でも安心してセンターをご利用いただけるよう、施設内に授

乳スペースを新設いたしました。また、遺跡庭園の段差解消工事や、筆談器、度数を変えられる老

眼鏡、杖置きの設置など、さまざまなお客様が安全かつ快適に見学できるよう工夫をいたしました。 

 次に、ＩＣＴ化の推進でございます。まず、体験教室等の申し込み方法について、これまでの往

復はがきに加えて、スマートフォンなどから手軽に行えるインターネット申し込みを本格実施し、

多様な世代が応募しやすい環境を整備いたしました。さらに、誰でも簡単に利用できる無料Ｗｉ－

Ｆｉを展示エリアに設置し、学習の補助に有効な通信環境も整備いたしました。また、こうした取

り組みに当たりましては個人情報対策も徹底しております。 

 続いて警備及び防犯体制の強化といたしましては、施設の出入り口４カ所にも監視カメラを設置

いたしました。また、工事等についても適切な対応を行っております。開館後３２年となる施設を

安全、安心、快適に利用していただくため、修繕工事等を１４件、サービス向上のための改善工事

等を８件実施いたしました。いずれも休館することなく実施しております。 

 最後に、お客様の声について説明させていただきます。まず、アンケート結果でございますが、

積極的に来館者に協力依頼を行いました結果、一般利用者２,９５９名、イベント参加者１,３５３

名、学校見学５３校から回答をいただいました。展示内容、行事、施設の快適さなど、いずれの項

目も高い評価をいただいております。中でも職員の接遇や説明に関する満足度は昨年度に引き続き

９８％以上と、大変高い評価をいただいております。 

 続いて、アンケート結果をもとに取り組んだ事例を幾つか紹介させていただきます。縄文土器の

型式を書いてほしいというご要望を受けまして、土器型式を記載したキャプションに全て入れ替え

をいたしました。また、土偶をもっと見たいというご要望については、専用の展示ケースを作成し、

いつでも見学できるよう常設展に追加いたしました。特別収蔵庫の奥まで見えるようにしてほしい

というご要望に対しては、奥まで見やすくするための照明を増設いたしました。コインロッカーが

欲しいというご要望に対しましては、展示ホール入り口スペースに無料のコインロッカーを設置し

て、荷物を持たずに快適に見学していただけるよう改善いたしました。いただいたアンケートのご

意見などにつきましては、内部で共有するとともに、担当部署で直ちに検討し、可能なものから順
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次改善を行ってございます。 

 また、大変高い評価、お褒めの言葉をいただいておりまして、職員のやりがいにつながるととも

に、様々な改善、成果に結びつけることができたと考えてございます。アンケート調査と分析はこ

れからも継続し、より質の高い事業の展開に活用してまいります。今後とも利用者の目線に立った

運営を行うとともに、より積極的な事業展開をしていきたいと考えているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

