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平成２９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議事録 

 

日時：平成 29年 8月 2日 13時から 

                                      場所：東京都教育委員会室 

 

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２８年度評価委員会 議事 

 

○ 指定管理制度の導入経緯、評価委員会、特命選定理由について（教育庁） 

【事務局】お手元の資料１、評価委員会設置要綱を御覧ください。本評価委員会は、都立埋蔵文化財調

査センターを運営管理している指定管理者の評価を行うための組織となっております。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。 

  委員会は、指定管理者設置要綱の第３にございますとおり、外部委員４名、教育庁内部委員が３名、

合計７名により組織されております。 

  次に、指定管理導入の経緯についてでございます。平成１５年６月の自治法改正により、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制度を導入し、埋蔵文化財調査センターにつきまし

ても、平成１８年度の発足当初から指定管理を始めています。制度導入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まして、指定管理者として管理及び運営を実施

しております。 

  特命選定となっている理由は、当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ことなどの

特殊性があるためでございます。 

  今回の評価委員会は、指定管理者として３期目の初年度となりまして、指定管理開始から１１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。 

○ 事業概要報告（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団） 

【指定管理者】平成２８年度東京都立埋蔵文化財調査センター指定管理事業の事業報告について説明さ

せていただきます。資料３、平成２８年度事業報告書に詳細な実績、内容を記載していますが、資料

４、事業報告概要を用意しましたので、そちらの方でご説明させていただきます。資料は、左側Ⅰ施

設の運営方針、真ん中から右の方に、Ⅱ平成２８年度実績、下にⅢお客様の声関係を記載しています。 
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  まず、運営方針ですが、これは指定管理者として、実施することをお約束した内容で、平成２８年

度実績に結果を対比して記載しています。 

平成２８年度実績の１、多様な企画事業の実施で、都民の皆様に埋蔵文化財に親しんでいただける

企画展示でございます。当センターの企画展示は、企画から展示品の選択、展示台の設計まで私ども

の職員であります学芸員が行い、毎年１回展示替えを行っております。 

  平成２８年度の企画展示は、多摩ニュータウン遺跡の調査開始５０年を記念いたしまして、「南多摩

発見伝 丘陵人（おかびと）の宝もの」と題しまして、多摩ニュータウン遺跡の調査から得られた成

果を展示いたしました。 

  発掘された遺物の展示等に加えまして、発掘調査現場での測量を体験できるコーナーを設けて、考

古学者気分を体験していただき、大変好評でございました。 

  よりすぐった遺物を月がわりで紹介する「今月の逸品」というコーナーも設けまして、お客様に繰

り返しご来館いただけるよう工夫をしました。 

  こうした工夫を重ねました結果、年間利用者は、28,107 名となりまして、３年連続で 28,000 名を

超える結果となりました。 

  施設見学者向けのアンケートでは、展示の満足度は９７％を超え、学校見学アンケートでの展示内

容の満足度は９８％を超えるなど、高い評価をいただいております。 

  イベントや親子体験などの事業といたしましては、「コハク勾玉作り教室」、「縄文土器作り教室」、

「古代の布作り教室」など、９種類、計２０回の教室を開催し、６００名余のお客様に参加していた

だきました。中でも、「コハク勾玉作り教室」は、より本物に近い体験の提供を目的とした新規の事業

で、大変好評をいただきました。また、子供さん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、火おこし体験、弓矢の体験など、さまざまな縄文体験をしていただくイ

ベントで、ゴールデンウィーク中の５月３日、４日の２日間で 1,400名余のお客様に参加いただきま

した。 

  文化財講演会は、年間６回開催し、623 名がお越しになりました。次に、創意工夫を凝らした自主

事業についてです。「考古学実習」は、考古学者のような専門的体験を提供する目的で、土器・板碑の

拓本と実測など、３事業で開催し、３０名余が参加されました。特に「石器の観察と実測」は新規事

業として企画し、参加者からは、考古学者目線の石器の見方がわかったということで好評をいただき

ました。 

  また、学校教育などとの連携では小学校への出前授業は、１１校を訪問し、火おこし体験や縄文土

器づくりなどを行い、延べ 1,000名近くの参加者がありました。中学生の職場体験は７校、ろう学校

の生徒さんも１名体験されております。大学との連携事業として、博物館実習、職場体験型インター

ンシップを実施いたしました。 

  区市町村等との連携事業としましては、多摩市や港区など７区市と縄文土器づくりや勾玉づくりな
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どを実施したほか、多摩動物公園や多摩モノレールとも連携事業を行いました。 

