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足立区ギャラクシティ運営評価委員会議事録 
 

会 議 名 第２回足立区ギャラクシティ運営評価委員会 

事 務 局 地域文化課広域施設係 係長 原田 裕介 

           係員 中村 友理 

開催年月日 令和４年９月２日（金） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 正午 

開 催 場 所 ギャラクシティ レクリエーションホール２ 

出 席 者 

渡辺 千歳 委員 

（東京未来大学  

こども心理学部教授） 

山縣 朋彦 委員 

（文教大学教育学部 

学校教育課程 教授） 

伊志嶺 絵里子 委員 

（東京藝術大学音楽学部

非常勤講師） 

酒井 雅男 委員 

（銀座ヒラソル法律 

事務所 弁護士） 

髙橋 佑介 委員 

（足立区立小学校ＰＴＡ

連合会元副会長） 

四宮 淳司 委員 

（足立区少年団体連合協

議会副会長） 

欠 席 者 なし 

会 議 次 第 １ 開 会 

２ 資料確認・説明 

３ 指定管理者ヒアリング 

４ 意見交換 

５ 評価点決定 

６ 閉会 

資 料 

資料１ 業務評価シート 

資料２ 業務評価チェックシート 

資料３ 加点提案書一覧 

資料４ 条例等一式 

資料５ 令和３年度仕様書 

資料６ 令和３年度事業一覧表 

資料７ 令和３年度各種報告書 

資料８ 令和３年度広報誌一式 

そ の 他 
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【開会】 

 

＜原田係長＞ 

それでは、皆様お揃いなので早いですが始め

させていただきたいと思います。本日はお忙しい

ところお集まりいただきましてありがとうございます。

引き続き、広域施設係の原田が務めさせていただ

きます。よろしくお願いします。前回と同様に、こち

らは足立区子ども未来創造館条例第２１条に基づ

く、区長の附属機関として開催させていただきま

す。それでは、本日の開会に先立ちまして、委員

長からご挨拶いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

＜渡辺委員＞ 

おはようございます。一昨日は少々時間が長く

なり、ご予定があった方には、申し訳ございません

でした。本日はなるべく時間内に収まるように進行

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

＜原田係長＞ 

ありがとうございます。それではここからの進行

を委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

＜渡辺委員＞ 

只今からギャラクシティの令和３年度運営に係

る第２回運営評価委員会を開催いたします。まず

は本日の資料について、事務局から説明お願い

します。 

 

【資料確認・説明】 

 

【指定管理者ヒアリング】 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは早速、指定管理者のヒアリングを行い

たいと思います。本日のヒアリングでは前回のヒア

リングから追加の質疑や新たな疑問点等、更に詳

しく聞ければと思います。それではどこからでも構

いません。ご意見のある方どうぞ。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

前回、最後に質問したのですが、情報誌の認

知度が毎年低く、実際にこの紙媒体を見て、利用

される方はどのぐらいかですとか、何を根拠にギャ

ラクシティを知ったのかですとか、そういった調査

は行われていますか。 

 

＜村田館長＞ 

独自のアンケート調査を取っておりまして、月２

回の足立区との定例会でも報告しますが、認知経

路や来場のきっかけというのを毎回取っておりま

す。１番多いのはホームページです。あと、口コミ

ですとか、毎月イベントがあれば、そのイベントを

目掛けて来るお客様もいらっしゃいますし、毎月

上位は大体一緒ですが、その月によって変わっ

たりもします。来場のきっかけに関しては、「入場

が無料である」や「家族で楽しめる」というものが多

いです。 

 

＜広報責任者：上木原氏＞ 

認知経路と来場きっかけを分けて取っておりま

して、認知経路がホームページです。それから、

情報誌を出しておりますので、それが大体二番目

です。口コミ等もありますが、それから足立朝日や

あだち広報も認知経路として大きいです。来場の

きっかけは、「子どもが行きたがった」や「イベント

があるから」というものが多いです。大きいイベント

をやる時はイベント目当てになり、そうでないとき

はお子さんが来たがるというのが来場のきっかけ

です。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

情報紙がどのくらい機能しているのかと思いま
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して、毎年認知度が低いですし、もしかしたらあま

り情報紙よりも、今はもうネットの方に移行している

と思っています。 

 

＜広報責任者：上木原氏＞ 

そうですね。どの年層でもホームページが一番

多いですね。それから、区の広報はまだ見られて

います。それから私共がイベントを打った時に、ホ

ームページにどれほど流入頻度が上がったか等、

実際の来場者の分析も小まめにやっています。見

ておりますと、特にイベントの集客の時に足立区

のホームページに取り上げていただくと非常に集

客が高くなります。足立区は区の広報の浸透度は

強いと思っております。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

ありがとうございます。 

 

＜山縣委員＞ 

元々は科学館的要素があるところだと思ってい

たのですが、令和３年度は自然科学のアピール

があまり無かったような気がします。何か開催した

事業はありますか。 

 