【太田委員長】  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等ご

ざいましたらお願いいたします。 

 谷川委員、お願いします。 

【谷川委員】  私は、この委員会は大分前から出席させていただいて、毎年同じようなことを申

し上げているかもしれませんが、まず、利用者数が２万８,０００というのは、普通、地域博物館だ

と大体２万人を超せばいいぐらいなので、非常に高い数字をずっと維持されているというのは、大

変な努力だったと思いますので、これもここ何年か申し上げているんですが、もうあまり数にはこ

だわらずに、クオリティを高めるような形にしていくのがいいのかなと。実際、そういうことを申

し上げてから、やはり活動内容が非常に多様化しているというのは事実だと思いますので、それは

非常にいいことだと思っています。 

 それから、おそらく埋蔵文化財センターの職員の方が世代交代期に入っておられると思いますの

で、こういうノウハウをどうやって継承するか、蓄積するかというのは、結構問題になっていくん

だと思うんですね。もちろんそれは発掘調査自体もそうだと思いますけれども、その仕組みが多分、

必要だというふうに私は思います。 

 それからもう１点は、利用者がどうしても、学校との連携の場合に小学校が非常に中心になると、

ある意味でいいと思うんですけれども、前にもちょっと申し上げたと思うんですが、大学との連携

というのは、私は大学の教員なんですけれども、もう少し東京都埋蔵文化財センターに私が働きか

けなければいけないのかもしれませんが、大学との連携というのも、これ、後継者育成の問題とも

絡んでくるので、私は少し戦略的にお考えになるのもいいのではないかと思っております。そのあ

り方はおそらくいろんなものがあろうかと思いますけれども、その辺が今回、拝見していて思った

わけです。 

 それから、企画展は、この江戸のものは私の周りでもわりと評判がよかったので、非常によかっ

たというふうに思っています。ありがとうございました。 

【太田委員長】  ありがとうございました。 

【坂内常務】  ありがとうございます。先生にご指摘いただきました世代交代は、非常に我々も

認識しているところでございまして、２つ取り組みをしてございます。１つは、大ベテランと、こ

こ数年採用を再開した新人で、中堅クラスがごそっといないという状況でございますので、まずは

ベテランから若手にいかに継承を図るかということで、研修、それも形式的な研修だけではなくて、
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実務的な、役に立つようなということを意識した上での研修を強化するということと、若い人には

早く育っていただかなければいけないということで、今年からなんですけれども、チューター制と

いうか、リーダー制というか、中堅と新人をペアにいたしまして、個人教授という形につけて、い

ろんな新人の悩みとか、そういったものを吸収しながら育成しようという取り組みを始めたところ

でございます。あとは、長年そういう状況でございましたので、いわゆる人事任用の昇任制度につ

いても若干不備な点があったものですから、昇任スピードというか、資格を得る期間といったもの

を若干、一昨年から短くさせていただいて、必要があれば、それは教育庁ともご相談の上、対応し

てまいりたいと思ってございます。 

【太田委員長】  よろしいですか。 

【谷川委員】  ありがとうございました。 

【太田委員長】  そのほかにご質問、ご意見ございましたら。 

 鵜川委員、お願いします。 

【鵜川委員】  いただいた資料１にあります収支状況決算書について１つお聞きしたいんですが、

今期は予算というか、収入に対して約２００万ぐらいの赤字になっていますが、内容を拝見します

と、かなりいろんな項目にわたってプラスマイナスがあったんですけれども、これについての状況

の説明をちょっとお願いできれば助かります。 

【野村課長】  ２９年度なんですけれども、ご指摘のとおり、約２００万円ほどの赤字と、指定

管理に関して言いますとなっております。これは一昨年度、平成２８年度に逆な形で、約２００万

円ほど黒字があったものを、指定管理と全体のバランスをとるために、積極的にさまざまなところ

に投資していった結果でございます。 

 主な内容でございますけれども、例えば旅費のところがちょっと増えているのは、実は現在、お

手元にお配りしました平成３０年度の企画展示が、当初、大島ですとか小笠原を含めた東京の島々

ということで、３月に展示会を行ったんですが、島への出張旅費が、通常、都内で行くよりもはる

かに多くなったというところがございます。これも企画展示を積極的に進めていった結果でござい

ます。それから一般需用費等でございますが、こちらは内容の方に書かれているように、広報に係

る消耗品等でございますが、クオリティアップということも含めて、若手育成の関連もあるんです

けれども、事前の準備等にこれまで以上に消耗品等を使うことが増えてきたということもございま

すし、そのほか、庭園の修繕費等に関してはこちらの費用を使うことになっておりますので、先ほ

どちょっと出ましたけれども、遺跡庭園のフラット化、そういったこと等に積極的に投資したもの

でございます。 

 さらに、委託料も若干、同様のところがあるんですけれども、遺跡庭園の維持管理等についての

委託を行っているんですが、そちらも積極的に進めまして、火焚きというのを復元住居内で行って

いるんですが、そちらの回数を増やして、お客様により親しんでいただく機会を増やしてみたりと

いうことに投資しております。そのほか、備品購入費、こちらは先ほど紹介にありましたコインロ
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ッカーを設置するために取得した費用でございます。２台でこの価格です。そのほか、施設管理費