  平成２８年度は、新たに学校法人桐蔭学園との連携事業として、桐蔭アカデミウムソフォスホール

において、「縄文展」を開催し、4,000名を超える来場者がありました。 

  広報誌などによる普及啓発としては、当センターの広報誌『たまのよこやま』の年４回の発行をは

じめ、東京都や多摩市の広報から新聞、ミニコミ誌等の情報コーナーを活用した広報活動を継続した

ところ、計７０回掲載していただき、掲載率は約９１％になりました。イベントの周知や、当センタ

ーの知名度の向上に寄与したものと考えております。 

  また、平成２８年度は、知名度向上の取組として、建物に隣接する小田急線・京王線側の窓にサイ

ン照明を設置し、夜間でも私どものＰＲをよく見ていただけるよう工夫しました。 

  発掘調査事業との一体的運営について発掘調査事業で出土した遺物等の展示・活用として、収蔵品

の中からよりすぐった遺物を月がわりで紹介する「今月の逸品」コーナーや当センターが行っている

発掘調査成果の「速報展示」を行いました。小学校など団体観客の際には、調査研究員による展示解

説や園内の案内などを行っております。 

  実際の発掘中の現場での遺跡見学会は、八王子市龍見寺裏山遺跡や日野市平山遺跡などで、地元の

小中学校や地域住民を対象とした遺跡見学会を２１回行い、1,700名を超える方が参加されました。 

  適切な施設管理についてです。安全で利用しやすい施設環境の確保については、さまざまな計画的

維持管理工事を実施するとともに、故障等へ対応する緊急工事についても、お客様にご迷惑をおかけ

することなく迅速に対応しました。また、お客様の声を反映した改善工事にも取り組んでおります。

安全対策の強化として、展示エリア内への監視カメラの設置、庭園の園路整備などを自主的に行って

います。 

  専門知識、技術及び接遇の向上を図る研修の実施については、学芸員の専門知識の向上や事務職員

の管理能力向上を目指し、様々な研修を実施し、利用者が安心・安全かつ快適に施設を利用いただけ

るよう取組みました。こうした努力の結果、特に、職員の接遇に関する利用者満足度は９６％以上と

高い評価を得ています。 

  災害等緊急対応に係る危機管理態勢の強化については、総合防災訓練、立川防災館を活用した防災

研修、消防署のご指導による救急救命講習を行い、職員の安全意識向上を図っています。 

  次に、利用者満足度について、アンケート調査による満足度は、施設見学者では９４.４％、行事参

加者９５.２％、学校見学９４％と非常に高い結果となりました。その中でも、職員の接遇に関する満

足度が大変高いことも努力の結果と考えております。この高い満足度が一般の利用者のリピート率

35％、学校見学のリピート率７８％という高いリピート率につながっているものと自負しています。 

  最後に、お客様の声を活かした改善事例を、ご紹介させていただきます。講演会などで会議室後方

の席で画面が見にくいとの意見があり、会議室後方に大型モニター２台を設置し、また、窓のサイン

照明設置についても、もっと宣伝を、とのお客様の声を反映させていただきました。 
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  今後とも、利用者の目線に立った施設管理運営を行うとともに、より積極的な事業展開をしていき