＜村田館長＞ 

そうですね。科学分野、社会分野、物作り、ア

ートなどバランスは取ったつもりですが、ご指摘に

あるように科学を意識して増やすことはできていな

かったかもしれないです。宇宙分野に関しては、

プラネタリウムを中心にイベントやワークショップを

行っておりました。今回はできなかったですが、子

供向けの天文教室を、今年は何とかやりたいと考

えております。 

 

＜山縣委員＞ 

具体的な天文教室のアイデアはどのようなもの

を考えておられますか。 

 

＜村田館長＞  

今、大人向けに天文教室を開催しておりますが、

その後に我々の観望会や星を見る会のお手伝い

をしていただいています。天文ボランティアさんの

熱量が高く、毎週来ていただいて、我々の事業に

参画していただいております。その事業の子供向

けが未着手だったものですから、子どもに特化し

た天文教室を連続講座として考えておりまして、

受けていただいた方には、プラネタリウムの生解

説の子ども版のようなものを考えています。それを

昨年度できなかったので、今年準備している段階

でございます。 

 

＜酒井委員＞ 

１つ確認させていただいてよろしいですか。広

場のところにキッチンスタジオがあったかと思うの

ですが、昨年度はどういう利用ができたのかという

ご報告をいただければと思います。 

 

＜村田館長＞ 

開館状況表の通り、４月から５月は一部施設休

館から始まりましたが、併せて制限下の中に飲食

不可というのが９月まで続きました。今までとんがり

キッチンの使い方としては、やはり料理教室で一

緒に作って、その場で食べるという事業が多かっ

た中で、館内の飲食も不可でしたから、料理教室

の方も全滅に近い位できませんでした。貸出しは

もちろんしてはいますが、普段から需要が少ない

ですし、我々の料理教室が制限下において、踏

み込めなかったというのが実情でございます。そ

れは貸館の利用率にも反映されておりまして、と

んがりキッチンは低い数字になっております。学

校団体も受けるのですが、そこの昼食も、全部控

えておりまして、午前中に帰っていただくか、午後

から来ていただくかという昼食を外した状態で来

ていただいています。令和４年度に関しては、緩

和されていますので、昼食も受けていますが、食

べて、そのまま一緒に過ごすというのは、コロナ禍
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で規制が入ったので、令和３年度はできませんで

した。 

 

＜松尾副館長＞ 

頻度は多くないのですが、本来、料理講座を開

催されるはずの団体様と子供達の居場所的なも

のにできればということで、昨年度夏に宿題を一

緒にやるというような部屋として、キッチンではある

ものの、机と椅子等設備はありますので会議室的

に使う事もありましたし、そういった団体様の利用

は少ないですがございました。 

 

＜浅賀副館長＞ 

補足ですが、料理をしない食育のイベントという

のもありますので、とんがりキッチンの利用として

は、いつも利用率が低いのが実情なので、料理を

しなくても食育の講座ができるイベントというのを

今年度は重点的に進めていきたいと考えていま

す。昨年度は十分にはできていないですが、そう

いった講座も少し行っております。 

 

＜四宮委員＞ 

評価シートの適切な管理遂行の中で、施設運

営業務が適正に実施されているというところが、区

の評価は低いですよね。他は上がっているところ

が多いのですが、これはやはりクレームの件や、

お金の事故の件が大きな原因なのでしょうか。そ

こをどのように、本当に改善できるのかという事が

大きな問題だと思いますが、どういう認識をされて

いらっしゃいますか？ 

 

＜松尾副館長＞ 

システム的なミスに関しては、再発防止策をい

かに的確に徹底できるかというところにあると思い

ますので、ミスを無くすというところを受け入れてい

ただくしかないと思っております 

 

 

＜渡辺委員＞ 

他にはいかがでしょうか。 

 

＜渡辺委員＞ 

プラネタリウムについてプログラムを開発するこ

とも必須事業に入っていると思うのですが、令和３

年度はその回数が０回だったと記載してあります。

それがコロナのためにできなかったというのは、集

まって行うことができなかったということですか。 

 

＜村田館長＞ 

３本作る予定でした。毎年２月に国際科学映像

祭というイベントを開催しておりまして、そこで、G

がくえんの生徒たちや、未来大の生徒たちと協力

して、いつも３本作っております。そのイベントがオ

ミクロン株が拡大した時期で、計画はしていたの

ですが、できなかったというのが現状です。ただ、

映像制作はプラネタリウムの人間と内部職員を中

心に行っておりまして、例えば足立の花火を今年

も流しておりますが、前年度も制作しました。あと、

足立の四季というのも撮り溜めて制作してはおりま

した。それはまもなく完成するので、今年度は、上

映の合間にテスト的に流しております。元々制作

する３本が０回だったというのは、イベント国際科

学映像祭そのものが開催中止になり、集まれなか

ったということで０回とさせていただきました。 

 