に関してですけれども、光熱費は電気代の値上げ等に関するものが多いんですが、次の一般需用費

等は、やはり設備投資の部分でしょうか、例えば、先ほどありました監視カメラですね。平成２８

年度に館内の監視カメラを設置して警備強化を図ったところですけれども、２９年度は館外、出入

り口等につきまして監視カメラをつけるなどした結果でございます。工事請負費等に関しても同様

なことで、さまざまな施設改善等に費用を投下したといった内容でございます。 

【鵜川委員】  ありがとうございました。 

【太田委員長】  よろしいですか。 

 そのほか、ご質問、ご意見等、ございましたらお願いいたします。 

 永沼委員、お願いいたします。 

【永沼委員】  私は博物館の立場から少し話します。先ほど、Ｗｉ－Ｆｉの設置ということがあ

ったんですが、私どももＷｉ－Ｆｉをつけているんですが、なかなか利用者が伸びない。おそらく

統計的なデータも持っていると思うんですが、どのぐらいの利用者がいて、それを拡大する具体的

な方法があれば、まずそれを教えていただけますでしょうか。 

【野村課長】  Ｗｉ－Ｆｉにつきましてはご指摘のとおり、実はそれほど多くの方が利用されて

いるわけではございません。というのは、まずスマートフォン等について、キャリアというんでし

ょうか、通常の電波を使ったほうの費用が比較的安くなっていて、定額化というのが多いせいも一

つはあるかと思うんですけれども、入り口で手続が若干必要ですので、そのあたりが障害の一つに

はなっているかと思います。ただし、私どもとしては入り口の手続をどのようにするかということ

をさまざま考えたんですけれども、アンケートに３つだけ答えていただければそれだけで接続でき

るというふうに、極めて簡単にはしているんですが、なかなか皆さん、伸びないところはあります。

ただ、今年度に入ってからなんですけれども、小学校の団体見学の中で、学習の一部としてタブレ

ットを持参されて、その場で検索して調べたいというようなご要望がありまして、こちらのＷｉ－

Ｆｉをうまく使うことができるようなことに結びついたので、これからそういったご案内なども必

要なのかなというふうには考えております。 

【永沼委員】  続けてよろしいですか。Ｗｉ－Ｆｉの利用は外国人対応というよりは、国内での

今のような新しい小学校の利用とか、そういうことに活用するということですね。 

【野村課長】  将来的にどうするかという点につきましては、外国人利用者の方への対応につい

ても視野には入れているんですけれども、コンテンツの問題、あるいはウェブ関連の契約の問題等

で、今若干苦労しておりまして、今後の課題かと考えております。 

【永沼委員】  申しわけございませんが、あわせて幾つか。今、Ｗｉ－Ｆｉというか、広報のほ

うなんですけれども、Ｗｉ－Ｆｉ、またはブログとかツイッター、ＳＮＳを使った広報なんかもや

られているんじゃないかと思うんですが、その辺のところについて教えていただければと思うんで

すけれども。 
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【野村課長】  私どもはホームページをメインに活用していまして、今後、ほかのＳＮＳ系のも