たいと考えております。以上となります。どうもありがとうございました。 

○ 指定管理者との質疑応答 

【安部委員長】ありがとうございました。ただいまご説明がありましたが、それについてご質問はあり

ますでしょうか。 

【書上委員】発掘調査事業との一体的運営ということで、発掘調査に携わった調査研究員が展示解説を

することによって、どんな良いところがあるのか一つアピールしていただきたい。 

【指定管理者】発掘にかかわった調査員が説明することで、より実質に即した、かつ、エピソードも含

めた説明ができたのではないかと思っています。 

【谷川委員】年間の利用者数が 28,000人というのは、地域博物館だと年間２万人を超せばいいほうなの

で、ずっと２万人は確実に超えているような状況で、28,000 人、この前後ぐらいがほんとうに限界だ

というふうに私は思っています。 

 したがって、事業内容が非常に多角化してきて、新規事業も新しいものが少しずつ加わっているとい

うことからいっても、この方向性は非常に正しいと思っています。 

 それから、一般利用者が半分ぐらいあり、必ずしも学校だけではなくて、基本的には生涯学習等、学

校教育とどういうふうに連携していくかというところが一番大きな方針というか、基本視点だと思いま

す。だから、数字的にはバランスとして悪くないと思います。 

 あと、専門知識、技術及び接遇力向上を図る教育、研修の実施というものがあって、自前でやってい

る研修の中身を、もう少し説明していただきたい。 

【指定管理者】文化庁や教育庁の研修は、できるだけ参加させるというのが１つです。また、当センタ

ーも世代交代の時期に来ており、センターのベテランの職員が、新入職員向けに現場での対応マニュア

ルをつくり研修を実施しています。非常に好評だったので今後も継続して実施する予定です。 

【谷川委員】基本的には、専門知識と技術というものが世代交代期に来ているというのは、どこの組織

でも一緒だと思うので、それがきちんと伝わっていくかということと同時に、様々な事業の基本になっ

ていくものだと思う。やはりきちんとした専門知識と技術に裏づけられた活動というか、事業というも

のを展開していただきたいと思っている。 

【鵜川委員】少し財務的なことを伺います。収支状況決算書を拝見すると、人件費が予算に比べて６０

０万円ほど少なく、その分、委託費とか、事業費、工事費を増やして、全体としては、ほぼ予算くらい

となっている。管理体制報告書に人数が出ているが、これを見ると８名ぐらいの人数が書かれていて、

その辺の状況について説明願いたい。 

【指定管理者】人件費についての質問ですが、管理体制表の人数は、施設の責任者や、受付業務にかか

わる人間等について人数を入れています。うち、４人分は指定管理料でいただいている常勤２名、契約

２名の職員です。常に施設におりまして、広報・普及活動に従事しています。 
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 若干、数字が違うのは施設の責任者や維持管理業務を行う者と運営業務を行うことができる職員、委