＜渡辺委員＞ 

その映像制作に繋げるように、スペースあすれ

ちっくの下を大人向けのきれいな万華鏡のように

演出しているということですが、それはやはり活か

されていますか。 

 

＜村田館長＞ 

そうですね、昨年度、プロジェクターを新調しま

したし、東京電機大学の学生さんに来ていただき、

４月、５月は完全にプラネタリウムが休止しており

ましたので、その間に映像制作をしていました。あ
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とは、開催中止になってしまいましたが、ジャパン

フェスタというイベントで、デジタルきゃんばすとい

うコーナーで投影して、お客様の写真スポットとし

てお見せする予定ではありました。途中まで制作

して、お披露目まで至らなかったというのが、残念

ではありますが、制作自体は活かされていると思

っております。 

 

＜渡辺委員＞ 

はい。出尽くしたようでしたら、ヒアリングはこれ

まででよろしいでしょうか。付け加えたいという方

がいらっしゃいませんか。それでは、ここまででヒ

アリングは終わります。 

 

【指定管理者退室】 

 

【評価点決定】 

 

＜渡辺委員＞ 

各項目についての評価点を決めていくという作

業に移ります。管理状況のチェック項目につきま

しては、区の評価点を追認するという形で評価し

たいと思います。 

 

＜原田係長＞ 

評価シートですと、１ページ目１番の管理状況

のところになりまして、適切な財産管理というところ

までが管理状況の項目になります。加点提案書

は、別途ご協議いただきたい部分ではありますが、

管理項目につきましては、書類がきちんと管理さ

れているかなどの基本的なところになるので、区

のモニタリングの結果を追認していただけるかどう

かというところでご判断いただければと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、順番に管理状況１のＡです。施設運

営業務等が適正に実施されているかで、指定管

理者は６点つけておりますが、担当課としては4点

です。これは４点でよろしいでしょうか。はい。続き

まして、職員の勤務状況、体制が適切である、適

正なスキルと人材配置などで、指定管理者が６点、

担当課６点。６点でよろしいでしょうか。はい。人材

育成の取り組みに関しても、指定管理者１０点、担

当課１０点になりますが、１０点でよろしいでしょう

か。それでは、次にＢの安全性の確保になります。

施設、設備の点検が計画通りに行われ、不具合

に適切に対応しているかは、指定管理者３点、担

当課３点です。３点でよろしいでしょうか。はい。施

設、設備の経年劣化に対応しているについては、

指定管理者５点、担当課５点です。５点でよろしい

でしょうか。はい。利用者が快適に利用できるよう

施設の管理が適切に行われているについては、

指定管理者５点、担当課５点。５点でよろしいでし

ょうか。はい。危機管理について、防災防犯事故

対応が適切に行われているかです。指定管理者

３点、担当課３点。よろしいですか。はい。では次

にＣですね。法令等の順守、倫理性を含むという

ことですが、個人情報保護、各種法令等は順守さ

れているかです。個人情報保護の取り組みは、指

定管理者３点、担当課３点。３点でよろしいでしょう

か。はい。個人情報事故への対応、個人情報に

関する事故が発生しなかったかです。指定管理

者３点、担当課も３点。３点でよろしいでしょうか。

各種法令等の順守、労働基準法と契約条例等の

関係法規の順守がされているかについてです。

指定管理者３点、担当課３点。３点でよろしいでし

ょうか。はい。続きましては、適切な財務、財産管

理です。適正な財政状況及び経理処理を行って

いるについてですが、指定管理者３点、担当課３

点です。３点でよろしいでしょうか。それでは、加

点提案書のレセプショニストサービス・スタイルプ

ロジェクトと常磐アートアンブレラについて加点の

状況を見ていきたいと思います。レセプショニスト

の加点は２点でよろしいでしょうか。 

 

＜酒井委員＞ 
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私は、評価はしますが、１点かなというコメントを

入れさせていただいていいます。皆さんの意見が

２点であれば、２点でもいいとは思います。本来、

これは当然のことであって、＋２点評価するもので

はない気はしていまして、ただ加点として１点は入

るかなと考えております。 

 

＜渡辺委員＞ 

加点の基準というのは、指定管理者が提案した

内容が実施されていることとその内容が具体的な

成果に結びついていること、この両方が満たされ

れば、達成という事でよろしいですね？ 

 

＜原田係長＞ 

はい。 

 

＜酒井委員＞ 

本部事業として行っているもので、本当に加点

２点をあげていいのかというのはあります。ただ、

皆さんが評価に値するという事であれば同意した

いと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

そうですね。１点＋か２点＋になりますが、皆さ

んご意見いかがでしょうか？ 

 

＜山縣委員＞ 

確かに、他に無いようなレセプショニストの素晴

らしさをアピールできるようでしたらよかったです

ね。もし、この人達が全員企画にも携わっていて、

内容もよく理解して、それを来場者に質問された

ら全部答えられるぐらいになっているようでしたら

素晴らしいと思います。 

 