のをどうするかということは、検討の俎上に上っているところなんですけれども、マンパワーの問

題等がございますので、なかなか一息に進むということができないでいるところであります。 

【永沼委員】  もう１点だけ。資料をちょっと見させてもらう中で、私どもも実はやっているん

ですけれども、コハクの勾玉づくりという体験が載っていました。再生コハクを使っているという

ことなんですが、正直言うと大変時間がかかるんだと思うんです。その辺の体験上の工夫というん

でしょうか、こんなふうにして時間の短縮とか、何かあったら教えていただければと思います。 

【野村課長】  私どもも、コハク勾玉は磨くのに時間がかかるということは、事前にこちらで制

作してみて十分わかっているところではあるんですけれども、お客様が体験される前に、かなりの

形のところまでは荒削りをしておくということを、通常の勾玉の作業よりも少し多目にして対応す

ることで、満足度が高くなるような工夫はしております。１００％きれいに磨くところまでどうし

ても達成できないんですけれども、それでも形になって、勾玉がコハクでできるとこんななんだな

ということがわかるぐらいまでには、どうにかお客様の体験の時間の中で達成していただけるよう

な工夫ということでやっております。 

【永沼委員】  全体としていろいろ見させてもらって、かなり一生懸命事業に取り組んでいるな

という感じはありました。 

【太田委員長】  そのほか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

【小畑委員】  学校の方は本当にいろいろお世話になっていまして、子供たちも関心を持ってい

ろいろ勉強できる、そういう提供をしていただいています。また、学校から訪問をさせていただい

た際も、本当に興味関心を持てる関わりを持っていただいて、子供たちも帰ってからの勉強の意欲

に係わっているところなんですけれども、ただ、以前もちょっとお話をしたかもしれませんが、教

職員、先ほど世代交代の話もありましたけれども、学校においてもちょうどミドルエージの先生が

いなくて、ベテランと若手というようなところが非常に、学校の中にも実はありまして、若い先生

たち向けの、例えば教職員の研修であるとか、そういう場を与えていただくことで、施設の利用に

関してさらに学校との連携が図れるのかなということも考えているところなんですが、それについ

ては何かお考えとか、教育委員会と連動されているようなことがあったら教えていただけるとあり

がたいです。 

【坂内常務】  特に若い先生方向けのというのは、今は実施していないんですけれども、少人数

ではあるんですけれども、中堅の先生の研修ですか、個人的に研修される、それの研修先として当

センターを選んでいただいて、お見えになる先生は年に何人かいらっしゃいます。若手の先生の件

については、教育庁のご意見、アドバイスもいただきながら考えてまいりたいと思います。 

【小畑委員】  ありがとうございます。 

【太田委員長】  そのほか、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 よろしいですか。 
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 それでは、指定管理者への質問も終了いたしましたので、次に審議を進めてまいりたいと思いま

す。指定管理者は、恐縮ですがご退室をお願いいたします。 

 

（東京都スポーツ文化事業団 退室） 

 

【太田委員長】  それでは、これより審議に入ります。 

 まず、教育庁の一次評価につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（岡田）】  教育庁による一次評価について説明させていただきます。 

 まず、確認項目の設定及び評価基準について説明いたします。確認項目は指定管理者評価指針に

基づき設定しております。ア、確認項目の評価基準にありますとおり、評価に当たっては施設の設

置目的や指定管理者が果たすべき役割などを踏まえ、３段階で評価することとなっております。こ

の３段階は、表にありますとおり、「水準を上回る」が２点、「水準どおり」が１点、「水準を下回る」

が０点と換算いたします。さらに、施設が果たすべき役割や、都が特に重視する項目については得

点を２倍とするポイント加算が認められております。 

 今回の評価項目は全部で３４項目、その全ての項目が水準どおりとなった場合の合計が標準点と

されます。今回の標準点は４０点となります。最終的な評価は、この評価得点の合計により、Ｓ、

Ａ＋、Ａ、Ｂの４段階評価をいたします。従来はＳ、Ａ、Ｂの３段階でしたが、昨年からＡ＋が加わ

りまして細分化されております。確認項目の得点が５４点以上になりますとＳ、５３から５０点が

Ａ＋、４９点から３６点がＡ、標準点の場合はＡとなりまして、３５点以下がＢとなります。 

 以上が評価項目の設定と評価基準の説明になります。 

 次に、一次評価を行うに当たって調査しました事項を説明いたします。評価に当たっては、指定

管理者から毎月提出される管理報告書及び定期的に行う現地調査を踏まえまして、さらに事業終了

後に提出されます事業報告書により、指定管理者として果たすべき業務が行われているかを検討い

たしました。一次評価の項目はこちらになります。管理状況に関する項目が４項目、事業効果に関

する評価が３項目、確認事項として、財務状況と特命要件の継続の２項目になっております。 

 この中で教育庁として特に重視し、配点を２倍にした項目について説明いたします。ここからは

スクリーンの字が小さいので、お手元の一次評価資料もあわせてごらんいただければと思います。

まず、管理状況についてですけれども、こちらの方は「出土品管理」及び専門職員の「人員配置」

の２項目、次のページの事業効果の方は、「公開事業」、「企画事業等の実施・成果」、「事業企画の成

果」、「職員の接客対応」の４項目になります。 

 お手元の資料を１枚戻りまして、管理状況の評価について説明させていただきます。評価の各項

目におきまして、それぞれ確認を行いましたが、表中の評価内容のとおり、施設設備の日常的な維

持管理は計画書に基づき実施されて、経年劣化による修繕等も公開に影響が出ないよう迅速に対応

していました。また、常に館内や遺跡庭園は快適にご利用いただけるよう清掃が行き届いており、
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庭園の水はけ改良工事を実施するなど、環境整備を進めておりました。 

