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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第 2 回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成 24 年 6 月 25 日（月） 10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 議員協議会室（本庁舎４階） 

会議次第 議題 

１． 公開事業評価対象事業の選定について 

(1) 区民アンケートの結果について 

(2) 対象事業の選定について 

２． 公開事業評価の今後のスケジュールについて 

３． 区の公共施設の現況について 

４． その他 

 

公開の 

可否 

会議 
■公開  □非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 
委員 

猪岐幸一（公認会計士）・中西規之（公益財団法人日本都市センター研究室主任研

究員）・原田晃樹（立教大学コミュニティ福祉学部准教授）・原田久（立教大学法学部

教授）・益田直子（立教大学法学部特任准教授）・水島正彦（副区長）・吉川彰宏（政

策経営部長） 

 

欠席者 1 名 

大﨑映二（行政アドバイザー） 

事務局 企画課長・財政課長・行政経営課長・施設管理部長・施設課長 
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審議経過 

・１ 公開事業評価対象事業の選定について 

事務局：  ただいまから第２回政策評価委員会を開催いたします。本日は早朝からお集まりいただ

きまして誠にありがとうございます。本日大﨑副委員長につきましては所用がございまし

てご欠席の旨の連絡をいただいております。前回の委員会では公開事業評価の公共施設の

運営をテーマに実施する旨の意向決定を頂きました。本日につきましては評価対象施設を

選定するために私どもで区民アンケートを実施いたしましたので、その結果をご報告させ

て頂きましたのち、評価の対象とする施設についての決定を頂ければと存じます。さらに

本日評価の参考といたしまして本区の公共施設の概要、現況等についての資料等を加えさ

せていただきましたので、少々お時間を頂いてご説明させていただきたいと存じます。そ

れでは委員長よろしくお願いいたします。 

原田委員長：  皆様おはようございます。本日は２回目の評価委員会ということでございます。先ほど

事務局からご説明がございましたけれども、今日のメインテーマの一つは公共施設の中で

何を評価の対象として選定をするのか、ということでございます。今ちょうど 10 時くらい

でございますので、だいたい一時間プラスアルファくらいで決めることができればと思っ

ております。決めるにあたりましては、前回の議論を受けまして、区民アンケートの実施

をお願いしておりますので、そこからご説明を頂きたいと思いますが、だいたい私、結果

を拝見して感じますのは、すべてのアンケート通り対象と選定するのではなくて、やはり

区民の方々が関心を持ってらっしゃる公共施設、それはそれで尊重すべきなのですが、や

やアンバランス感があれば、そこをこの場で、こういう施設を追加した方がいいとか、そ

ういうことを議論ができればと思っております。では事務局からこのアンケートの説明を

お願いいたしましょうか。 

事務局： それでは資料についてご説明させていただきます。資料は右肩に２－１とございます「公

開事業評価に関する区民アンケート」、それから、２－２、２－３と関連資料につきまして

順次ご説明させて頂きます。 初に資料２－１をお取りだし頂けますでしょうか。こちら

が、区民の方 1,000 名に無作為抽出でお送りした区民アンケートの用紙でございます。こ

ちらをお送りしまして、ご回答いただいたという結果になっております。こちらの概略に

つきましては、区内に２年以上お住まいの、18 歳以上の方の中から無作為抽出で 1,000 名

の方にお送りしたということでございます。男女の構成比、それから年齢構成ある程度バ

ランスを整えておりますけれど、完全に数が一致してるいということではございませんで、

若干のずれはございます。まず一枚目の中で今回のこの評価につきましては、区民の皆様

のご意向にそった形で公開事業評価を実施するということの趣旨が書いてあります。5 月

31 日に実施をいたしまして２週間強のお時間、6月 15 日を締め切りとしたというところで

ございます。次のページをお開きいただけますでしょうか。こちら公共施設の運営という

ものを公開事業評価のテーマにしたということの趣旨を記載してございます。今回の事業

評価につきましては公共施設について、限られた財源でよりよいサービスを提供するため

の方法を区民の皆さまと一緒に考えていくのだということでございます。論点でいえば記

載のとおりでございます。３番の評価対象事業の選定ということで、３ページをお開きい

ただけますでしょうか、こちらの 32 施設の中からふさわしいものをお選びいただくという

ことでございます。委員の皆さまにつきましても若干馴染みのないような本区特有の名称
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を使っている施設がいくつかございますので、ちょっとこの場をお借りして補足をさせて