＜酒井委員＞ 

本部の方が動かれるものなので、効果は薄いと

いうことですよね。 

 

＜渡辺委員＞ 

接遇が良くなったということは確かにあるとは思

いますが、あくまで内部の方の教育をしたというこ

とで、２点まではいかず、１点＋という事にしましょ

うか。 

 

＜原田係長＞ 

評価シートでは、適切な管理運営の人材育成

の取り組みを１０点として頂いていますが、これは

加点が加わった後の点になりますので、こちら×2

点の配点になるので、１０点ではなく８点となります。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、管理状況の適切な管理による人材

育成の取り組みが８点になります。この常磐アート

ラインはいかがでしょうか。これは環境ではなく、

そういう意味での環境ではないと思いますよね。

拡大解釈して加点ポイントにしているという気がし

ないではないですね。 

 

＜酒井委員＞ 

そうですね。私も－1 というように書いていて、こ

のイベントをやることで忘れ傘が効果的に減るとい

うものではないですし、その傘を結果的に自分た

ちで廃棄しないで、お客様に廃棄していただくと

いうことだけです。そういった点では２点は厳しい

ですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

そうすると、１日だけのイベントで、継続的に啓

蒙的に行っているわけではないですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

そうですね。ここの点数はどうしましょうか。今は、

加点２点になっています。 

 

＜高橋委員＞ 

０でもいいのではないでしょうか。継続性がある
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ものでもないので、０かと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、これは２点減点で３点となります。そ

れでは、事業効果です。こども未来創造館の利用

促進に向けた取り組みは指定管理者４点、担当

課４点。これはいかがでしょうか？それでは、４点

とします。加点では、ＳＮＳの専門チームを作って、

強化に取り組んだということで、一応効果は出て

いると思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜酒井委員＞ 

これも本来の業務内容ですね。加点というもの

ではないと思います。そもそもチームを作ってやる

べきことで、立ち上げましたということが加点提案

になるのでしょうか。 

 

＜渡辺委員＞ 

今まで力が入れられてないところに、取り組ん

だということは良いのですが、それ以上ではないと

いうことですね。 

 

＜酒井委員＞ 

現時点のこういったお仕事、業務委託受けたも

のに関しては、これが当たり前なので、当たり前の

ことで加点する訳にはいかないでです。 

 

＜山縣委員＞ 

ギャラクシティのＨＰの分かりやすい場所にＹｏｕ

Ｔｕｂｅに飛べるリンクを貼り付けた方がいいかとも

思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、加点無しでよろしいでしょうか。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

ラインが４５９から３万６千になったというところだ

と思いますが、そのラインを見て、どういう効果が

あったかですとか、そこまであると良かったと思い

ます。その情報が無いので、色々キャンペーンを

すれば、増えると思いますが、それがどう繋がるの

かが見えにくいですね。お聞きすればよかったで

すね。 

 

＜高橋委員＞ 

公共施設なので、こういったものには苦手意識

がある中では、多分すごく頑張ったと思います。

正直言いまして、民間なら至って普通なのですが、

そういう状況で頑張りましたというので、１点ぐらい

はと思います。 

 

＜酒井委員＞ 

ＴｗｉｔｔｅｒとＦａｃｅｂｏｏｋは、今はもう増えません。

若い人が使用するのはインスタグラムですが、登

録者があまり増えていない。そう考えると、ラインで、

その後どうなっていったのかという追跡がないと、

評価は厳しいです。 

 

＜高橋委員＞ 

インスタの伸びがないですね。今、中高生は皆

インスタなので、もっと伸びてもいいなと思います。 

 

＜高橋委員＞ 

ラインは全世代が使っていて、公式ラインに登

録すれば、これだけ増えるのは普通だと思います。

インスタはそのコンテンツを見て、若い子たちが拡

散していくイメージですが、そこにリーチできてな

いということは面白くないのかもしれないですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

もう少し頑張ってください、という事で、ここは加

点無しとします。４点から２点になるという事ですね。

続きまして、２の遊び創作科学体験事業です。指

定管理者は３点、担当課は４点としてあります。加

点として、キッズデザイン賞を受賞ですね。これは、

キッズデザイン賞を貰って、具体的な成果に結び
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ついたのでしょうか。キッズデザイン賞だからという

よりはこどもおしごとランドに魅力を感じてというこ

とですよね。 

 

＜原田係長＞ 

そうですね。指定管理者は企業さんが参加しや

すくなることを申込理由の１つにしたと言っていま

した。指定管理者としては、それが結果としてそう

なっているかどうかはまだ追えていないと思います

が、目的としてはそう聞いています。 

 

＜酒井委員＞ 

そうすると、途上ということですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、指定管理者が２点の加点のところを