 続いて安全性の確保等に関する項目になります。全体の避難訓練や休日の少人数体制を想定した

訓練を実施するとともに、ＡＥＤを用いた救命訓練を実施しておりまして、こちらは水準どおりと

して評価いたしました。多くの項目を水準どおりとして評価いたしましたが、管理面で水準を上回

ると評価しましたのは、「施設警備」に関してです。これまでの有人警備に加えまして、館内と施設

外部に監視カメラを設置し、施設全体の警備と防犯対策を強化している点についてプラスの評価を

いたしました。 

 次に、事業効果について説明いたします。事業の取り組みについては、年間事業計画に基づき全

ての事業の確実な実施が認められました。水準以上の評価としました項目は、「公開事業」と「サー

ビス向上に向けた取り組み」です。これまで多摩をテーマに企画展を実施していましたが、初めて

江戸遺跡調査２５年目の成果を一般公開し、先ほど財団の方からも報告があったと思いますけれど

も、利用者アンケートでも高評価を得ている点、また、常設展に土偶を加えるなど、利用者のご要

望に応じた取り組みや、体験教室のインターネット申し込みを本格稼働させるなど、現状維持では

なく、一つ上を目指した事業展開についてプラスの評価をしました。 

 次に利用状況についてです。施設の規模に対して非常に多くの利用者を受け入れており、これは

事業企画等の創意工夫の成果、また、さまざまなＰＲ活動が利用促進につながっている点について

プラスの評価をしております。 

 続きまして利用者の反応の項目についてです。こちらについては、３つの項目について水準を上

回るという評価を行いました。一般利用者、イベント参加者、学校見学、それぞれでアンケートを

実施し、今後の事業展開のためのデータ分析を行っていること。また、その結果を反映させてさま

ざまな施設改善を行い、利便性の向上につなげている点。また、利用者満足度は９０％超をずっと

維持している点と、接遇満足度は９８％と特筆すべき高い評価を得ておりまして、丁寧な説明、案

内でよかったというコメントが非常に多く寄せられています。これは職員の専門性の高さと接遇力

の高さが反映されていると判断し、水準以上の評価をいたしました。 

 以上の評価結果を、「水準を上回る」を２点、「水準どおり」を１点、配点増の項目を２倍換算し

て点数化いたしました結果、「水準を上回る」が８項目、「水準どおり」が２６項目で合計５１点と

なりまして、こちらは先ほど説明しました評価指針に基づく計算方法によると、評価はＡ＋という

結果となります。 

 最後に、お手元の資料３枚目の確認事項といたしまして、財務状況と特命案件の継続について説

明させていただきます。指定管理者の財務状況につきましては、事前に鵜川委員にご確認いただい

ております。資料に記載のとおり、公益財団として財務状況については収支均衡の経営を堅実に行

っているとの判断をいただいております。特命要件の継続に関しましては４項目ございますが、設

置条例に定める目的と合致して活用が図られ、指定管理業務とともに発掘調査事業等の自主事業も

充実させることで、事業全体の充実と効率化が図られており、特命要件は継続していると判断しま
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した。 

 一次評価についての説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【太田委員長】  ただいま事務局から、教育庁一次評価について説明がございました。ただいま