託の職員などで、指定管理の予算人数には含まれないものです。 

 費用の差異については、平成２８年度は、若干、余りは出ましたが、内容的には十分賄うだけの人員

を充てており、適切な配置であったと考えています。 

【鵜川委員】わかりました。 

【山川委員】小学校の教員の立場から言わせていただくと、４月、５月、ちょうど歴史の勉強で、縄文・

弥生のところが始まるので、その時代の展示がとても充実しており、その点が良いということを再認識

しました。体験コーナーに縄文土器で粘土に模様つけをするコーナーがありますが、去年と違って手が

汚れない粘土に改良されていまして、そうした、ちょっとした細かいことですが、お金をあまりかけず

に工夫されているなということをすごく実感しました。 

【書上委員】私どもの博物館でもツイッターですとか、フェイスブックですとか、ブログですとか、そ

ういったことを広報の一環として始めてきているが、埋蔵文化財センターとしては、どんなことを考え

ているか。 

【指定管理者】１つは、イベント等の参加申し込みについては基本的にネットでもできるようにしまし

た。あと、ホームページ全体のつくりをもっと見やすくして、さらに見ていただけるようなものを作る

のが課題だと思っているところです。 

【茂木委員】施設の維持管理に関して、いろいろな点検も定期的にしていて、今後何か不具合等が生じ

る可能性があるとか、何か必要性があるものとか、そういう報告は上がってますか。 

【指定管理者】築３０年以上経過しており、今、東京都と連携しながら、長期的な修繕等について計画

を進めています。まず、防水関連等について、経年劣化による問題があり、教育庁さんの方で手続きを

進めてもらっています。 

【栗原委員】都内の義務教育を所管する立場から伺いたいが、出前授業の１１校というのは、都内の公

立小学校は１,３００程度ある中で、この数についてどういう意識を持っていますか。 

【指定管理者】まず１つは、センターの人員の問題があり、やはり現在の人数でできるのは、精一杯に

近いのかなというのが正直な感想です。センターから物を持って行き、またそれを持ち帰るので、区部

の遠いところは時間的な制約もあり、近いところが比較的多いというはそういった理由からです。 

【栗原委員】授業の支援として考えていることや、レプリカの貸出しなどそういった授業展開など考え

ていることはありますか。 

【指定管理者】縄文時代の土器のセットや、古代の土器のセットをジュラルミンケースに入れたキット

があり、授業用に貸出しをしています。これは都立高校の先生に貸すことがあります。小学校側の希望

は、火おこし体験や縄文土器づくりなど、体験的なものに特化されるケースが多いので、もう少し中身

を理解していただけるようなものを増やしていきたいと思っています。 

【栗原委員】イベントも体験、出前授業も体験ということで、本来では、授業としての形態をとらない
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と「出前授業」という言い方はできないだろうと思います。山川先生、現状としては体験をやって欲し

いとう教員の気持ちはわかるが、授業として時数をカウントしていく上で、どのように考えているのか

伺いたい。 

【山川委員】おっしゃるとおり、時数の関係がやはり大きく、特に、高学年になると授業数の関係でか

なり厳しくなってくる。うち（自校）の場合は、４月当初に一度お邪魔するが、センターとの立地条件

が良いので、５時間目、６時間目で行ける。少し離れた学校は半日以上かかってしまい、プラス出前授

業となると、ほかの教科とのバランスもあり、教員の方も両方は難しいというのが現実的なところです。 

【栗原委員】センターさんがどちらの方向に向かってこの事業を拡張していくのかが、やっぱり重要で

はないかなと思います。 

 （東京都スポーツ文化事業団 退室） 

○ 一次評価の審議 

【安部委員長】それでは、これより審議に入ってまいりたいと思います。まず、教育庁の一次評価につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

【事務局】教育庁による一次評価についてご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。確認項目は資料２、指定管理者評価指針に基づき設定をしております。 

アの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。水準以上は２点、水準どおりを１点、

水準以下が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項目ございまし

て、その中の全ての項目が水準通りとなった場合の標準点が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まして、Ｓ、Ａ＋、Ａ、Ｂの４段階になっております。従来は、Ｓ、Ａ、Ｂの３

段階でしたが、今年からＡ＋が加わりまして、より細分化されております。 

 一次評価を行うに当たり、調査した項目を説明いたします。評価に当たっては、指定管理者から毎月

提出される完了報告書及び定期的に行う現地確認を踏まえ、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しました。 

 一次評価の結果は、資料５になります。 

 管理状況に関する評価が１ページ目、事業効果に関する評価が２ページ目、特命要件の継続について

の確認が３ページ目となっております。 

 この中で、教育庁として特に重視し、配点を２倍にした項目は、管理状況につきましては、出土品の

管理と専門職員の配置の２項目になっております。事業効果は公開事業、企画事業等の実施成果、企画

事業の成果、職員の接客対応の４項目になっております。 

管理状況の評価項目についてそれぞれ確認し、評価内容のとおり、協定や事業計画、管理計画に基づ

き施設の管理運営については、適正に実施するとともに、緊急修繕等も迅速に対応していました。 
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 全体としては水準どおりとして評価しておりますが、管理面で水準を上回ると評価したのは、人材育