頂きたいと存じます。まず１番の「地域区民ひろば」でございます。こちらにつきまして

は施設の概要として、ことぶきの家、高齢者の憩いの場のような施設ですけれども、それ

から児童館を再編した世代間交流施設ということで、他の自治体では一般的に公民館とい

うものと類似しているかと思いますけれども、乳幼児を含めた子育ての場、それから高齢

者のふれあいの場ということで世代間を問わず使っている施設で、本区が重点的に進めて

いる施設でございます。それから７番の「こどもスキップ」でございますけれども、こち

らは、学童保育の場で小学校の校舎内、敷地内に設置をしている施設でございます。９番

の「中高生センター」、本区では「ジャンプ」という名を使っておりますけれども、中高生

の自主的活動の場として設置をしているものでございまして、東西にそれぞれ一か所、現

在二か所が設置されております。それから 18 番の公営住宅でございますけれども、本区で

は区営住宅、こちらは一般的に経済的になかなか民間の住宅が買いづらい方々の利用がご

ざいますけれども、そのほかに区民住宅というものがございまして、必ずしも経済的な困

窮という方ではなく、区で用意している施設もございます。これは二つの施設がこの中に

入っているというところでございます。それから 20 番の従前居住者住宅、本区では「アゼ

リア」という名称を使っておりますけれども、まちづくり事業等により住宅を失うことに

なる人のための施設ということでございます。それから 24 番の舞台芸術交流センター「あ

うるすぽっと」でございますけれども、こちらは東池袋４、５丁目再開発を本区でいたし

まして、その敷地を使って高層の建物を建設いたしました。一般に供する住宅の他、公共

施設としては図書館、こちらの「あうるすぽっと」というところが入っておりまして、舞

台芸術の創造発信というかたちで、小規模ではございますけれども劇場としてご用意して

いるものでございます。それから 29 番の地域文化創造館でございますけれども、こちらは

生涯学習の施設でございまして、従前は社会教育会館という名称でご用意していたもので

ございます。簡単に施設の概要をご説明させて頂きました。そのほか４ページ、５ページ

では、今回区民評価人ということで区民の方に実際評価を頂くということで、この時期に

募集をかけているものでございます。６ページをお開きいただけますでしょうか。こちら

がアンケートの回答用紙と、兼用としまして区民評価人申し込み用紙ということでござい

ます。少々お時間いただいて申し訳ありませんでした。それでは、実際の区民アンケート

の集計結果でございますけれども、資料２－２をお開きいただけますでしょうか。 

32 の施設のうち今回一番票数が多かったものが公園ということで、32 番目が「あうるすぽ

っと」というところで、実際にこのような票数ということになっております。実際のアン

ケートの回答率ですけれども、右の中段のところでございますけれども、1,000 通無作為抽

出でお送りして 173 ということで、17.3％の回収率となっております。期間が短いという

こともありまして、もう少し回答率が上がるかと思っていたのですけれども、このような

結果になっております。男女比につきましては女性の方が 57％でかなり多かったというこ

とになっております。それから年代別の回答者数でございますけれども、こちらにつきま

しても、年代が上になるにしたがって回答率が高いという状況になっております。特に 70

代 80 代の方が、非常に回答率が高かったということでございます。その下に区民評価人募

集状況ということで、23 名の方がしてみたいということでご回答いただいております。そ

れでは評価の具体的な施設でございますけれども、一番目が公園ということで、二番目が
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図書館、三番目が保育園、四番目が地域区民ひろば、五番目が公営住宅ということで、今

回、10 から 12 施設を評価の対象としたいと考えておりまして、その点で行きますと斎場や

児童遊園くらいまでが今回入るかと思っております。だいたい本区が中核で進めている知

名度のある施設が上位に来たと考えております。続きまして資料２－３をお開き頂けます

でしょうか。上位のところにつきまして、若干どういう理由でそれを対象としたいという

ことになったのかというところとご意見というところをご紹介したいと思います。公園に

つきましては、理由分析というところがございまして、３番のところ、こちらが見直しと

いうところですけれども、こちらは数が多かったということでございます。数だけ多くて

も仕方がない、数が非常に多いというようなご意見もございますし、広い公園がもっとほ

しいと、あとは公園をもう少しきれいにしてほしいなどという意見が中心でございました。

第２位の図書館につきましては、理由分析のところでは、１番がよく知っていると、２番

が非常に良い施設だというところで否定的な回答よりは好意的な回答が多かったというこ

とでございます。意見としましては、閲覧席をもっとふやしてほしいとか、元の図書館の

敷地がそのままになっていることが問題だということがございました。続きまして３位の

保育園でございますけれども、こちらにつきましては、２の良い施設だと、３番目の見直

しというところが中心でございました。意見といたしましては、もっと増やしてほしいと

いうところが中心でございました。それから増設を行って若い世代に区内に住んでもらっ

て、それが財政的にも良いのではないかというようなご意見もありました。続いて４位の

地域区民ひろばでございますけれども、理由としまして、良いというところが多かったと

いうことでございます。こちらにつきましては、さまざまなご意見がありますけれども、

幅広い世代というというところで良いと、後は区民集会室と類似のような施設で統合とか

削減ができるのではないかという意見もございました。だいたい 10 位くらいまでご説明さ

せていただきます。続きまして５位の公営住宅でございます。こちらも区民住宅、経済的

困窮の方を対象としてない施設について、具体的にご紹介してなかったものですから、ど

ちらかというと経済的に困ってらっしゃる方というところの区営住宅という形の意見が多

かったということでございます。数が少なすぎる、一方では数が多すぎるということもご

ざいました。不正がないかどうか、入居資格の資質があるかどうかをチェックすべきだと

いう意見もございました。見直しが中心ということの結果になっております。続いて自転

車駐車場、こちらも見直しをすべきだという意見が多くて、もっと増やしてほしいとか、

料金が高い、実際に運営をお願いしているシルバー人材センターの対応が悪いという意見

がございました。続いて７位の運動施設、こちらは屋内の体育館でございますけれども、

２の良いが中心となっておりました。もっと数を増やしてほしいとか、使いたいけれども

よくかわらないという意見もございました。続いて公衆便所でございますけれども、こち

らは、バランスは特に際立ったものはございませんけれども、見直しというところに多か

ったと、意見の中では不衛生だということが中心でございました。次のページでございま

す。区民集会室でございます。こちらは見直しが若干多かったという結果になっておりま

して、集中化再整備、地域区民ひろばとの整備、統合ということが中心になっておりまし

た。続いて子ども家庭支援センターでございます。こちらも特段目につくものはございま

せんが、良いと見直しが中心かなと、年代的には 40 代の方がやはり子育て世代ということ

で 30 代、40 代の方が多かったということでございます。ニーズが高そうな施設だからとか、
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必要な施設だと思うと、もう少し数が多い方がいいというようなご意見が多かったという