の説明につきましてご意見、ご質問等ございましたらご発言をお願いいたします。 

 栗原委員、お願いします。 

【栗原委員】  どの項目に当てはまるかはちょっとわからないんですけれども、ニーズの把握な

んでしょうか、確かに小学校の子供たちというのは多く来ていますけど、中学校の子供たちは１％

というふうになっていて、これは中学校に対してどんなことをやっているのかなということが、先

ほど言えばよかったんですけれども、見えないなということ。それから、学校に回答させることと

子供たちが回答することは全く意味が違うと思うんですね。学校の部分だけは学校回答になってい

て、それで１つの学校全部、ニーズがあると、そういう判断なんですけど、このアンケートのとり

方についても今後考える必要があるんじゃないかなと思います。 

 先ほど、質のお話というのがあったので、この２万７,５００という、ここに利用者数が書いてあ

りますけど、どのように利用しているのかなというのを、どのようにカウントしていくのかという

のは、今後の課題なんじゃないかなと思います。どれぐらいの滞在時間いて、何を見てどうだとい

うのがちょっとわからないなということで、２倍というのもそのまま数だけ見ていいのかなという

のが疑問です。利用状況のところと、それからニーズの把握のところについては、今年度はこれで

よろしいのかなと思うんですが、今後、このままの把握の仕方ではいかがなものかなというふうに

思います。 

 以上です。 

【太田委員長】  ありがとうございます。 

【事務局（伊藤）】  確か昨年もあったと思うんですが、中学校に対する取り組みはなかなか進ん

でいないというのか、一応、ご案内はしているというのは去年も説明があったんですけど、実際上、

学校単位としてはカリキュラムの関係上、なかなかタイトだということと、これは小学校も同じで

すけど、歴史の授業の関係上、４月、５月に該当する時期があって集中するとか、そのときに多様

なイベント等がそれぞれ学校であるということで、利用が非常に進んでいないというのは事実であ

ります。逆に中学校になると職場体験みたいなものも受け入れてはいますので、今日のご指摘は改

めて財団のほうにも伝えて、今後の取り組みに生かしていきたいなというふうに、まず１点目は思

っております。 

 ２点目については、人数の把握は遺跡公園と展示施設が別々に、ちょっと離れた形になっており

まして、遺跡公園のほうは全くカウントしていないんですね。展示施設のほうは受付に職員がいま

すので、その職員が人数を把握しているという形なので、館に入ってきて一定の、今、利用滞在時

間の話がありましたけど、施設を見学なりの行為を、すぐ出て行っちゃうかどうかは別として数え

ているというところです。なので２万７,０００を超える方々や、あと、さまざまなイベントも打っ
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ていますので、イベントで来ている方の人数ということで、谷川委員からもありましたけど、あま

