第２回

評議員会

平成２１年８月２６日

○江口議長

おはようございます。

本日は、大変お忙しいところ、評議員会にご出席頂きありがとうございます。
本日審議して頂く予定は、４月から予定しております財団の統合に関連した議案を２
件用意してございますので、よろしくお願い申し上げます。
では、初めに定足数の確認を行います。事務局から報告をお願いします。
○小林経営課長

評議員現在数16名、定足数は11名のところ13名の評議員の方々のご出席

がござ いま して 、残 りの 欠席 の方 ３名 からは 書 面表決 を頂 いて おり ます 。従 いま して 、
16名全員 のご 出席 があ ると いう こと で定 足数 に 達し てお り、 本評 議員 会は 有効 に成立
しておりますことをご報告申し上げます。
○江口議長

事務局の報告どおり、評議員会は有効に成立しております。

ただいまから平成21年度第２回財団法人新宿区生涯学習財団評議員会を開催致します。
議事に入る前に、議事録署名人の選出を行います。
本日は、髙橋評議員と根本評議員にお願いしたいと思いますがご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございます。では、よろしくお願いします。

これより議事に入ります。
諮問第７号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員候補者の推薦について、まず
事務局の説明を受けます。お願いします。
○小野寺事務局長

本諮問につきましては、５月27日の評議員会で決定を頂き、また５月

28日の理 事会 で議 決を 頂き まし た定 款変 更並 び に最 初の 評議 員の 選定 方法 につ きまし
て、 それ ぞれ 認可 を受 け、 届け 出も 済ん だ関 係 上、 議案 とし て提 出を させ て頂 いたも
のでございます。
なお、この中で、選任のための委員会の設置規程等も決定をして頂きましたが、それ
に基 づき まし て評 議員 会の 皆様 並び に理 事会 の 皆様 から の推 薦を 頂き たい とい うこと
で、 開催 通知 と併 せて お願 いを した とこ ろ、 一 定の 推薦 を得 た結 果に つき まし て、本
日お諮りするものでございます。
具体的な内容につきましては事務局次長から説明をさせますので、よろしくお願い致
したいと思います。
○諏訪事務局次長

事務局次長の諏訪でございます。よろしくお願い致します。

それでは、諮問第７号についてご説明させて頂きます。
７月21日に前回ご諮問頂きました最初の評議員の選任方法について都の認可がおりま
して 、財 団法 人新 宿区 生涯 学習 財団 最初 の評 議 員選 定委 員会 設置 規程 が施 行さ れると
いうことになりました。これに伴いまして、前回、ご承認を頂きました選定委員の
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方々 に委 嘱状 を発 行し たと ころ でご ざい ます 。 こち らで 選定 して 頂く 最初 の評 議員に
つき まし ては 、前 回ご 説明 致し まし たと おり 、 現況 の評 議員 会及 び理 事会 の推 薦を得
て、 候補 者が 選定 され ると いう こと でご ざい ま す。 これ に伴 い、 全評 議員 の皆 様にご
推薦 をお 願い しま した とこ ろ、 諮問 第７ 号の 候 補者 氏名 とい う推 薦が 上が って きたと
ころでございます。

〈推薦状内容についての説明省略〉

○江口議長

ただいま候補者１名ごとの説明がございましたけれども、本日の評議員会に

候補 者の 方が 評議 員と して 参加 され てい る方 も いら っし ゃい ます ので 、質 疑に つきま
しては一括して質疑をとり行いたいと思いますので、よろしくお願い致します。
では、質問あるいはお考えのある方は、どうぞご発言願います。
特にございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

では、ご発言がないので、質疑を終了致します。お諮り致します。

諮問第７号、財団法人新宿区生涯学習財団最初の評議員候補者の推薦を原案どおり決
定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございます。異議なしと認め、諮問第７号は原案どおり決定致し

ます。
次に、諮問第８号について、事務局の説明を受けます。お願いします。
○小野寺事務局長

諮問第８号につきまして説明をさせて頂きます。

本諮問の補正予算でございますが、この補正予算につきましては、文化・国際交流財
団と 私ど も財 団の 統合 に伴 い、 公益 認定 を得 る ため の作 業を 現在 進め てい ると ころで
ござ いま すが 、両 財団 のシ ステ ム上 の違 い等 が ござ いま す関 係上 、経 営環 境を 整える
ために 、こ の年 度末 まで に準 備し てお くべき も のに対 応す るた めの 予算 でご ざい ます 。
詳しくは次長のほうから説明をさせて頂きたいと思います。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

説明は終わりました。

ご質問、ご意見のある方はお願い致します。
○小菅評議員

３点お尋ねしたいのですが、１点目は、文化・国際交流財団との機能統合
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とい うこ とで 、世 帯が 大き くな るわ けで すが 、 職員 の総 数と 、あ るい は従 来の 組織と
か人 事関 係で どん な配 慮が これ から 組織 上必 要 なの か、 そう いう こと を少 し教 えて頂
きたい。
２点目は、機能統合によって直接区民がどういう利益が得られるんだろうか。素朴な
質問 です けれ ども 、区 民に とっ てど うい うと こ ろが メリ ット なの か、 わか りや すく教
えて頂きたいと思います。
３点目は、事業支出（１）①の149万5,000円の支出、これは音響機材の整備というの
ですが 、私 もた びた び大 体育 室で 音響 関係を 使 わせて 頂く ので すが 、何 か調 子が 悪い 。
ほと んど 私の 声だ と美 声が 通ら ない よう な。 そ の辺 のこ とも 含め てこ の辺 は整 備して
いただけるのかどうか、その点教えて頂きたい。以上です。
○江口議長