１点加点でよろしいでしょうか。それから、５ヵ年計

画がきちんと達成できていないというところや、クッ

キング、食育の方が上手くいかなかったなど、こう

いうこともあって指定管理者はここを担当課よりは

１点低く見積もっているようですが、ここはどうしま

しょうか？コロナが無ければというところで、担当

課では〇をつけているのですが、コロナが下火に

なっている時期もありましたので、そこで実施でき

るものもなかったのかという気はします。 

 

＜高橋委員＞ 

区の方からすると、こういう国からお墨つきをも

らったというのは非常に評価されるので、それは

確かに評価できるとは思いますが、皆さんがおっ

しゃるように、それでというところがやはり欲しいと

ころなります。おそらく人気コンテンツだということ

で継続してやっていかれる。この賞を取りましたと

いう真価が発揮されるのが今年度と思うので、そこ

で評価するべき所なのかなというのを思いました

ので、そういう部分では指定管理者に合わせても

よいのではと思いました。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、キッズデザイン賞は１点加点というこ

とです。担当課の４点という評価から３点に下げる

という事に致しましょう。次に、３の運動系体験事

業になります。指定管理者は３点、担当課は４点

です。加点提案として、ギャラクシティスポーツチ

ャレンジパークです。これに関してはいかがでしょ

うか？２点に担当課はしていて、指定管理者も２

点です。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

評価材料が少なくて、中々難しいですね。 

 

＜高橋委員＞ 

目標が３０００人に対し１万６０００人というところ

だと思いますが、そもそもこの差が大きすぎるので、

３０００人という目標設定が甘すぎたという見方もで

きます。それでも、この時期でこれだけ集まったと

いうのは良いですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

私自身見てもすごく面白かったです。ここのス

ペースが有効活用されてないと以前から思ってお

りましたので、そういう意味で面白かったです。 

＜四宮委員＞ 

コロナ禍で体を動かすということをフォローアッ

プしていたというところがあるので、そういった意味

ではよいのかなと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

ゴールボールやボッチャは、今も続いていると

仰ってましたよね。 

 

＜高橋委員＞ 

これだけの人数が集まったイベントとしては、お

金がそこまでかかっていないですね。道具を買っ

て継続的にやれるというのと、場所をそんなに使

わないものだったり、新たに場所を借りたり、色々



9 

 

買い込む必要もなく、できる方向ではあるので、確

かにそういう点では１万６０００人の集客があったと

いうのは費用対効果が高いかもしれないですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

そうですね。他にご意見はありますか。よろしけ

れば、加点２点をあげてもよいということで、変化

なしですね。担当課の４点を採用します。続きまし

て、４の幼児親子向け事業です。指定管理者３点、

担当課３点で、加点提案がありますね。みんなの

気になるを解消できる場にです。気になったので

すが、まだ歩けないようなお子さんと、そのご兄弟

が一緒に遊んで危なかったというのは前からあっ

たことではないのかなと思いますが、それが今ま

で解消されていなかったということかと思いました。

そうだとすると、対応はすごく遅かったと思います。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

週末のイベントを平日に移行したことで、交流

が生まれたのでしょうか。何が今までと違うのかよ

く分からないです。 

 

＜渡辺委員＞ 

そうですね。今までも無い訳ではなかったと思う

ような内容ですね。ただ、ここもお金をかけずに工

夫をして、手作りおもちゃなど色々考えてはいると

言うところでしょうが、やはり加点は１点になります

よね。２点あげてもいいかというそこのご判断いた

だきたいところです。具体的な成果に結びついて

いないという気はします。手を付けていないところ

に手が付いたというだけの評価というところですね。

１点加点でよろしいでしょうか。それでは、３点から

２点に変更したいと思います。次は、まるちたいけ

んドーム活用事業です。これは指定管理者と担当

課で評価が違いますど、達成できなかった理由が

コロナのためという事と、もう少しで達成できたとい

うところを評価していただいているということですね。 

 

＜原田係長＞ 

そうですね。１回足りないですとか、プラネタリウ

ム自体が休館の期間もありましたし、その中で達

成してないため×にしていますが、ギリギリかなと

いうのが区の判断でございます。 

 

＜渡辺委員＞ 

こちらに関しても、ボランティア主導の天文イベ

ントを開催したという事が加点項目として上がって

います。このボランティア主導の天文イベントとい

うのは元々やっていたような気がします。 

 

＜山縣委員＞ 

コロナで大変なのは凄く同情しますが、そこで

後向きになっているという気がします。投影内容を

この前見たところ、昔のご当地ビデオの評価の高

いものが、もう１回投影されていたりして、あれは凄

く良いと思いました。もう１回続編を作るという意欲

があってもいいと思います。 

 