り同類の、全く同じような施設というのは全国にはない、博物館でもないので、そういった意味で

は非常に多くの方に来ていただいているし、リピーターも多いのかなというふうに思っているとこ

ろですが、人数だけが全てじゃないので、利用人数２万７,５００人というのは、経営目標として総

務局さんとの関係の中で設定されている部分があって、人数だけではないよねというところを、今

後どのように評価項目にしていくかというところはあるんですけれども、一定程度ご理解いただい

ているという成果でもあるので、この辺の目標値はともかくとして、実際上、このぐらいの方が来

ていただいているのかなというふうに思っています。 

【太田委員長】  栗原委員、よろしいですか。 

【栗原委員】  後段のほうは構わないんですけど、中学校の方は本当にこれでいいのかなという

のは、本来的には小学生よりも学術的な中身というのは中学生なんですね。カリキュラムが忙しい

のは小学校も同様です、先ほどお話があったとおり。要するに内容とニーズが合っていないという

ことだと思います、中学生が使わないということは。単純にそれだけの話なんじゃないでしょうか。

歴史学習はもう１回中学生でやりますので、そこのニーズが合っていないんじゃないかなというの

が感想ですね。実際にどういうことをやっているかは見ていないので、何とも言えないんですけれ

ども、それがこの人数差に表れているような気がします。 

【太田委員長】  特によろしいですか。 

【栗原委員】  今後改善していただければそれで結構だと思います。 

【事務局（伊藤）】  おっしゃっている内容はわかりましたので、財団にもまた情報提供をして、

取り組みがこれで深めていけるならばというふうに思います。 

【太田委員長】  そのほか、ございますでしょうか。 

【永沼委員】  今、入館者さんのお話の中で、あくまでこの２万７,０００というのは館に入って

きた方ということだと思うんですけど、資料をちょっと見させてもらったときに、３５０日か、か

なり開館しているんですね。この開館日数というのは大変驚いて、これは評価が高いだろうと思い

ました。私どもの博物館では３０６日、大抵の博物館ですと３００日前後が多いんじゃないかと思

います。そこの中でほぼフルに、３６５に近いような日数を開館している、それで先ほどの人数な

のかなということを感じたので、これは評価を高くしてもいいんじゃないかなという感じはしてい

ました。 

 それと今、栗原委員の、教育の専門の方なので一番ご存じだと思うんですけれども、実は私ども

も、中学校の利用が少ないことに大変悩んでおります。学習指導要領もまた変わるわけですけれど

も、来年からのものにも、小学校の学習指導要領の中にも近くの遺跡、博物館等を利用しなさい、

中学校の指導要領の中にも、解説の中にも確か書いてあるはずなんです。そのことを学校の先生方

にも我々はお願いするんですが、なかなかやはり来ていただけない。総合的な学習の時間も、英語

だったりに使うことが増えてきた、なかなか来るための交通機関の準備ができない、市町村立の学
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校さんですとなおさらのこと、なかなか出て歩かないということもあります。そういう中で１％と

いう数が少ないか多いかというのはあるかもしれませんけれども、私ども２５万人の入館者の中で

も、やはりその程度なんですね。ですから、東京都さんのこれを見たときも、中学校はなかなか厳

しいなと思いました。 

【栗原委員】  出前授業の一覧にも中学校がないんですよね。なかなか中学生は部活があったり、

いろいろ教育課程上、難しいことがあるのはそれはそれで事実なので、それならばやっぱり出前授

業の方とか、違う方向からも連携をしていくことが必要で、その上で、じゃ、中学生自身が行って

みようかなというふうになるという手順かなと思うんですけど、出前授業にも無いので、多分、メ

ニューが無いんだと思います、中学生向けの。 

【小畑委員】  すみません、小学校の立場からというところがあるかと思うんですけれども、一

度、６年生で勉強するときに子供たちが行きますね。そうすると、次に中学校でというときには、

ほぼほぼ、一応そこは体験していて見ているというのが前提のところがあるのかもしれないなと。

あとは、これは施設的な問題なのかもしれませんけれども、例えば学年を連れて施設に行く、その

距離的な問題とか、本校は歩いて数分、１０分、１５分の世界ですので、そこから簡単に行けると

いう利便性の部分もある、また今回のいろんな行事をやっていただいている中でも、近いので本校

の子供たちがたくさん行っているというところもあるのかなと。お話を伺ったときも、ほかのとこ

ろからはどうなんでしょうかと話したときに、やっぱり学年を連れてここまで行くということにな

ってくると、小学校においても中学校においてもなかなか難しいところがある。そういうところの

改善もあって初めて中学校の先生方にも利用の部分が広がるのかなと。 

 あと、先ほども言いましたが教職員の研修も、そこら辺とのリンクがあると、こういうふうに使

うことができるんだなということを、実は小学校の先生たちも、若い先生方はそこをなかなかわか

っていらっしゃらないところがあるので、ただ連れて行くという先生方もまだ中にはいらっしゃい

ますから、そんなところの改善も小中合わせて必要なのかもしれないなと。すみません、これは私

の主観もたくさん入っていますので、全部が正しいあれではないんですけれども、感じさせていた

だいた部分をお話しさせていただきました。 

【清水課長】  ありがとうございます。今の栗原委員、小畑委員のおっしゃっていただいたこと

を踏まえて、財団のほうともよく話をして、必要に応じて指導部さんともご相談させていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

【太田委員長】  よろしいですか。 

 それでは、財団の報告と事務局からの説明もございました。あと、各委員からも貴重なご意見を

いただきました。これら全部総合いたしまして、教育庁といたしまして、東京都埋蔵文化財調査セ

ンターの指定管理者の一次評価、ここへお出しいただいたものでご了承いただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本委員会としての二次評価を進めていきたいと思います。事務局より評価委員会に
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よる二次評価（案）が作成されておりますので、これより配付させていただきます。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（伊藤）】  ただいまご承認というのか、ご了解いただいた教育庁としての一次評価の説