お願いします、事務局。

○小野寺事務局長

それでは、１点目と２点目につきまして、私のほうからご説明をさせ

て頂きたいと思います。
統合による職員の関係でございます。現在、プロパー職員、財団の固有職員というと
ころ で見 ます と、 私ど も生 涯学 習財 団が29名 、 それ から 文化 ・国 際交 流財 団が12名、
その 他、 区か らの 派遣 職員 、あ るい は常 勤の 契 約職 員、 パー ト職 員、 人材 派遣 等の職
員、 それ ぞれ 多様 な形 で構 成し てお りま すが 、 特に プロ パー 職員 の件 で申 しま すと、
29名と12名と いう こと で41名に なり ます 。こ の 41名のう ち12名に つき まし ては 、区の
計画 に沿 って 現在 統合 作業 を進 めて いる 関係 上 、そ の身 分に つき まし ては 、基 本的に
は全 員新 しい 財団 が事 業と 合わ せて 引き 継ぎ を 行う とい う形 で現 在そ の準 備を 進めて
いる とこ ろで ござ いま す。 処遇 等に つき まし て は、 若干 制度 上の 違い がご ざい ますの
で、 私の ほう で個 々の 職員 に対 して 制度 上ど う いう 差異 が生 ずる かと いう こと につい
ては 逐一 説明 を申 し上 げま して 、12名の 方か ら は概 ね同 意を 得て いる とい う状 況でご
ざいます。
なお、それぞれ庶務部門がございます関係上、組織の統合によって、２番目の質問に
も影 響致 しま すけ れど も、 省力 化が 図れ ると い う部 分が 出て まい りま す。 この 省力化
部分 につ きま して は、 新た に実 施す る事 業、 具 体的 には 、例 えば 観光 事業 のよ うなも
のは 新た に取 り組 むわ けで ござ いま すが 、新 規 の事 業等 にそ の職 員を 充て 、総 数を増
やさ ずに 事業 総数 の増 に対 応で きる よう にな っ てい くも のと いう こと で現 在考 えてい
るところでございます。
それから、２番目の区民の利益ということでございますが、事業の拡張に伴って、経
費が 節減 でき ると いう 部分 につ きま して は、 間 接的 には 区民 の方 の利 益に 還元 される
とい うこ とだ と思 いま すし 、何 より も類 似し た 事業 等に つい ては 、統 合さ れる ことに
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よっ て効 率よ く運 営で きま すし 、職 員同 士も そ れぞ れの 分野 での ノウ ハウ を持 ってお
りま すの で、 その ノウ ハウ を上 手に 使い なが ら 連携 をす るこ とに よっ て、 より 質の高
いサ ービ スの 提供 に繋 がっ てい くの では ない か とい う、 主に はそ うい うと ころ が区民
の利益という形で還元をされていくのではないかと思います。
また最後、諮問事項ではございませんが、報告事業の中で事業の組み立て、その他に
つきましては、別途ご説明をさせて頂きたいと思います。
それでは、第３点の部分につきましては、次長からお答えをさせて頂きます。
○諏訪事務局次長

それでは、音響機器の整備についての説明でございますが、小菅評議

員の ご指 摘の とお り、 予ね てか ら生 涯学 習財 団 のほ うで も音 楽系 の事 業を やっ ていた
とこ ろで はご ざい ます けれ ども 、例 えば 体育 室 の音 響設 備は 余り よく ない のと 、施設
だけ で事 業を 行う わけ では ござ いま せん ので 、 例え ばマ ラソ ンの とき は明 治公 園で行
うと か、 いろ いろ な施 設が ある とき に、 もち ろ ん、 今度 統合 した 時に 文化 セン ターの
音響 設備 にす ばら しい のが ある のは 重々 承知 し てい ると ころ でご ざい ます が、 それを
持ち 出せ るわ けで はな いと 。か つ文 化・ 芸術 に つい ても やっ てい かな けれ ばい けない
財団 とし ては 、少 し設 備が お粗 末で あろ うと い うこ とで 、移 動式 の、 例え ば体 育室で
も使 える 、マ ラソ ンの 時屋 外に 持ち 出そ うと す れば そち らで も使 える と。 他の 施設、
例え ば生 涯学 習館 でご ざい ます とか 、ど うな る か、 事業 展開 は今 後に なろ うか と思い
ます けれ ども 、使 える 可動 でき る音 響設 備を 揃 える 必要 があ るで あろ うと 。ま た、文
化セ ンタ ー施 設も 持ち なが らコ ズミ ック でそ の よう な活 動が 全く でき ない とい うこと
でも 困る とい うこ とで 、そ れら のも のを 含め 、 メイ ンス ピー カー 、ヘ ッド アン プ、キ
ャビ ネッ ト、 また 、若 干の シン バル スタ ンド 、 その よう なも のを 含め て購 入し 、それ
をどこにでも持って行けるようにしたいという意図でございます。
○江口議長
○小菅評議員