＜酒井委員＞ 

元々このギャラクシティの設備自体が、集客の

できる発信力を持っていますので、それが周知さ

れていないということに尽きます。今日は平日です

が、半分休館かなと思ったほどに、寂しい状況で

す。東京全体への発信がないからですよね。プラ

ネタリウムは喋ったり、大きな声を出したりする場

所ではないので、やり方によっては通常業務と変

わらない集客も考えられます。各自治体は自分の

観光資源をどうにかアピールしたいということで、

お金をかけて YouTube を作ったりしています。日

本全国の観光資源で、映像で魅せるものにアプロ

ーチをすれば、素晴らしい映像はいくらでもできま

す。今、ドローンの映像がすごいですよね。そのド

ローンの映像とプラネタリウムでの投影を重ねるこ

とだってできます。非常にドローンの製作者も増え

てきているので、その方も発表の場を欲しがって

います。そういった方々とコラボすれば、いくらでも
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コンテンツはできます。 

 

＜高橋委員＞ 

企画の提案になってしまいますが、「ハラミちゃ

ん」というピアノのユーチューバーを呼ぶことがで

きていますよね。このレベルの人達を呼べるという

ことは、それだけの営業力があるはずです。Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅを観ていると、それこそ電車に乗っている前

の風景だけを取るというＹｏｕＴｕｂｅもあるくらいで

す。旅行に行けない時期もありましたので、例え

ば、東武線だと浅草から鬼怒川温泉まで電車の

映像をずっと流しっぱなしでも好きな人は好きだと

思います。そういった動画制作者を見つけて、協

力してほしいと声を掛ければ、もっと幅広く、コスト

を抑えて映像を作ることもできるのではないかと思

ってしまいます。 

 

＜原田係長＞ 

来月、鉄道のイベントをギャラクシティでやる予

定です。区内の各路線の事業者さんに協力して

いただいて、全館で模型を走らせたり、車掌体験

などのイベントがあるので、そういった話も出来た

らしてみたいと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

コアなマニアを発掘し、その方に広めてもらうと

いうのも、今までに無い層にアピールする方法だ

と思いますので、工夫して欲しいですね。 

 

＜山縣委員＞ 

今回、半径２、３メートルぐらいの範囲しか見て

ないような企画ばかりなので、大きな事業があって

もいいと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

このまるちたいけんドーム活用事業は、担当課

５点になっていますが、加点１点にしましょう。それ

では、アウトリーチプログラム事業です。指定管理

者３点、担当課３点で、こどもおしごとランドの出張

型が加点提案になります。おしごとランド出張型は

１回しか行っていないですね。 

 

＜高橋委員＞ 

中味は良いと思いますが、昨年度で３回位行っ

ていればさらに良かったですね。他の中学校にも

行っていれば、評価ができました。今だけの子供

たちなので、のんびりしているのではなくて、すぐ

に動いてほしいというのを思いましたし、青少年課

がＰＴＡや学校を管轄しますが、本気で広げたい

と思ったらすぐそこにアプローチすればいいだけ

なので、少しのんびりしているなという印象があり

ました。ＰＴＡにも、民間の方や商工会が営業に来

ます。こういうイベントやるので、協賛してください

などですね。区の色々な課の方もこういうイベント

をやるので是非お願いしますと来られますので、

ギャラクからそういったお願いが来ても、全く違和

感は無く、むしろそうして貰った方がありがたいと

思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

昨年度の評価は、加点２点は重いという気がし

ます。１点でよろしいでしょうか。それでは、ここは

３点が２点になります。続きまして、開発事業です。

こちらに関しては、指定管理者５点、担当課５点で

す。加点提案はプログラミングについてです。プロ

グラミングを気軽に体験し、継続できる環境づくり

ですが、こちらはいかがでしょうか。 

 

＜高橋委員＞ 

５点は大きいですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

５点は大きいですね。遊びの開発が活発では

ないですよね。それでは、プログラミングの加点は

２点ではなく１点ということで、評価点は４点です。

次はふれあい交流事業です。指定管理者は４点、
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担当課は５点としています。ストリートピアノをふれ

あい交流の加点提案としています。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

私は評価しています。実際に利用者の方も多

かったようです。 

 

＜酒井委員＞ 

そうですね。利用者の発表する場が欲しいとい

う要望を上手く掴んで、実際に成果を出している

なと思います。ピアノのこの場所も、綺麗ですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

成果という意味で、このストリートピアノが新たな

きっかけで繋がっていけばいいですね。 

 

＜高橋委員＞ 

殺風景だった場所が、ピアノを置いて少し華や

かになり、そこで誰かが弾いていたりすると、少し

感心を持ちますし、立ち止まって聞いたりですと

か、イベントも集客できているので、これこそが加

点かもしれないですよね。 

 

＜渡辺委員＞ 

演奏時間も長くなりましたよね 

 

＜原田係長＞ 

はい。今は、１０時から４時半まで使用できます。 

 