ことでございます。もう二つだけ、地域文化創造館でございますけれども、見直しが中心

ということで、多すぎる、一部の住民の私物化がされているということでございました。

ご紹介 後に斎場でございますけれども、特だった傾向はございませんけれども、今後必

要な施設だと、区がこういう施設を設置していることを知らない人がいるのではないかと

いう意見もございました。その他につきましては、また後ほどご覧いただければと思いま

す。公開事業評価のアンケート結果につきましては以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

原田委員長： はい、ありがとうございました。それでは、このアンケート、アンケートの仕方そのも

のも含めてで結構でございますが、この一時間弱くらいで先程申し上げましたように、7ペ

ージの集計結果、この中から 10 から 12、12 にしておきましょうか。10 で大丈夫ですか。

事務局：  そうしましたら、数の部分も含めて資料２－４をご紹介させて頂いてよろしいでしょう

か。公開事業評価当日のタイムスケジュールです。10 施設ないし 12 施設のいずれが適当か

というところでご審議頂ければと存じますけれども、当初 12 施設を予定しておりまして、

12 施設ですと 55 分ということで、一つ問題なのがお昼の時間が 12 時半を若干過ぎてしま

うことと休憩等がなかなか取りづらいということで、実際傍聴の方とか、それから評価を

いただく委員の皆さまのお負担を考えますと、ちょっとハードなスケジュールかと考えて

おります。上の方が 10 施設を対象としたものでございまして、こちらですと若干時間も取

れると、お昼も 11 時 50 分で終了ということがございます。ただし問題点といたしまして

は、今回区民評価人の方を募集いたしまして、実際にご回答いただいておりますけれど、

一日ずっと評価をいただくのは大変かと思いまして、午前と午後で分けております。そう

しますと、午後の方は 3施設なのですけれども、午前をご担当される方は、2施設だという

こともございます。今回なかなかこちらの思うような数が、やっていただける方が集まら

なかったということもございますので、続けて 5 施設できる方はお願いするということも

選択肢かと思いますけれども、午前と午後を分けるということになりますとちょっとバラ

ンスが問題かと思っております。以上でございます。 

原田委員長：  わかりました。ありがとうございました。どうしても大学に勤めておりますと六時間目

というのは感覚的になかなか身体がついていかないというところもありますが、そういう

意味では、10 施設でもいいのかなという気がしております。まずは 10 施設でお願いをした

いと思います。というのは、おそらく時間が延びたりすることが容易に想像されますし、

やり取りで論点をある程度深めないと、多角的な論点があって深めないとやはり議論は終

わらないということもあるのかという気がしておりますので、できれば 10 で今年度はやっ

てみましょうかと私は今この資料を見ながら思いました。やはり 12 でやるということ、12

の方がよろしいということであれば、また別個でございますけれども、いかがでしょうか。

まずは 10 でやってみたいと思いますが、10 ということを前提に先程の評価のアンケート結

果をご覧いただきたいと存じます。10 番目まででざっくり切ってしまって、例えば子ども

家庭支援センターまでというのも一つの考え方ではありますが、せっかく委員の皆さま方

がここにご出席になっていらっしゃいますので、私としては７、８くらいで一回線を引い

て、そしてややアンバランスと言いますか、区民の方々は関心を持つにはいたってはいな

いけれども、やはり重要な分野の公共施設もあるだろうということもあり得ますので、入
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れ替えるわけではありませんが、順番の下位は少しほかのものに変えると、例えば１番か

ら 7番、8番くらいまではそのままにしておいて、二つないし三つくらいは入れ替えるとい

うので、このアンケート結果を見た時にそういう方針でいかがかと思いました。ざっと 10

番までご覧いただきまして、ここは欠けているとか、こういう施設はむしろやるべきでは

ないか、ということがもしありましたら是非ともご意見頂きたいと思いますが、例えば、

極論ですけれども、私は、一番下の 32 番「あうるすぽっと」、これ誰も区民が関心をもっ

てないのですけれども、後になってこれは困ったということが仮にないように、この場で

見ていくというか、例えば議論として必要なんじゃないかと。これは極論ですけれども、

デモグラシーの観点からいうと頭から全部やれとゆうことになるでしょうけども、たぶん

それですと、この評価委員会の意味がないということにもなりますので、やはりこういう

ものはいるのかなとか、そういうところがあればお出しいただきたいと思います。これが

一つ目の入れ替えと言いますか、ピックアップをする際の論点の一つ目であります。二つ

目といたしましては、やっぱり区がある程度自由裁量というわけではないにしても、ある

程度色んなことを自由にできる分野と、それとも保育園のように設置形態はともかく実際

の業務の内容については、なかなか変わったことをしづらい、プラスアルファの追加分と

いうのはあるのかもしれませんけど、そうした意味では区の裁量がどれだけあるのか、例

えば評価の結果、ああしましょう、こうしましょうという議論が仮に出たとしても、いや

これはこのようになっていました、あれもこのようになっていましたと過去の経緯を別に

してもなかなか如何ともしがたいような公共施設のものもあります。そうした意味でいう

と、例えば文化であるとか生涯学習であるとか、こうしたもののあり方だとか、ある程度

区で、ラフないい方をしますと、なんとでもなるという言い方はよくないですが、そうし

た分野もあるのかなという気がいたします。ですから、これからご議論いただく際に実際

にどれだけの豊島区としてのなんといいますか、裁量といいますか、あるいは、オリジナ

リティーと申しますか、そうしたものもあるのかというところがポイントかなという気が

いたします。三つ目は今申し上げたとこころと非常に関係するのですけど、これは豊島区

が一生懸命やっているとか、オリジナルな施設であるとか、そうしたものはやはりしっか

り見ていく必要があるかと。見方によっては他の区からすれば余計なことをしていると見

られるかもしれませんし、逆にこれは区政や区の特性を踏まえたうえで、やっていること

なのだということであるとすれば、やはりこの場でしっかりと議論していく必要があるの

かなという気がしています。だいたい私が話を伺いながら思いついたことは三つくらいで

ございます。さし当り 7 つあるいは８番目くらいまでの順番をそのままにして、後二つ、

三つを入れ替えるとすればどんなものがあるのか、少しご議論いただければと思います。

いかがでございましょうか。 

Ｅ委員：  委員長と全く同じ考えだったのですが、この32番の「あうるすぽっと」という区にとっ

て結構大きな事業規模のものが、区民から全然、このアンケート上からは関心を持たれて

いないというのは、ある意味結構問題あるなという気がいたしておりますので、これのま

ずは扱いをどうするのかということはちょっと議論して頂いた方がいいのかなと。それか

ら逆に第１位の公園なのですが、結構数がバラバラとあると思うので、ちょっとアンケー

トを送った後で恐縮なのですが、この公園という一般論でこの委員会で仮に議論していく

となると、この公園がどう、この公園がどうというような話が出てきてしまうとちょっと
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収集がつきにくくなるかもしれないので、もし選ばれるのであればうまくコントロールし