成についての取り組みです。積極的な人材育成を行うことで、高い利用者満足度につなげていると考え

まして、プラスの評価をしました。 

 次に、事業効果について説明いたします。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

れ水準どおりとして評価しました。水準以上の評価項目は、企画事業の実施とサービス向上に向けた取

り組みです。「縄文ワクワク体験まつり」は、２日間で来場者が 1,400名を超える人気事業となっており、

体験教室や文化財講演会、「今月の逸品」コーナーでいち早く発掘調査の成果を展示するなど、年間を通

じてより多くの利用者が楽しめるよう工夫している点、自主事業でも私学との連携や、施設外で行う事

業も積極的に展開させている点についてプラスの評価をしました。 

 次に、利用状況は、先ほど谷川先生からもお話がありましたとおり、施設の規模に対して非常に多く

の利用者を受け入れている点について、事業企画等の創意工夫の成果として評価をしました。 

 利用促進の取り組みは、広報東京都や新聞への掲載依頼を継続的に行っていること、車窓から目にと

まるよう照明を設置するなど、積極的なＰＲ活動が利用促進につながっている点を評価をしました。 

 全体の利用者満足度が９０％を超えていること、学校見学のリピート率が高いということも評価をし

ています。利用者の方々からのご意見、ご要望を反映させて、可能な範囲内ではありますが、施設改善

等を行っている点について水準以上の評価をしました。 

 この結果、水準を上回る項目が８項目で合計２２点、水準どおりが２６項目で２９点。合計５１点と

なりました。これは、先ほど説明しました評価指針に基づく計算方法により、評価はＡ＋という結果と

なります。 

 指定管理者の財務状況については、事前に鵜川委員にご確認いただいており、資料に記載のとおり、

公益財団法人として、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。 

 さらに、特命要件の継続という点で４項目、確認項目を挙げております。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した。 

 一次評価についての説明は以上でございます。 

【安部委員長】評価は、今、説明しました一次評価と二次評価から構成されており、一次評価は所管局

による客観的評価ということ、二次評価は、評価委員会による専門的評価という部分で区別をされてお

ります。 

 今、説明がありましたのは、一次評価でございますが、これについて何かご質問、ご意見等がござい

ましたらお願いいたします。 

【書上委員】しっかり目的を把握していただいていて、真摯に取り組んで、しかも成果も上がっている

ということなので、この一次評価は外れていないと思います。 

【安部委員長】よろしいでしょうか。では、財団の報告や事務局からの説明等を踏まえて、埋蔵文化財

調査センターの指定管理者一次評価を了承することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 



 - 8 - 

（「はい」の声あり） 

【安部委員長】続きまして、二次評価に移ります。事務局により二次評価案が作成されていますので、

これをたたき台にご議論いただければと思います。 

【事務局】それでは、二次評価についてご説明します。一次評価の概要については事務局側で作成した

配点等により５１点、Ａ＋という評価をさせていただきましたが、この内容を踏まえて、本委員会とし

て内容を検討いただきたいというところであります。 

 評価基準につきましては、一次評価と同様のＳ、Ａ＋、Ａ、Ｂの４段階。基本は、一次評価の点数の

仕組みになりますので、二次評価の評価としてはＡ＋ということで、一次評価で評価していただいた内

容と同等で評価したいと思います。 

 管理状況、事業効果、その他ということで、基本的には一次評価の表の施設管理のところと事業内容

の部分、それから、特命要件や財務状況、今後の課題、その他ということで、表記させていただいてい

ます。 

 （二次評価案の読み上げ） 

あくまでも事務局で作成した案ですので、委員の先生方のご意見も踏まえ、修正するところは修正し、

評価していただけたらと思っています。 

【安部委員長】それでは、この評価案をたたき台に先生方のご意見等をお願いいたします。 

【鵜川委員】評価につきましては、これで私も賛成いたします。事業効果の２つ目で、いろいろな事業

展開を行うということが書かれていますので、利用者数のことも少し触れたほうがいいのかどうか。 

【事務局】この規模の施設で 28,000人を維持しているのは、非常に多い人数ですが、ここでは多数の利

用者を受け入れておりという表現にさせていただいています。多い人数といった場合に、この施設に対

して何人だったら多いのかと、難しい部分があり、こうした表現にさせていただいたところです。 

【谷川委員】要するに、２万人を超せばかなりいい方なので、28,000人は限界を超しているので、数よ

りも、むしろ質のほうでおやりになったほうがよろしいのではないかなというふうに、私は個人的には

思っています。 

【事務局】今回、お配りした資料は公表の対象になっておりまして、一次評価も公表することになって

います。この中で、３年連続で 28,000人を超えているというコメントを入ております。 

【安部委員長】一次評価の方で、確かに利用者数は３年連続で 28,000人を超える結果となると表現して

いますので、多数というところをもう少し、高い水準で利用者を受け入れていると書きましょうか。 

【書上委員】施設規模に対してというところで読めるかなという気がしますね。 

【鵜川委員】それと、もう一つ、指定管理事業及び自主事業の違いが普通の都民から見てわかりにくい

と思いますね。例えば自主事業の具体的例を書くなど、少し補足するとわかりやすいと思います。 

【事務局】事業の取り組みに、評価内容に指定管理で行っている業務と自主事業でという部分がありま

して、説明は加えています。内容としては、都民から見ればイベントや講演で一見同じですが、財団の
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中での事業の位置づけが違うだけなので、項目を挙げても結局よく分からないことになります。一次評