＜高橋委員＞ 

それこそ５点じゃなくて６点か７点でもいいので

はないかと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

ここは５点ということにしましょう。それでは、９番

の大人体験事業です。指定管理者３点、担当課

も３点で、「ひかりのせかい」が加点として上がって

います。本当はもっと大人が体験できるように工夫

して欲しかったのですが、コロナで上手くいかなか

ったということですね。この「ひかりのせかい」も、

休止をしている期間の小さなイベントという感じで

すが、ご覧になった方が伸びていけば良かったと

思いますが、伸びてはいないようですね。評判に

なったのではないと思うので、具体的な成果に結

びついたのかというのは疑問です。確か、多くて３

０人くらいですよね。 

 

＜高橋委員＞ 

休館していても何とかしようという部分は、評価

できると思いますが、やって満足というところで終

わっている感じがします。やったけれども、ＳＮＳで

発信をもっとしようですとか、これを休館中だけで

はなくゲリラ的にこの時間にやってみようという継

続的発想があれば、もっと良かったかもしれませ

ん。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、加点２点ですが、１点の加点で、２点

としたいと思います。それでは、西新井文化ホー

ルに関してです。文化交流の場となる環境作りで

す。指定管理者５点、担当課５点です。ミュージッ

クブリッジが加点提案です。これ自体はいいと思

います。やはり、この後に広がりが欲しいですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

先程、村田館長さんもこういった事業をやりたい

と仰っていたので、この先どうなっていくかですね。

まだ去年の時点では、これをやったというところで

終わっているので、成果とまではならないですね。 

 

＜酒井委員＞ 

その成果も定期的に何曜日にやっているという

ような形だと、評価しやすいですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

そうですね。お客様の声を拾って、さらにこうい
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う企画に繋がったとか、そこまで見えてくるといいと

思います。 

 

＜高橋委員＞ 

これを独自開催するよう準備しているなどがあ

れば、これは評価できるところだったかもしれませ

んね。 

 

＜酒井委員＞ 

主催者である東京藝術大学と書いてありますが、

主催者に機会を提供したというものですね。共催

事業だと思います。 

 

＜渡辺委員＞ 

２点加点でなくて１点加点で、４点にしましょう。

それでは、区民応援型事業の実現です。加点提

案のスタインウェイを引くというのは前からやって

いませんでしたか？ 

 

＜原田係長＞ 

指定管理者では初めてと聞きました。確かその

前の事業者がやっていたかもしれないです。 

 

＜渡辺委員＞ 

これが５点という事になりますが、ストリートピアノ

も含めて、５点あげてもいいかなということで、その

まま５点の評価となります。続きまして、エンターテ

インメント型ホールとしての公演の実施です。指定

管理者２点、担当課３点になっています。それで

は、担当課の３点でいいかと思います。４がエンタ

ーテインメント型ホールとしての興行事業の成果

になります。これは、指定管理者４点、担当課５点

になります。指定管理者は減点していますが、担

当課は、ここは合格。ギャラクシティ歌舞伎を加点

２とするかどうかかと思います。３０名定員で２０名

と人数は定員に比べて少なかったですね。 

 

 

＜伊志嶺委員＞ 

中止になってしまいましたよね。動画をその代

わりに配信したような気がします。 

 

＜渡辺委員＞ 

ゲストのオンライン配信で、発表会は今年の５

月と７月３０日にと仰ってましたかね。年度内には

無理だったということですね。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

ゲストの動画も最近知りましたが、再生回数が

少なかった。市川九團次さんは有名なので、もう

少し伸びるのかなと思いました。これは中止にな

っていますので、難しいですね。 

 

＜渡辺委員＞ 

中止になっているのに、具体的な成果に結び

ついているとまでは言えないですね。 

 

＜高橋委員＞ 

中止になったが、海老蔵さんのトークを配信し

たとかですと、知名度をいただいて、海老蔵さん

に出演してもらえたとなりますが、それはこれから

というようなお話しをしていましたね。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、４点でいいですね。次が適切な利用

状況となっているかということで、Ｃの利用の状況

に関して、指定管理者３点、担当課５点になって

います。来館者数だけを見ているというのが、もう

この時代少し足りないかなという気もします。その

評価基準は区の方で定めてらっしゃるのかもしれ

ませんが、元々あった計画というのも来館者が中

心になっているとは思いますが、もっと別の参加

の仕方というのもあると思います。 

 

＜伊志嶺委員＞ 

そうしたときに、利用者が増えるのは良いと思い
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ますが、その比べ方が２０２０年度よりも２０２１年が

１，４倍もあったとなっています。去年もコロナであ

るので、この１．４倍はどういう意味があるのかなと

思います。去年の休止期間をきちんと見て、精査

した数字なのかと思います。 

 

＜高橋委員＞ 

むしろ伸びないとまずいですね。１．４倍はアピ

ールではなくて、当たり前の話です。 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、ここは加点無しなので、３点という事

にしたいと思います。利用者の満足度、アンケート

調査等です。担当課が運営満足度１０点、２の施

設設備満足度６点、３の事業満足度６点、４の利

用効果１０点としています。 

 