た方がいいのかなという気が今拝見していて思いました。個人的な意見ですけれども。 

原田委員長：  はい。ありがとうございました。たぶんこのアンケートをとった時には、その想定、自

分でこうイメージしている公園がどこかにあって、おそらくそれに対する評価として何か

コメントしているので、何と言いますか、皆さん公園についてコメントしているのですけ

れども、対象としている公園が非常にこう限定された公園になっている可能性もあるのか

なという気もしております。それも非常に重要な論点かと思います。他の方いかがでしょ

うか。例えば、私はこのアンケート結果で見ますと、やや地方出身の人間からすると驚き

だったのが斎場を持っているということですね。火葬場ではなく斎場なわけですよね。斎

場を持っているということ。色んなところで反対運動等が起きていることを考えますと、

公共でやるということも意味があるのかもしれませんが、こんなものがどうなのかとかも

あるでしょう。いかがでございましょうか。Ｄ委員いかがでございましょう、何かお気づ

きの点があれば。 

Ｄ委員：  そうですね、今までの議論の中で出ていたことではございますけれども、要するに数の

多いもの、幅の広いものが多く出てしまうと、その辺をうまくバランスよく議論の中で拾

っていくことがやはり大事なのかなと、委員長、Ｅ委員と同じ意見になってしまうのです

けれども、私もそういうことを感じました。 

原田委員長：  そうですか、私も発言をしていながらよくこの施設を知らないのか、私だけが知らない

のかもしれませんけれども、どんな施設、例えばこの「あうるすぽっと」というのは、ど

んな施設なのでしょうか。簡単で結構です。後でまた公共施設のご説明をいただくのです

が。 

事務局：  劇場、ホールというものなのですけれども、演劇を主に行うようなもので、コンサート

というものではなく、演劇、舞台というようなものに特化したような施設で、非常に玄人

の方には、うけるような施設ですけど、一般の区民の方が幅広く使う、行かれるという施

設とはちょっと違うのかなというようなものでございます。  

原田委員長：  実は立教大学にも、映像身体学科という学科が新座のキャンパスにありまして、Ａ委員

は隣の学部なのでよくご存じでしょうけども、非常に特殊なといいますか、他の学部と兼

ねて受けるような学部ではなかったりする、しかし、しっかりした支持者がいるような分

野の気がいたします。Ａ委員いかがでございましょう、何か思いつくところがあれば。 

Ａ委員：  そうですね。先に委員長が仰られた義務付け、枠つけの件といいますか、そこが一つの

ポイントとなると思うのですけど、もうひとつはアンケートを見てると、一つは、利用満

足度とかニーズとか、いわば使う時の改善点、問題点を指摘している部分と、論点として

もうひとつあり得るのは、運営方法というか、例えば三セクで未来財団だけがやっている

ものとか、まったく公募に出して民間企業に出してるものですとか、そこの管理、運営方

法まで問うのかどうか、そこは今回さしあたってやらないとすると、実際に利用している

当事者といいますか、利用者のニーズや満足度の部分と一般論としてどうなのかというの

と、たぶんその出てくる人の意見で、たまたまその人がそこをよく利用しているかどうか

でかなりブレてしまうと思うので、一般の区民として利用する時のニーズや改善点という

ところであれば、そこをある程度評価しやすいように施設をピックアップした方がいいか

と思います。例えば「あうるすぽっと」であれば、そもそも担える事業者がいないので、
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特命で指定管理に出す、そうすると、その施設の良い悪いと、その事業者でいいか悪いか

と二つの論点が出てしまうのではないかと、そこを少し明確化してテーマを出した方が議

論しやすいかなと思います。 

原田委員長：  はい。ありがとうございます。今のＡ委員のご発言を私なりにまとめると、サービスレ

ベルといいますか、そのサービスレベルの問題とそのサービスを供給しているその組織運

営レベルというようなレベル、どちらも議論するのか、あるいはサービスレベルだけで議

論するのか、というところが選定にあたって一つのポイントではないかということであり

ました。選定してしまって両方やるということでもいいのでしょうけれども、少なくサー

ビスレベルの議論はやらないといけないのかという気がしています。この「あうるすぽっ

と」というのは何か舞台芸術学院とかに出しているのですか。どこか特命でとか、Ａ委員

が一番お詳しいと思うのですけど。 

事務局：  はい、こちらは本区の文化に特化した外郭団体がございまして、そちらにお願いてして

おります。 

原田委員長：  はい、わかりました。ではＢ委員いかがでしょう。何か思いつくところ、気になるとこ

ろがあれば。 

Ｂ委員：  とりあえず一つの考え方で、ただその考え方でいいのかどうか、ほかのことを考慮しな

がら考えていたのですけど、このアンケート集計結果に分野というものがありまして、10

番まででバッサリ切ってしまうと、そこで扱われない分野が出てくるということがわかる

わけです。例えば、文化・ホール、それから商工・観光、福祉、平和・人権、といったと

ころになります。この分野を扱わないということをどのように考えるのかという点につい

て、考える必要があると思います。 

原田委員長： はい。仰るとおりで、私も先ほど申し上げたようにその分野の片寄りをどうするか、具

体的に今、Ｂ委員が挙げてくださったような分野はたぶん扱わないというわけにもいかな

いのかというのが直感的なところです。そうした意味では、これも扱いづらいのですが、

やはり公共施設という場合の たるものは、やっぱりホールなのかもしれませんし、こう

したものを一つ二つやっぱりあげていく必要があるのかと私は思います。このカテゴライ

ズする時の福祉という分け方に、例えば保育園は入ってないわけですけれども、入ってい

ると仮に考えれば福祉の内容が全然違いますが、福祉は入っているかと言えるのかもしれ

ません。心身障害者の施設というのは、なかなか私が先ほど申し上げたところで言う、扱

いづらいといいますか、やること自体が非常に決まっていて施設の設置基準であるとか、

サービス基準というものもある程度、標準化されているもので、もっていなくてかまわな

いと仮に言えないとすれば、おそらく言えないでしょうけど、なかなかその文化・ホール

や生涯学習といった分野と比べて区が独自にあれこれできたりするようなものではやっぱ

りないのかなという気もしています。そういった意味では私が先ほど申し上げた、どれだ

けの枠の中で区がこれらの公共施設を運営しているのかというところに関わるのかなと感

じます 

Ｆ、Ｇ委員は、なかなかご発言しづらいだろうと思いますけれども、何かもし、今まで

４委員が発言してくさいましたけど、何か思いつくところがあれば。 

Ｆ委員： ちょっとよろしいですか。ここにでております、いずれの施設についても、先生方、委

員の方に見て頂きたいのですけど、そうもいかないと思いますが、特に 11 番以降の中から、
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私は目白庭園というのが 17 番にありますね。これを前からどうしたらいいのかということ