よろしゅうございますか。
大体育館のほうの音響は特に、体育室のほうは。

○諏訪事務局次長

大体育室のほうにつきましては、指定管理のほうになりますので、指

定管理の特別会計の中で整備は行うものと考えております。
○小菅評議員
○江口議長
○雨宮評議員

わかりました。ありがとうございました。
他にご質問、ご意見等ございましたらば。
そうすると、人事的な面では、正規な社員というか、正社員のところは41

名で 、事 業を たく さん やっ てい る関 係で いろ ん な方 々を 今採 用し てい ます ね。 そうい
う人 達は 基本 的に は、 事業 の展 開に よっ ては 変 わる 場合 もあ るけ れど 、当 面の その合
併ま で、 ある いは 合併 後、 新規 事業 等で また 変 わっ てく るか もし れま せん けれ ども、
今ま での 事業 で採 用し てい たよ うな 人達 、非 常 勤の 皆さ ん含 めて 、ア ルバ イト の方も
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いる かも しれ ませ んけ れど も、 そう いう 方々 は 基本 的に はそ のま ま引 き継 いで いくと
いうことで、その後の時に見直しをすると、こういう格好になるんでしょうか。
○江口議長

事務局、お願いします。

○小野寺事務局長

実は、正規職員もそうですが、それぞれ人事給与制度等が違っている

部分 がご ざい ます 。正 規職 員に はそ の違 いの 分 、違 いに よる 自己 が受 ける 利益 、不利
益等 の部 分に つい ても きち んと 説明 をし た上 で 概ね 合意 を得 てい ます 。非 常勤 の方に
つき まし ては 、私 ども 生涯 学習 財団 には 、非 常 勤職 員と いう 身分 の方 はい らっ しゃい
ません。契約職員のうち常勤かパートとなっています。従いまして、現在、新宿文
化・ 国際 交流 財団 にい らっ しゃ いま す非 常勤 の 方に つき まし ては 、私 ども の制 度で言
いま すと 、ど ちら かと いう とパ ート 職員 に準 じ た、 ただ し月 額給 与と いう 形の ものの
処遇 にな りま す。 制度 がそ うい う意 味で 対応 し てい ない 部分 がご ざい ます ので 、間も
なく 、非 常勤 職員 の皆 さん にも 制度 の変 更に 伴 って どの よう にな るの かと いう 基本的
な説 明を した 上、 一人 一人 の方 とそ の条 件等 の 提示 の中 で、 今後 の雇 用の 継続 の希望
の有 無を 確認 しな がら 、雇 用契 約を して まい り たい と考 えて おり ます 。基 本的 なスタ
ンス とし まし ては 、せ っか く現 在働 いて いる と ころ です ので 、労 働条 件で の合 意が得
られ れば 、雇 用継 続を 前提 とし て、 話を 進め て いき たい と思 いま す。 でき れば 今まで
の経 験を 新し い財 団で 生か して いけ るよ うな 形 で合 意形 成が でき れば いい 、と 考えて
おります。
○雨宮評議員

２つの財団が一緒になるということですので、今までのそれぞれが単独で

やっ てい たも のが 一緒 にな って 、ど うい うふ う にな るの だろ う。 統合 にな って しまう
のか 、全 く新 しい 対等 ・平 等の 合併 にな って い くの か、 その 辺は 基本 的に やっ ぱり、
今の 財団 のほ うが 主軸 にな って 、向 こう を統 合 する よう な格 好な のか 、そ うで はなく
て、 あく まで も今 回は 両方 の財 団が 対等 ・平 等 に合 併す ると いう こと なの か、 その辺
はどんな趣になるのですか。
○江口議長

お願いします。

○小野寺事務局長

法律的に申し上げますと、一方が解散をし、解散した財団の事業を引

き継 ぐと いう 形に なり ます ので 、法 律上 はこ ち らの 生涯 学習 財団 が中 心的 なも のにな
りま す。 ただ 、こ れは 手続 上の 問題 、ち ょう ど 法律 改正 が昨 年の12月 １日 に施 行され
たと いう こと もあ りこ うい う形 をと って いる わ けで すが 、内 容的 には 対等 な形 、双方
の財 団の 業務 の質 量を 落と すこ とな く、 より 効 率的 なサ ービ スを 行っ てい くた めの組
織に 造り 替え を行 うこ とに なり ます ので 、全 く 対等 な関 係で 統一 され ると いう ことに
なり ます 。手 続的 には そう いう こと でご ざい ま すの で、 一方 が解 散し 、私 ども が吸収
をするという形になるということでございます。
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○雨宮評議員