＜原田係長＞ 

アンケートの件数が少ない点はこちらで改善し

てまいります。点数のつけ方についても、アンケー

ト結果に基づいて、機械的にやらせていただいて

いるので、ここは担当課の点数をご承認いただく

かという所でご判断いただければと思います。 

 

 

＜渡辺委員＞ 

それでは、このままとします。一通り見ることがで

きましたので、評価点の決定を終了します。 

 

【休憩】 

 

＜渡辺委員＞ 

得点を修正して頂きました。１２３点で B+という

評価です。それでは、評価シートの評価委員点を

決定していきたいと思います。所見シートの方を

基に委員の意見欄のコメントを決定します。適切

な管理の履行に関しては、レセプショニストサービ

ス・スタイルプロジェクトの導入により、スタッフの意

識改革や人件費削減に繋がることが期待できると

いう２番のコメントを挙げたいと思います。改善す

べき点として、やはり還付金の額の間違いというの

は、指摘しておいた方がいいかと思います。ダブ

ルチェックを徹底してほしいという１番を挙げてお

きます。それではＢの安全性の確保についてです。

ここは、常磐アートアンブレラの事は評価しないの

で、減点しましたね。４番のおおむね良好でいい

ですね。改善すべき点は、オンラインの訓練を行

ったので、無しでいいかと思います。Ｃの法令等

の順守について、評価すべき点ですが、２番のお

おむね良好と考えるとします。改善すべき点は、

デジタル化対策についてです。その他の意見で

すが、今後は情報管理を厳しく考えていかないと

いけないと思いますので、②を挙げたいと思いま

す。Ｄの適切な財務管理です。黒字になっている

ということは評価してもいいですね。４番の長引く

コロナ禍の中、収支が黒字であることは評価でき

る、にしておきましょうか。改善すべき点ですが、１

番のコロナ禍の難しい運営では、人件費に関して

は予算と実績の差額が大きい、原因を究明してほ

しい、これは挙げておきましょうか。その他の意見

は、４番のコロナ禍のためではあるが、事業規模

を縮小している、ウィズコロナに向けて、元に戻し

ていくか検討してほしい、という意見を上げていき

ましょうか。次の子供の未来創造館事業の取り組

みの方ですが、ここは色々なものが含まれていま

すが、評価すべき点として、ストリートピアノは良か

ったですね。この中で上げられるのは、こどもおし

ごとランドとストリートピアノという気がします。そう

すると、６番のこどもおしごとランドと１０番のストリ

ートピアノです。色々事業を見直すということをや

っても良かったのかなという気はします。１番のコ

ロナ禍での事業中止が予想される中で５ヵ年の見

直しも必要だったのではないかという事を上げて

おきましょう。その他の注意点はどうでしょうか。利

用したことがない層へのさらなるＰＲということは検

討して欲しいという中で、５番を上げておきましょう。
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それでは、Ｄの西新井文化ホール事業で、評価

するべき点ですが、１番を上げておきましょうか。

改善すべき点は、この集客率が低い公演につい

てという１番を上げます。その他の注意点です。こ

れは独自の独創的な企画を期待したいというのは

ありますね。１番ですね。次は C の利用の状況で

す。評価すべき点ですが、３番の意見を上げまし

ょう。改善すべき点ですが、今後も休館対応がい

つ起こるかわからないという事を念頭に置き、その

中で工夫が必要というのは大事かと思いますので、

２番を入れておきましょう。その他の注意点です。

ウィズコロナ時代に向けて来館しなくてもギャラク

シティのイベントや体験、学習に参加できて、それ

を利用者層として記録できるようなプログラムも充

実して欲しいという意見を上げておきましょう。利

用者の満足度の評価すべき点ですが、おおむね

高い満足度は得られているので、１番を上げてお

きましょうか。改善すべき点ですが、話し合いにも

出ましたけれども、科学、宇宙分野が弱くなってい

る気がするので、１番を上げましょう。それでは、

特記事項、総合評価をまとめて、ご意見が出揃っ

たかと思いますので、終わりたいと思います。事務

局にお返しします。 

 

＜原田係長＞ 

本日は長時間ありがとうございました。結果は

改めて発表いたしますが、１２３点のＢ＋でござい

ます。昨年度が１２２点のＢ＋ですので、同じような

結果となりました。改善点も多くいただきましたし、

ギャラクシティがこれを受け、改善して良い施設に

なっていけばと思います。それでは、最後に閉会

のご挨拶を山縣委員にいただきたいと思います。 

 

【副委員長挨拶】 

 

＜山縣委員＞ 

皆様、２日間ご苦労様でした。コロナも３年目に

なりまして、ずっとコロナの中で審査してきている

ようで、今日の管理者の話を聞いても、もう少し元

気を出してほしいと思いました。改修期間に元気

を蓄えて、もっと弾けるようなことを期待したいと思

いました。皆様、ご苦労様でした。 

 

【閉会】 