で長年悩んできたのです。目白庭園というのは、本格的な庭園なのです。これは是非、こ

ういう機会ですから対象施設として出して頂いてご意見を承りたいです。ほかにもあるの

ですけどね。そうした中でも特に目白庭園が、バブルになる前に 80 億円近くかけて作った

わけですね。これを対象にして頂けないかというのが意見です。 

Ｇ委員： たしかにこれら全ての分野にかかる施設をすべて限られた時間の中でするのはなかなか

難しいと思いますので、ある程度選択しなければならないと思いまして、その意味で区民

に一番親しみのあるというか問題意識があるというか、そういった区民の声を聞いてみよ

うということでアンケートをやったと思うのですけれども、そういった中でも集約して議

論できる余地のあるものもあるのかなと。例えば一番 初に出てくるのは公園ですけれど

も、公園ということであれば 12 番目の児童遊園とか、ちょっと小規模ですけど似たような、

あるいは緑ということでいえば、区民の森というもの、そういったものも含まれる、含め

て議論できる余地もあるのかなと。それから先ほどちょっと言いましたけれども、ひとつ

公営住宅といいますと公営住宅法に基づくものの他に、先ほど言いましたように別な区民

住宅というものもありますので、広く区が運営している住宅というところからすると、も

う少し違ったバリエーションの住宅もあるというところも踏まえたうえで議論してもいい

のかなと思います。 

原田委員長：  はい。ありがとうございました。先ほど公園について私が申し上げたことと少し共通す

るのでありますが、仮にその公園であるとか公営住宅をチョイスしてやると。１番と５番

を仮にはずすというのは、特に１番をはずすというのは事実上難しいのかなと思うのです

が、その扱う際に、こういう観点でこういう施設を扱いましょうとある程度絞ってボール

を公開の場に投げてあげないと、なんでもかんでも結構ですからご自由にご歓談ください

というわけにはおそらくいかないだろうという気がしています。ですから仮に公営住宅、

あるいは一番の公園を取り上げる場合も、これからどういう観点でどういう基準で評価を

していくのかという時に、ある程度施設のイメージを明確化してあげて、ここでいう公営

住宅の中でも、こういったところは問題だといえば、いくつか異なる施設が入っていると

いうことであれば、そこだけを取り上げて議論するということも、またその特定の観点か

らのみ議論をしてみるということもできるのかなという気がしています。 

 はい。ありがとうございました。だいたい皆さん一言ずつ頂いたのですが、それを受け

て何か発言ございますか。 

Ｅ委員： 自分の意見を補足させて頂きたいのですが、Ｆ委員から出た目白庭園ですとか、先程か

ら挙がっている「あうるすぽっと」なのですけれども、区民の方々は確かに直接あまり興

味がないのかもしれませんが、興味のある方というのは逆にものすごく大切な施設の可能

性が区民以外の方にあるので、そういう施設が豊島区にあることによって、区も実際に芸

術関係の受賞をされていますし、間接的な効果が区民の方にあるものがあると思うのです

ね。その辺もさすがにこのアンケートには織り込まれていないので、先ほど委員長が仰っ

ていたその観点というところでは、その観点というところで取り上げて頂けると、直接的

な興味だけでやってしまうと、またそれはそれでいけないのかなという気がしています。 

原田委員長：  仰るとおりで、ここで展開されている各種の公共サービスというものが、豊島区あるい

は豊島区民だけに、かちっと限定されているものと、その効果をスピルオーバーしている
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といいますか、他から入り込んでいたり、それは 23 区であろうと多摩地域であろうとお互