文化振興財団のほうでいろんな会議室を貸し出したりしていましたよね。

それ も基 本的 には 、今 度の こち らの 生涯 学習 財 団の ほう の貸 し出 しル ール 、い わゆる
これ は区 民サ ービ スと の関 係に 関連 して きま す けれ ども 、当 面の 文化 振興 財団 のほう
でい ろい ろな 貸し 出し をや って いた 基準 はそ の まま なの か、 ある いは そう では なく、
今回 の生 涯学 習財 団の ほう での いろ いろ な貸 し 出し の条 件と 合わ せて いく のか 、その
辺を 合わ せた 中で 、区 民の 皆さ んに 今ま での 利 用勝 手が 違っ てき てし まう とい うこと
で影響が出てこないかどうか、その点はどうなりますか。
○小野寺事務局長

指定管理の関係になりますけれども、もともと指定管理施設につきま

して は、 区の ほう の制 度を 使っ て運 営を 行う と いう こと でご ざい ます ので 、基 本的な
条件 等に つい ての 変更 はご ざい ませ ん。 ただ 、 制度 的な 変更 がな いも のを 工夫 によっ
て利 用者 の皆 さん がよ り利 用し やす いと いう こ とで 工夫 がで きる ので あれ ば、 その辺
につ きま して は年 度内 に検 討し た上 で、 新年 度 から より 使い やす いよ うな 形の 工夫が
できるものと考えております。
○雨宮評議員
○江口議長
○雨宮評議員
○江口議長
○根本評議員

結構です。
よろしゅうございますか。
はい。
他にございますか。
補正予算になるということでもない、この後かなとも考えていたんですが、

統合 とい うか 合流 する こと によ って 、ど こを 深 めて いく のか 、あ るい はど この 問題が
省かれていくのかということで、考えていたことがあるんです。
それは、おとめ山が今度区民ふれあい公園という形で広くなります。これをどういう
ふう に位 置づ けて 、公 園と して 拡充 して いっ た らい いの かと いう こと です 。あ そこに
相馬 坂と いう 坂が ある んで すよ 。何 で相 馬坂 か とい うと 、相 馬子 爵が あそ この ところ
に住 んで いて 、林 泉園 とい う、 もと もと そう 呼 んで 相馬 邸だ った 。私 はず っと 今まで
おと め山 とい うの は落 合に 残っ た最 後の 秘境 と 思っ てい たわ けで す。 とこ ろが 、そう
じゃ なく て、 昭和15年 まで は林 泉園 とい う立 派 な庭 園だ った 。そ れが その 後、 相馬邸
から 離れ て、 手が 入ら なく なっ て秘 境に なっ た んで す。 だか ら、 勘違 いし てい たわけ
ですよ 。恐 らく 新宿 の歴 史で は、 みん なそう い うふう に勘 違い して いる んで す。 ただ 、
１人 下落 合に 北沢 さん とい う下 落合 研究 家が い て、 その 人が そう いう こと を発 見して
提唱 して いる んで すけ れど も。 もう 一つ 、甘 泉 園と いう 公園 が早 稲田 のと ころ にある
んで す。 これ は、 明治 から 大正 の初 期ま で相 馬 邸だ った んで す。 野馬 追い だと か相馬
邸と いう その 関係 があ りず っと 調べ てい って 、 公園 課に 甘泉 園の 歴史 を教 えて 欲しい
と、 公園 課か ら返 事が なか った んで す。 そこ で 事実 的に も管 理し てい る歴 博に 聞いた
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んで す。 歴博 はさ すが です ね、 すぐ 資料 をく れ た。 とこ ろが 、あ そこ の水 稲荷 に甘泉
園の 由来 の石 碑が ある んで すけ れど も、 もう 風 化し て読 めな いん です 。あ れの 意味は
何か とい った ら歴 博も 摑ん でい なか った 。そ れ で、 今度 は調 べま すと いう 返事 で終わ
って いる んで すけ ど。 内藤 新宿 は、 ずっ と我 々 は新 宿の 発祥 の地 とい うこ とで あった
んで すけ れど も、 新宿 が、 そう いう 意味 で言 う と徳 川さ んだ とか 相馬 さん だと か、い
ろん な人 達が 邸と して 残っ て、 今公 園に なっ て とい うこ とが ある んで すが 、こ れは公
園課な のか 、あ るい は歴 博な のか 、文 化なの か 、観光 なの かと いう 話に なっ てい くと 、
その 辺の とこ ろを もっ と掘 り下 げて いか なく て はい けな いと いう とこ ろが ある 。しか
し、 生涯 学習 財団 とい うこ とに なる とい わゆ る 社会 教育 、文 化観 光と いう こと になる
と文 化観 光で すよ ね。 これ から 文化 芸術 基本 条 例を つく ると いう こと だけ れど も、そ
うい う掘 り下 げみ たい なこ とが 統合 され た財 団 の中 で専 門化 され て深 めら れて いく、
そう いう 機能 も持 って いく んじ ゃな いだ ろう か 、そ こが 期待 され てい るん じゃ ないか
と私 は思 って 、是 非そ うい う統 合さ れた 中で の 質の 高ま りと いう よう なこ とを 研究し
て欲 しい とい うふ うに 思っ て、 その 辺は どう な のか 。統 合の 、実 務も もち ろん ありま
すけ れど も、 統合 する こと によ って の質 的な 深 まり 、高 まり とい うこ とが ある んだと
いうことを、あるいは目指すということなんかはどうなのか。
○小野寺事務局長