明とその内容についてを踏まえまして、報告させていただいた内容について、この委員会において

改めて確認して、委員会としての評価をしていただくという形になっておりますが、見ていただき

ますとわかりますように、基本的には先ほどやった一次評価をベースにしておりますので、一次評

価に書かれて、先ほど岡田が説明した内容と、積み上げた点数が５１点ということでＡ＋というこ

とを前提に書かれております。 

 管理状況と事業効果とその他というのは、先ほど来の一次評価の中の項目に該当するところであ

ります。２９年度評価として、施設名が東京都立埋蔵文化財調査センター、二次評価Ａ＋、管理状

況と事業効果その他については読み上げさせていただきます。 

 管理状況。「館内や遺跡庭園は清掃が行き届いており、快適に御利用いただけるよう環境を整える

とともに、害虫駆除やＡＥＤを用いた救命訓練を実施するなど、利用者の安全確保にも努めている。

通常の有人警備に加え、館内と施設出入口に監視カメラを設置し、施設全体の警備と防犯対策を強

化している。」Ａ＋が全体ですけど、管理状況のところは、先ほど説明しましたけれども、加点され

ているのは１カ所のみで、通常管理なので普通に管理するのが当たり前だよねという前提なので、

ここに書かれているのはちゃんと適切にやっているよということと、今回、防犯カメラを改めて設

置しましたということを書かれているところですので、管理状況がＡ＋だというわけではありませ

ん。 

 次が事業効果です。「企画展では初めて『江戸遺跡』を取り上げ、発掘調査２５年目の成果を一般

公開し好評を得るとともに、体験教室等のインターネット申込みを本格稼働させるなど、利用者の

視点に立った事業展開を図っている。利用者の満足度は９０％超を維持しており、項目別では職員

の接遇満足度は９８％と高い結果となっている。」ここに関しては、やっているさまざまな企画その

他について努力しているという点を評価させていただいて、簡単にまとめさせていただいておりま

すが、利用者満足度については、来ていただいている方に対してのアンケートとして、非常に接遇

がよかったというところで出ておりますので、この点を記載させていただいているところです。 

 その他。「考古学の専門知識と高い接遇能力を有する調査研究員により、発掘調査の成果を活かし

た普及事業を実施している。今後も埋蔵文化財保護の重要性を広く伝えることができるよう、人材

育成に取り組み、知識やスキルの継承を図っていくことが望まれる。指定管理事業と発掘調査事業

が相互に連携して、引き続き質の高いサービス提供を維持していくことが望まれる。」このその他の

ところは、若干、委員の先生方からのご意見を受けて変えてきたところもあるんですが、ほぼ毎年

同じ内容になっております。先ほど谷川先生からもありましたけれども、世代交代を受けてどのよ

うに今後継承していくかという部分と、それから特命要件にもなっております指定管理者と財団が

あそこにいて、みんな連携してやっていくという部分について、それをもとに引き続きサービスを
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提供してほしいという部分について記載させていただいているところです。ですので、内容的には

先ほど来の一次評価をベースにしておりますが、一応、二次評価として今日お集まりの委員の方々

の総意という形になりますので、文面その他について、ここはこう変えたほうがいいとか、この評

価はおかしいということがあればご指摘いただけたらと思います。 

【太田委員長】  ただいま事務局のほうから、評価委員会による二次評価について説明がござい

ました。ご意見、ご質問等ございましたらご発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 よろしいですか。それでは、本委員会として、平成２９年度事業の評価委員会による二次評価と

して本案を決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【太田委員長】  それでは、異議がないので決定とさせていただきます。どうもありがとうござ

います。 

 それでは、教育庁としての評価を受け取り、今後は事業手続を経た後に東京都のホームページ等

で公表させていただきます。 

 本日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。 

【清水課長】  それでは、本日予定しておりました議事を終了させていただきます。 

 これをもちまして、評価委員会を閉会といたします。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