価も一緒に公表されるということで、トータルで見ていただければと思います。 

【安部委員長】いかがでしょうか。要は、実際の発掘調査と企画展示などの連動性というか、関連性を

もっと意識して事業をしなさいということですよね。そこを指定管理業務、自主事業と言ってしまうと

分からなくなるので、言葉を変えて表現できる部分はあると思いますがいかがでしょうか。 

【事務局】事務局といたしましては、今年から、今まで公表されていなかった一次評価も報告されます

ので、両方見比べていただければ、ある程度、補足できると思っています。 

【安部委員長】では、発掘業務やそれに関連する自主事業でいいですか。 

【鵜川委員】上に発掘調査の成果を生かしてとありますので、発掘調査とか、発掘調査業務ではどうで

しょうか。 

【事務局】この文章中なので、今、安部委員長もおっしゃいましたが、指定管理業務と発掘業務が相互

に連携して、意味合いとしては悪くないので、そのように変えさせていただき、指定管理業務と発掘業

務が相互に連携しという形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【安部委員長】それでは、ほかに何かございますか。 

【栗原委員】最初の管理状況のところの「緊急修繕等も迅速に行うなど」というのは、これは当然の話

であって、これはＡ＋の内容ではない気がします。もし、入れるのであれば、アンケートへの改善とし

てモニターを設置したなどの、プラスの話を入れないとＡ＋の要素にならないのではないかと感じたの

が１点です。 

 ２点目が、「その他」の項目ところで、私は、これが一番わからなかったのですが、「今後もその重要

性」とありますが、「その」というのは何を指しているのでしょうか。 

【事務局】１点目の管理状況ですが、二次評価全体をＡ+として、管理状況もＡ+ですと言っているわけ

ではなく、総合点が５１点の場合はＡ＋ですが、管理状況だけを見ると、結果的にはプラスのところが

１項目しかないので、管理状況のまとめとしてきちんと実施していると言っているだけになります。 

【安部委員長】そういう意味では、あえて当然のことを入れるかどうかですね。 

 日常的な維持管理の要素として緊急修繕も当然入っていて、それも含めて適切に実施しているというこ

とですよね。 

【事務局】「緊急修繕等も迅速に行うなど」というのは、削除しても文章としてはつながります。 

【安部委員長】二次評価のコメントとしては、入れなくても十分なのかもしれないですね。 

【事務局】そうですね。２点目の「その重要性」の「その」ですが、発掘調査やその成果を指している

のですが、何を表しているのかすぐには読み取りにくいというのは、おっしゃるとおりかと思います。 

【書上委員】「その」の部分は、「埋蔵文化財保護」そんな言葉はどうでしょうか。「埋蔵文化財保護の重

要性を広く伝える」としてはどうでしょうか。 
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【事務局】「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」ということ

で修正させていただきます。 

【安部委員長】ほかにいかがでしょうか。真ん中の事業効果のところはどうでしょうか。 

【事務局】さきほどの「緊急修繕も迅速に」と同様に、「工夫を凝らした」の部分も削除しても、文章は

つながるので、みなさまがよろしければ、ここも削除しても良いと思います。 

【安部委員長】では、「工夫を凝らした」の部分を、「外部連携などの新たな事業も行い」ということで

すね。ほかにいかがでしょうか。 

それでは、幾つか修正も出ましたが、これを修正した上での文章を、委員会の二次評価として決定し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【安部委員長】ありがとうございます。 

 それでは。教育庁として、この評価をいただいた上で、今後は、事務手続を経て、東京都のホームペ

ージ等々で公表させていただきたいと思います。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

５ 議事終了 

 