後ほど報告のところで重なる部分がありますが、総じて私の考えてい

ます のは 、両 財団 の統 合に よっ てそ れぞ れ財 団 が持 って いる 情報 、人 材等 につ いての
ネッ トワ ーク 化が より 一層 進ん でい くし 、進 む よう な仕 掛け づく りを して いか なけれ
ばな らな いと 思っ てお りま して 、既 に私 ども 財 団の ほう でも その 辺を 見越 しま して、
ユビ キタ スネ ット ワー ク化 の推 進等 で、 今、 根 本評 議員 がお っし ゃい まし たよ うなと
ころ も含 めて 、ど うい う形 で区 民の 皆さ んに 新 宿区 の愛 着に つな がる よう な情 報が提
供さ れ、 その 財産 が使 われ てい くか とい うこ と につ いて は、 今ま で以 上に 意識 的に進
めたいと考えているところでございます。
もう一つは、無駄の問題が出ましたけれども、双方が同じ目的のためにそれぞれ組織
を運 営し てき た部 分に つき まし ては 、一 緒に な ると いう こと で、 そこ に従 事す る職員
数が 減る とい う効 果が 出て くる 関係 上、 節減 の 効果 が大 きい とい うこ とが あり ます。
それ から 、両 財団 も似 たよ うな 類似 事業 等を 行 うこ とに よっ て、 それ ぞれ 成果 が分散
して いた よう なも のが 統合 化さ れる こと によ っ て、 より 効率 よく 、よ りに ぎや かな形
で実施できると。そうすれば発信力も高まるということが出てきます。
今後 、区 との 関係 でよ り 細部 につ いて 詰め を行 う必 要が あり ます けれ ども 、 いわゆ
る観 光事 業の 分野 です 。新 宿区 民は もと より 、 来街 者の 方た ちに 対し て新 宿の 魅力を
発信 し続 ける と。 この 仕組 みづ くり につ きま し て、 より 本格 的に 新宿 区の 資源 を最大
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限生 かす よう な形 での 仕組 みづ くり をす る。 こ れは 実際 の事 業計 画等 の中 でも 現在検
討しているところでございます。
最後に、後の報告で説明する予定になっていますが、きちんと的を絞って、掘り下げ
て効 率よ く施 策を 推進 する とい う枠 組み づく り をす る必 要が ある とい うこ とで 、現在
定款 の作 成作 業を やっ てい ると ころ でご ざい ま すが 、そ の中 で、 それ ぞれ の定 款事業
にぶ ら下 がり ます 事業 につ きま して も、 思い 切 って 整理 をし まし て、 それ で作 成しよ
うと いう こと で進 めて おり ます ので 、そ の辺 で も、 今後 より 努力 をし てい くと いうこ
とで、現在のところ考えているという状況でございます。
○江口議長

よろしゅうございますか。

他にご質問、ご意見ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

それでは、質疑を終了致しまして、諮問第８号につきまして、原案どおり決

定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○江口議長

ありがとうございます。異議なしと認め、諮問第８号、平成21年度補正予算

は原案どおり決定致します。
続いて、事務局より報告事項がございます。お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○江口議長

ただいまの報告事項につきまして、何かご質問、ご意見等がございましたら

ご発言願います。
検討資料については、非常に詳細にわたっておりますので、今日資料を頂いた段階で
すぐ 質問 、ご 意見 とい うの は難 しい かと 思い ま すの で、 また 今後 、こ れら につ いては
意見 を述 べる 評議 員会 もあ ろう かと 思い ます の で、 その 点も 含め まし て、 何か 今日お
聞きしておいたほうがよろしければということでご発言願えればと思います。
○根本評議員

さっきの続きですけれども、ちょうど館長がいらっしゃるので。学芸員の

皆さ んが 調査 研究 に当 たっ てい ます よね 。あ の 辺は 、私 はこ れか ら非 常に 充実 しなく
ちゃ いけ ない 分野 だな と最 近思 って きた んで す 。今 、文 化芸 術振 興基 本条 例と いうの
は懇 談会 で議 論し て頂 いて いま すね 。議 会の ほ うも いろ いろ 議論 して いる とこ ろだけ
れど も、 明治 期の 例え ば油 絵だ とか 西洋 化に つ いて の掘 り下 げは 大分 やっ てい らっし
ゃる 。け れど も、 江戸 時代 以前 の文 化芸 術に つ いて どう して いく のか と。 これ はお堀
の研 究と いう こと も入 って いま すけ れど も、 そ の辺 は非 常に 遅れ てい る分 野だ と私は
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感じ てい ます 。そ うい うと ころ は今 どう 考え て いる のか 。そ れか ら、 是非 、統 合され
た中 でそ うい う分 野を 拡充 して 欲し いと 思っ て いる んで すが 、現 状も 含め て館 長のほ
うであれば何か教えて頂きたい。
○林歴史博物館長