い持ちつ持たれつみたいなところがあるのでしょうけれども、それが巡り巡って間接的に

豊島区に対する評価に関わってくることもありえます。本来スピルオーバーするような事

業をするのはいかがかという議論もありますが、それはおそらくこの 23 区という特性から

してスピルオーバーしないものは、なかなかないのかなと、対象者が区民であるという以

外なかなかないのかなという気もしています。そうした意味では、こうしたものをあえて

取りあげるというところもあるのかなと、私もしています。 

 ほかには何かいかがでしょう。思いつくところがあれば。 

事務局： 先程の分野別のバランスの問題なのですけれども、こちらの 32 施設の中で当初から若干

その数にも偏りがございまして、例えば平和・人権というところですと、今回男女平等推

進センターのみが対象となっております。その他文化・ホールは４つあって、今回ベスト

10 にはどこも入ってきてないのですけど、商工・観光も２つと、防災・治安も 1 つという

ことで、もともとのばらつきはありますので、すべて同じ数というところは、なかなかち

ょっと難しいのかなと認識しております。 

原田委員長： はい。ありがとうございます。どういう分野、どういう形で 10 チョイスしても結果的に

はアンバランスになること、なんらかの形でアンバランスになることは仕方がないので、

そのあたりは割り切ってやるしかないのかなと私は思っています。それでは、だいたい先

程申し上げたことで言うと、7番目から 8番目で一回切って、そしてそのうち二つないし三

つを入れ替えるとすれば、ざっと私が、これとこれかなと思いつくのは、先ほどの舞台芸

術交流センター「あうるすぽっと」、分野ごとの偏りをやや調整するという意味で商工・観

光から例えば勤労福祉会館、そして先ほどご発言ございました目白庭園、私も行ってみた

いなと個人的には、外で眺めたことはありますけど、入ったことがないものですから、そ

れだけお金を投資してらっしゃるということであればと思っています。そういった意味で

は仮に三つだとしますと、公衆便所の下、屋内運動施設ぐらいまででいったん七つまでは

尊重すると、七つの中でもう少しその対象を、この施設名の中でも複数の種類の施設が入

っているのであれば施設を限定したり、あるいは公園といったようなたくさんの施設、た

くさんの数があるものについては少し論点を絞ったり、観点を限定したりして議論を散在

化しないようにすると。先程申し上げた三つを例えば七番目くらいから入れ替えてみると

いうことで、全く事務局と相談しているわけではございませんがいかがでしょう。 

Ｇ委員： 先程の議論とかぶるのですけど、この七番目に屋内運動施設がございますけれども、運

動施設全般で、なぜ屋内だけに限るのかというところもありまして、19 番目に野外運動施

設というものもあるのですね。実はこれだけ狭い豊島区の中ですから、広いグラウンドと

いうのがなかなか作れないということもありまして、今、学校跡地等で運動施設を作ると

いう計画はあるのですけれども、財源的に難しいと。過去バブル経済の頃に、区内には作

れないからといって埼玉県の三芳町に野球場、サッカー場、テニスコートというものを作

っているのです。ところが、そのへんの利用形態を見ますと、なかなか豊島区民があちら

まで行って使うというところも、それほどあまり利用もされてないようだと。そのへんの

近の利用実態はわからないのですけれども、そういったことであれば運動施設の分野に

野外も含めて議論してもらっても、おそらく区民の方としても自分たちが運動をやる身近

なところに施設がない、あるかないか、あるいは足りているのか足りていないのか、ある
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いは無駄ではないのかという色んな議論をするうえで野外も含めた形で議論してはいかが

かと思います。 

原田委員長： 先ほどの議論、公営住宅や公園等それはそれで反対の議論といいますか、要するにある

程度色んなものが入っているのだからから、このカテゴリーに色んなものが入っているの

だから、ある程度対象を複数あるのであれば、その先ほどの区民住宅でしたか、絞って議

論するということも、一つの議論としてはありうるわけで、その議論からすると、屋内だ

けではなくて屋外を追加して議論してはいかがか、そういった意味では対象を広げて、こ

のカテゴリーよりも複数のカテゴリーを引っ付けて議論してみたらどうかという意見でご

ざいました。確かにどちらかというと今のところ区民の方々からすると、目に見えている

ところ、経験しているところ、そうしたところがアンケートのチョイスにあたっておそら

く重要視されたところでしょうけれども、実際にいったこともない、見たこともない、し

かし大きな施設がドンと構えている、実際に野球場とは埼玉県にあるのですか。 

Ｇ委員： 三芳町に。 

原田委員長： なるほど、わかりました。さすがに今回三芳町まで施設見学は難しいかもしれませんけ

ども、ひとつの重要な 23 区らしい議論の仕方が出来るのかなという気がしています。そう

いった意味では他の自治体では各種施設を自分の域内に持っているということは、当然視

されているわけでありますけれども、23 区の場合は、例えば我が家の近くにも千代田区の

グランドがやっぱりありまして、やっぱここは千代田区の人は本当に使ってらっしゃるの

かしらと前から思っていたところはあります。これはやはり豊島区らしい、23 区らしい、

東京の区らしい、そういう公共施設なのかなという気がいたしました。仰るとおりだと思

います。 

では、今の点を含めて例えばもう少し細かい精査は何かあれば私にご一任を頂きたいと

思いますけれども、一旦七番で切ると、そして先ほどの三つを仮に付け加えてみる、そし

て議論しづらいものは、施設の中で対象施設を限定すると、逆に今の議論で落ちているよ

うな屋外、野外の運動施設というものを含めて七番で議論する。別に七番の屋内運動施設

の議論を薄めようということではなくて、運動施設全体として、もう一回カテゴライズし

てみようと、そういった意味では対象施設を逆に増やすと、それは豊島区らしい、23 区ら

しい、そういう理由からなのだということでございます。 

勝手にまとめましたが、今の 10 くらいでいかがでございましょう。やっぱりこれは評価

しづらいとかいうのがあると、いずれ評価をしないといけないので、このメンバーの方々

を半分に分けて評価をするわけでありますが、なかなかこれは問題なのだけど、扱いづら

いよねというのがあれば、少しご議論をと思いますが、いかがでしょうか。 

Ｅ委員： すみません。７番ということは８番の公衆便所は今外れたということでしょうか。わか

りました。これは公園に含めてしまってもいいかなって気もしていたのですが、どうです

かね。ちょっと違うと言えば違うのですけれども。  

事務局： こちらの公衆便所につきましては、公園のものは公園施設ということで公園の中に入っ

ております。その他駅周辺に設置している公設のトイレがございまして、今回は六か所か

七か所だったと思うのですけど、そちらがこの公衆便所ということでございます。 

Ｅ委員： わかりました。 

原田委員長： ちなみにその担当部局といいますか、課は同じ課ですか。 
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事務局： そうですね、全部公園所管の公園緑地課でございます。 