ご指摘のように、いろいろなまだまだ歴博として新宿の文化・歴史の

ほう で突 っ込 んで やっ てい かな けれ ばい けな い なと 。た だ、 一気 には なか なか 難しい
もの がご ざい ます 。段 階的 に私 ども のほ うも 、 今回 「新 宿風 景」 とい う写 真集 をまず
つく らせ て頂 きま す。 これ は昭 和を きち っと 残 すと いう 形で 写真 集を つく りま す。そ
れと 今や って いま すの は、 古老 のイ ンタ ビュ ー をし てい ます 、そ れを まず 起こ してお
ります。それを起こして文書化していきたいといった形で。
○根本評議員

何を起こして。

○林歴史博物館長
○根本評議員

古老。地域の方がお話しになるんです。インタビューしたときの。

年寄り。お年寄りの。

○林歴史博物館長

はい。その昔、新宿に住んだときの生き証人としての、それはいろい

ろあ りま すの で、 それ を全 部起 こし てい くと い う。 それ と今 回は 、21年度 の特 別展で
佐伯 祐三 の特 別展 をや りま す。 その 絡み でそ う いう 絵画 関係 のも のも 今い ろい ろと調
査を して いる とこ ろで すし 、19年度 の漱 石関 係 では 、文 人の 二百 二十 何人 の方 たちの
もの もき ちっ とし まし たし 、年 次計 画の 中で 、 そう いっ たも のを どう いう 形で やって
いくかということを現在私どもはやっております。
それと、先ほど局長のほうから話がありましたユビキタスという今試行をやっていま
すけ れど も、 これ を導 入し てや って いき ます 。 こう いっ た形 の中 で、 新宿 の坂 ですと
か、 こう いう もの をき ちっ と把 握し なが ら、 私 ども 学芸 員の ノウ ハウ を使 いな がらや
って いき たい 。そ れと 同時 に、 地域 の中 に入 っ てい って 、い ろん なお 話を 聞い ていき
たい とい うの も、 まず 私ど もの 今の 考え 方の 中 で、 歴史 博物 館の 目標 とい いま すか、
一つのそういう形の中で整理をしていきたいと思っています。
○根本評議員

ありがとうございました。その新宿の風景というあの写真集は立派なもの

です よね 。僕 も随 分あ れを 参考 にさ せて もら っ た。 昭和55年 のこ ろの 新宿 駅南 口の風
景な んて 全く 一変 して いる わけ でし ょう 。だ か ら、 そう いう 保存 とい うの はす ばらし
いか ら是 非や って 欲し いと 思っ てい るん です が 、江 戸期 とい うか 明治 以前 のと ころと
いう のは 非常 に弱 いと いう 感じ がし てし ょう が ない んで す。 文化 セン ター も、 あれは
もと もと 山本 区長 時代 にク ラシ ック 音楽 の殿 堂 とい うこ とで 、私 がま だ区 会議 員にな
った 昭和58年 のこ ろに オー プン した わけ です 。 その 時に は、 「日 本の 民謡 とい うのは
クラ シッ クじ ゃな いん です か」 と言 った ら「 い や、 あれ はだ め」 。ク ラシ ック という
のは 、要 は西 洋の もの なん だと いう 話で 、そ れ はそ れで 大事 にさ れた とい うこ とです
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けれ ども 、し かし 今は 国宝 とい う名 誉区 民の 皆 さん 方が いら して 、随 分邦 楽も 深まっ
てき てい るけ れど も、 そう いう とこ ろの 新宿 区 がよ って 立っ た時 代で すよ ね。 明治期
以降 じゃ なく 以前 あた りも 含め て、 例え ば公 園 のと ころ も、 おと め山 区民 ふれ あい公
園の 復元 とい うと きに 、そ うい う歴 史性 みた い なこ とも 大事 にし てい かな くて はいけ
ない 。完 成品 は残 って いる んで すよ 、今 でも あ の雰 囲気 が。 だけ ど、 私は 今ま でそん
なこ とを 考え たこ とも なか った 。今 は、 内藤 新 宿御 苑は 残っ てい るし 、甘 泉園 は残っ
てい るけ れど も、 そう いう こと も含 めて 、我 々 の新 宿の 歴史 の記 憶と して つく ってい
かな くて はい けな いん じゃ ない かと 思い ます の で、 歴博 中心 にぜ ひ頑 張っ て頂 きたい
ということだけ申し上げます。長くなりましたが。
○小野寺事務局長

今日は大変本当お忙しい中にいらして頂いたわけですが、実は公益認

定を 受け て、 来年 の４ 月１ 日か ら新 しい 法律 に 基づ く公 益財 団法 人と して 新た に出発
する とい う、 現在 、そ の準 備作 業を 進め てい る とこ ろで ござ いま す。 従い まし て、先
ほど との 関連 もあ りま すが 、統 合と いい ます の も、 新た な法 律に 基づ く財 団を 創設す
ると いう 作業 をし てい る関 係上 、既 存の 制度 等 につ きま して は、 全面 的に 作り 変えを
行う こと にな りま す。 また 、そ の中 でも 公益 認 定申 請時 に義 務づ けら れて いる ような
もの もご ざい ます ので 、次 回の 評議 員会 の諮 問 事項 につ きま して は、 ボリ ュー ムにつ
きましては大変大きなものになるということが想定をされております。
従いまして、皆さんお忙しい中で参加をして頂いているという状況もございますので、
次回 につ きま して は、 十分 な余 裕時 間を とっ て 、諮 問事 項等 につ きま して 、皆 さんの
とこ ろに ご送 付を させ て頂 いて 、当 日に つい て はで きる だけ 短い 時間 で審 議が される
よう にし てま いり たい と思 いま す。 現在 、そ の ため 、最 後の 追込 み作 業に 入っ ている
とこ ろで ござ いま すが 、そ うい う事 情で ござ い ます ので 、何 回も 開け なく て大 変申し
訳な いの です が、10月 には そう いう 形で 大変 ボ リュ ーム のあ る諮 問事 項に なる という
ことですので、よろしくお願いしたいと思います。
また、日時につきましては、現在のところ10月20日を次回の評議員会ということで予
定を して いる とこ ろで ござ いま すの で、 最終 的 な調 整が 終わ り次 第、 なる べく 早目に
ご案内状を発送したいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
以上でございます。
○江口議長

事務局の報告事項は以上でございますけれども、他に評議員の方々から、こ

ういう機会ですので、何かご発言があれば頂戴致したいと思いますが。どうぞ。
○今泉評議員

これはこのところの質問かどうかちょっと別にしまして、先ほど小菅評議

員が言 った よう に、 大体 育室 、小 体育 室の音 響 機器に つい てで すけ れど も、 予算 的に 、
最初は ちゃ んと 立派 なも のが 入る んで すけれ ど 、やは り機 械も ので 非常 に壊 れや すい 。
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その予備予算として、修理とか予備の機械とかという予算をとっていただけると、
我々 が何 か故 障し た時 にす ぐ補 修を して いた だ ける とい うよ うな 形で 、特 に本 当大体
育室 は、 構造 上難 しい と思 うん です けれ ど、 音 の反 響で 、そ れこ そ真 ん中 でし ゃべっ
た声 が端 に聞 こえ ない とか 聞こ えに くい とか 、 これ は非 常に どこ の体 育館 もそ うなん
です けれ ども 、声 を聞 きや すく つく って ある と いう 体育 館は 、全 国あ まり ない 。音楽
ホー ルの と違 うん です けれ ども 、我 々や はり 、 特に 私共 ダン スで やり ます と、 音が大
事な こと にな るの で、 端と 真ん 中の 音の 速度 が 違う とい うこ とは ある ので 、我 々もそ
れに 補充 する よう に自 分達 で持 ち込 みし て体 育 館の 放送 施設 を利 用し なが ら音 楽が全
部満 遍な く同 時に 、時 間差 がな く聞 こえ るよ う な形 はす るん です けれ ども 、ど うして
も、 大体 育館 の音 響の 設備 は余 りい じっ て頂 き たく ない とい うご 希望 があ るの で、い
ろん な人 が扱 うと 故障 の原 因に なる ので 、我 々 も重 々承 知し て使 わせ て頂 いて いるん
です けれ ども 、何 しろ 機械 は壊 れる とい うこ と を前 提に して 頂き まし て、 その 予備予
算をとっておいて頂ければと、使う立場からお願いできればと思います。以上です。
○江口議長

事務局のほうは特に。

○小野寺事務局長
○江口議長

受けましたということでよろしいですね。

○小野寺事務局長
○江口議長
○雨宮評議員

意見を承りましたので……。

はい、考えていきたいと思います。

他にございませんか。
次回10月20日、防災自治特別委員会がありますから、委員会のほう、かか

わり がな けれ ばい いで すけ れど も、 僕は 委員 じ ゃな いか らい いん だけ れど も、 日程が
20日に入っていますので、調整しておいてください。
○佐原評議員