原田委員長： ちなみその公衆便所というのは何か補助みたいのがあるのですか。補助金とか。完全に

持ち出しですか。 

事務局： 持ち出しです。 

原田委員長： なるほど、公園になると国庫から一部くるということがありますよね。 

財政課長： はい、作る際に、それもかなり大きいヘクタールを持ったもの、なかなかうちはないの

ですけれども、そういうものは、その便所も含めてありますけれども、維持管理の面では

特にないです。 

原田委員長： なるほど。はい。ありがとうございました。たぶんこのあたりも、公園が汚いとかいう

のも、おそらくそれはニアリーイコールで、トイレも汚いということと同じ可能性もある

し、またそういうこともあるからと。 

Ｅ委員： 外されるなら外されるでいいのですけれども、逆に公衆便所が選ばれた場合、あまり深

い議論ができないのじゃないかという気がして、公園も実は若干その辺も感じてまして、

きれいにしてほしいというのはその通りでして、使う方もきれいに使いましょうという答

えになるでしょうし、寝ている人を排除してほしいとなると排除していいのですか、とい

う議論はなかなかしにくいのもあるかと思うのですよね。皆さんご自分の意見でバラバラ

いろいろな意見が出てくるのだと思うのですが、議論が深いところに行くのかなという心

配があります。 

原田委員長： はい。ありがとうございます。やはり、今、Ｅ委員が仰いましたように公共施設という

ものの設置や維持管理というような単一の事業メニューではなくて、公園であると、公園

そのものには防災の機能もあったり憩いの場という機能もあったり、多機能的なものであ

りますから、関連する事業まで話が及んでしまうと、それはそれでいいのかもしれません

けれども、なかなか広がり、収集がつかなくなってしまうかなという気がいたします。公

園をもう少しどう扱うかは、しっかりこれからの議論を詰めてまいりたいと思いますし、

あまりバラバラといろんな意見が出て、結局お酒を飲んだ二次会みたいな感じでまとまら

ないというよりは、しっかりとまとめてまいりたいと思っております。 

事務局：  今の議論に関連いたしまして当初に説明すればよかったのですけれども、今回の一事業

一時間ということで、公共施設の幅が非常に広いので論点は整理する必要があると思って

おります。だいたい主だった論点としましては、二点多くても三点くらいになるのかなと、

それ以外になりますと現状管理だけで終始してしまうような形になると思っております。

本日資料でご用意させていただいておりまして、資料２－５をお取り出して頂いてよろし

いでしょうか。ページで申し上げますと 19 ページでございます。こちらが論点調査シート

ということで、これから決まった施設につきまして各委員の皆さま、こちらグループ分け

は後ほどさせていただきますけれども、こちらでお出し頂いて、事務局で整理したいと考

えております。その補足といたしまして、共通の論点ということで例示をさせて頂いてお

ります。今お配りさせて頂きます。大変申し訳ございません。個別にさまざまな論点とい

うものがあるかと思います。公共施設全般、今回 10 施設を対象とするということになりま

すと、それぞれのものもありますし、共通するようなものもあるかなと考えております。

主だったところで例示ということで挙げさせていただきましたけども、１番としましては

設置の効果をどのように評価できるか、これがすべてかと思いますけれども、その他に利
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用者だけでなく他の区民も納得できるものかとか、特定の区民や団体に偏っていないか、

さらに先程区外施設の話もありましたけれども、区民以外の利用が極端に多いことはない

か、そのほか、現在の区民需要に見合った配置になっているか、過不足ないか、今の時代

には必要ないというのもございますし、今の時代には数が少ないというものもあるかと思

います。その他利用料はどうかとか、類似施設との役割分担、運営コスト、それからＥ委

員からありましたけれども、運営方法、直営・民営化・指定管理様々ありますので、こう

いったところに見直しの余地がないかというようなところでは共通な論点としては挙げら

れるかと思います。ただ、すべてこれをやって行きますと一時間ではもたないと思います

のでかなり絞らなければならないと思いますので、委員の皆さまには後ほど、どれがふさ

わしいかということでご議論頂ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

原田委員長： はい、ありがとうございました。今の点は、これはあくまでも例示で配っていただいた

わけでありますけれども、本来もうちょっとばっちり決まった後でと思うのですが、やっ

ぱりどういう観点で評価をして、どんな結論をというところから、どうしても逆算してし

まうものですから、対象を議論する際に、こうした論点をどうしても広めにやるのか、そ

れとも絞ってやるのか、それはやっぱり施設の特性に応じて考えないといけないなという

気がしていたところです。 

 ではこの論点については、また横串してきれいに刺せるかどうか等を含めて議論頂こう

と思いますけれども、まずは先程申し上げた、もう一回対象の選定のところを確定して、

一旦確定をして、後からもう一回その論点を絞った際に、やっぱりこれはやりづらいなと

いうのがあれば後戻りをするということは、否定はしないと。例えば議論が拡散してしま

って、なかなか一時間で収まらないとすれば仮に開く意味がないという議論にもなります

でしょうし、さし当りはこの 10 でスタートしてみて、そして論点等を絞り込みながら場合

によっては少し入れ替えについても全く考えないわけではないというスタンスでまいりま

しょう。なかなか難しいところではありますが、先ほどの 7 ページでもう一回確認をいた

しましょうか。順位で申しますと、7番目から 8番目くらいの話を当初にいたしました。先

ほどの議論を踏まえて申しますと７番目までは、そのアンケート結果を尊重すると。ただ

し７番目の屋内運動施設については、それ以降の順番に、19 番でございますが、屋外の運

動施設もあるのでここまで含めて評価の対象に挙げると、これが一つ目。そして残り 3 つ

につきましては、先ほどの順位から申しますと 17 番の目白庭園、そして 23 番の勤労福祉

会館、これは商工・観光という分野の偏りを是正するということ。32 番の文化・ホールの

「あうるすぽっと」、これは区の裁量といいますか、比較的枠がないものということで、

これを取り上げるということは意味があるのではないかということでございます。まずは

この 10 ぐらいでスタートしてまいろうかと思いますが、よろしいでございますか。と言い

ながら、どんなものかと承知していないので、100％すべての施設をイメージができてはな

いので、私もやや不安なのでありますが、まずはスタートしてまいりたいと存じます。あ

りがとうございました。では次の論点に移しましょう。今の段階で一応 10 の施設を決めま

したので、今後これをどのように動かしていくのか、スケジュールをご説明いただきまし

ょうか。 

・２ 公開事業評価の今後のスケジュールについて 

事務局： それでは今後のスケジュールにつきましてご説明させて頂きます。資料の 21 ページをお
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開きいただけますでしょうか。非常に見づらいスケジュールで申し訳ございません。本日