今後は特別委員会、３人入っています。

○雨宮評議員

やっぱりそう。10時からですよね。10月20日は防災自治特別委員会……

○江口議長

それでは、また皆さんのご都合等を見ながら、再調整をさせて頂きたいと思

います。
○雨宮評議員

それともう一点、今その他のところで要望が出ているので、スポーツセン

ター の小 体育 館、 照明 が非 常に 暗い と。 大体 育 館の ほう は卓 球し てい る人 たち が小体
育館 から 同時 に借 りて 試合 をや ると 、小 体育 館 のほ うは 暗く て非 常に ボー ルが 見にく
いと 。恐 らく 、照 度的 には 法律 的と いう か照 度 はク リア して いる こと にな ると 思うん
です けれ ど、 もう 一列 照明 を増 やさ ない と、 差 がす ごい んで す。 大体 育室 は明 るいん
です が、 小体 育室 に来 ると 暗く なっ てし まう の で、 試合 をや って いる 人達 がも う少し
何と か明 るく なら ない だろ うか と。 卓球 とい う スポ ーツ は太 陽が 入る と見 にく いから
カー テン をし て試 合を やり ます よね 。そ うす る と、 暗い とこ ろが もっ と暗 くな ってし
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まう とい うこ とで 、で きれ ば、 これ は指 定管 理 者が お金 を出 すの か、 ある いは 区が出
すの か、 改修 工事 をや らな いと 、電 気の 容量 の 問題 もあ るの かも しれ ませ んし 、お金
がか かる よう な工 事に なる のか 、あ るい はそ う では なく て、 小体 育室 だけ の照 度アッ
プで 済む のか 、電 気容 量の 問題 があ るの であ れ です けれ ども 、利 用者 から の要 望が出
され てい まし たの で。 それ と、 大き なラ イト が 消え ても 、あ そこ は高 いか ら、 一つ一
つ換 える のに お金 がか かる とい うこ とで 、幾 つ か切 れな いと 一遍 に換 えな いと いうよ
うな こと も聞 いて いる もの です から 、利 用者 の 皆さ んの そう いっ た声 を早 目に 対処が
でき るよ うに 、指 定管 理者 のほ うの 問題 なの か 区の 問題 なの か財 団か 、そ の辺 は関連
が何とも言えないんですけれど、要望が出ていましたので、要望しておきます。
○江口議長
○雨宮評議員

私、コズミックセンターで……
こっちは財団だから、そうか、体育館は向こうでしたね。

○小野寺事務局長

そういう意見があったことについては、区の職員さんのほうにお伝え

しておきたいと思います。
○雨宮評議員
○江口議長

そうですね。それは言っておいてください。すみませんそうしてください。
10月20日の日程につきましては、議会側の評議員の方が都合悪いということ

なの で、 ほか の方 々の 評議 員の 方の 都合 も聞 い た上 で、 早急 に予 定日 を事 務局 のほう
で設定するようお願い致します。
○小野寺事務局長
○江口議長
○大浦評議員

わかりました。

特に他にございませんか。
先ほどから、いろいろお話を聞いておりましたけれども、ますます財団が

大き くな るの で、 何か 一昔 前、 大き いこ とは い いこ とな んて コマ ーシ ャル があ りまし
たけ れど も、 何か 余り どん どん 大き くな ると い うと ころ に少 し不 安を 感じ てい るんだ
けれども、老婆心かもしれない。
もう一つ、今日入ってきて思いましたけれども、オリンピックの招致のあれはすばら
しい 。あ あい う看 板を 常に やっ てい ただ けれ ば いい と思 うし 、そ れで 来年 新し く財団
が発 足す ると いう こと です ので 、区 全般 にわ た って いる よう な気 がす るん です けれど
も、 コズ ミッ クセ ンタ ーと いう 字を もっ と大 き くし てく ださ い。 我々 は知 って いるか
らわ かる けれ ども 、第 三者 は３ メー ター か４ メ ータ ーぐ らい 近く に来 ない と全 然わか
らな い。 だか ら、 正面 ばか りで はな くて 、横 か ら見 ても ここ はコ ズミ ック だよ 、ここ
は財 団だ よと いう 標識 を、 大き い、 オリ ンピ ッ クの あれ みた いに やっ てい ただ けると
非常にわかりやすくていいかなと思っております。
それからもう一つ、玄関を入るところのあの花壇のところ、どうもあそこの一等地が
死ん でい るよ うな 気が する けれ ど、 花壇 はど こ かに 移し て、 何か 違う よう なも の、統
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合し てこ れが 新し い財 団に なっ たよ と何 か、 本 当に 財団 の顔 とな るべ くあ そこ の空地
のとこ ろを 何か 工夫 され たほ うが いい かなと 思 ってお りま す。 答え は別 に要 りま せん 。
○江口議長

貴重な意見ですので、十分にそんたくしてください。

○小野寺事務局長
○江口議長

はい。

では、特に他に無いようでしたら、私のほうからご紹介申し上げます。

正式には明日の理事会の議決によりまして決定する事項でありますが、本日の評議員会
をも ちま して 、平 間評 議員 、小 松評 議員 が退 任 する 予定 にな って おり ます 。お ２人の
評議 員の 方に は、 大変 お忙 しい 議会 活動 の傍 ら 、評 議員 会に もご 出席 頂き まし て、貴
重な 意見 をた くさ ん頂 戴致 しま して 、ど うも あ りが とう ござ いま した 。今 後と も、評
議員 を離 れま して も、 財団 のた めに 何分 ご支 援 のほ どお 願い 申し 上げ ます 。ど うもあ
りがとうございました。
○小松評議員

短い間でしたけれども、お世話になりました。新宿の町全体が博物館とい

う、 そう いう 構想 はと ても すば らし いと 思い ま すの で、 これ から も、 力は あり ません
けれども、応援していきたいと思っております。どうもお世話になりました。（拍
手）
○平間評議員

２年間ですけれども、ありがとうございました。いろいろ勉強になりまし

た。ま たこ れか らも いろ いろ 事業 に関 して私 も 注目し てお りま すの で頑 張っ て頂 いて 、
何か の際 には また お話 を伺 いに 来る こと があ る と思 いま すけ れど も、 その 時は よろし
くお願い致します。ありがとうございました。（拍手）
○江口議長

どうもありがとうございました。

では、長時間にわたりましたけれども、今日の評議員会を終了致します。
どうもありがとうございました。
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