が 6月 25 日、第二回の委員会でございまして、こちらで評価対象事業のご決定を頂いたと

いうこところでございまして、今後の予定といたしましては、一つにその対象事業につき

ましての区民の方の意識調査等を実施する必要があるかどうか、その内容をどうするかと

いうところを一つテーマとしていただければと存じます。そしてその他に第三回の委員会

を予定しておりまして、こちらの委員会では、当日の時間割や評価手順、論点のご決定を

いただきたいと思っております。その他、7 月 18 日程度を目途に区民評価人の方の事前研

修会ということを予定しております。実際に評価頂く方に施設の状況というのを、当日時

間を取ってご説明するのが困難ですので、その場でご承知いただきたいということで予定

をしております。また各委員の皆さまにつきましては、施設の見学会というものを、もし

お願いできればと思っておりまして、日程調整を今後させていただければと思っておりま

す。評価の当日は 7月 29 日ですので、そこまでに必要なのは論点を決定するというところ

が一番のポイントになろうかと思っています。今後グループ分けさせていただきまして、

割り当てをさせていただいた施設につきまして論点を整理いただければと思っておりま

す。続きまして補足させていただきます。第二回の区民アンケート、公共施設に関する意

識調査、今机上配布させていただいたものでございます。決まった施設につきまして、現

在の施設や区民一人あたりの負担経費、また施設の概要等をお示ししたうえで現在その施

設の内容をご存じでしたかと、利用したことがある、区の施設は利用したことがないが他

で利用したことがあるという、そういったような実態をお聞きしたうえで、今後その施設

についてどう思われますかということを、これは実際に利用された方とそれから施設を利

用したことはないけれども、施設をよく知っているという方に対して今後その施設につい

てどうした方がいいでしょうかと、経費を増やしても充実させた方がいいのか、今後そこ

までやる必要はないではないかと等をお聞きするというようなことでございます。ただし

ここで、区民評価人の方に当日いらしていただきますので、区民の方にこういったことを

お聞きすることが果たして必要なのかどうか、実際に当日いらした方に、10 人程度予定し

ておりますけれど、お聞きするだけで足りるのではないかということもあろうかと思いま

す。こういったところの是非についてもご議論いただければと思っております。資料の 23

ページ、こちらが当日の公開事業評価の施設のデータシートということでご用意をさせて

いただきます。基本的なデータはこの中にお入れするというものでございまして、この他

に必要な資料等も当然あろうかと思いますので、各委員さんから論点を整理する中でこう

いった資料が必要だということがもしございましたら、そういったものをご意見いただけ

ればと思っております。その他机上配布で次回正式に配布させて頂きますけれども、ご説

明は以上です。またグループ分け、それから当日のスケジュール等につきましては、正式

には次回用意させていただきますけれど、本日の段階ですけれど、当日こういった流れに

なるというところで、ご参考までにご用意をさせていただきました。正式にはまた次回決

定をさせて頂ければと思っております。以上でございます。 

原田委員長：  はい。ありがとうございました。まずはこの区民アンケート、公共施設に関する意識調

査、これは先ほどの議論からして施設の対象を少し絞って投げかけたり、あるいは、追加

をしたものもありますので、いくつかの施設を合わせて、そういった意味では複数のもの

を示したり、ということの修正をお願いしたいと思いますが、こういったものをもう一回
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区民に投げてみる、これをまたやる必要があるのかどうかを含めて議論するということで

ございます。それともう一つは、この評価シートの説明を頂きました。さらには当日評価

の体制、進行みたいなところについても 後に資料を配っていただいたところです。さら

に研修を行う、あるいは施設見学会を行うということについてもご説明を頂きました。い

かがでしょうか。何か思いつくところがありましたら、アンケートというのは答えてくだ

さるかどうかは別にしても、ああいった点はいらないとか、こうした点はどうかとか、後

の論点で例示をしていただいているわけでありますが、これに限らず、こういったものを

聞いてもいいのではないかというのがあればと思います。ただし、できれば横串で同じよ

うに聞けて同じように横串で評価ができるような項目が望ましいわけです。いかがでしょ

うか。思いつくところがあれば。 

 問 1 から問 3 までありますけれども、何か感じるとこがあれば問 3 に書いてもらうと、

いう形で大きなバスケットを用意しているわけでありますので、1、2 で、共通論点で示さ

れているものがここに仮に含まれていないとしても、3の中で書いてくださるとありがたい

なという気がしています。でも名前も内容も知らなかったということになると、例えば先

ほどの舞台芸術関係などはあまり期待が出来ないのかなという気もしますけどもね。 

事務局：  少し補足させていただきます。この施設に対する区民の色んな意見だとか、利用の実態

というところにつきましては、今後各所管で持っているデータをこちらで収集しようかと

思っております。ただ、すべて実際どこまで収集できるか、現時点で確認がとれておりま

せんで、全般的なものとして、今委員長が仰るとおり横串というイメージで、こういった

ところで調査をかけるというところが主のものです。ただ色んな実際それほどよくわから

ないのですけれども、評価がされてしまって当日進行に逆にそれがマイナスになるという

リスクも考えられるということがございます。どういう結果になるかわからないですけど、

プラス面もマイナス面もあるかとは理解しております。 

原田委員長： 私はどうしてもやってほしいというところまではないのですが、追加的な情報として評

価をこの委員の方々がなさる際に、背中を押してくれるような意見が区民から出ていた方

がありがたいということであればやった方がいいかなとも思います。 

 Ｂ委員、いかがですか。項目を付け加える、付け加えないということを含めて、対象選

定にあたっては、どこを区民の方々が関心を持ってらっしゃるのかということがあるわけ

で、そのインプリケーションとしては、サービスを高めてほしいとか、あるいはこのサー

ビスが不充分だとその背後にはあるのかなという気もしているわけですけれども、そこも

深掘りして聞くということについて。 

Ｂ委員： これをやる目的が何だかまだ把握できていないのですが、対象者は一回参加すると決め

た方ではなくて、不特定多数なのか、もう一度よろしいでしょうか。 

事務局： はい。今回も 1,000 名程度の無作為抽出の方法でお願いする予定です。前回お答えされ

た方とは別の方に対してお送りをするということです。問の 1 番につきましては、これは

事実を確認しているだけで、問題ないかと思っております。問の 2 で今後その施設をどう

したほうがいいですかというところにつきまして、実際に利用された方と利用したことな

いけど良く知っているという方に対してお聞きするもので、名前くらいしか知らなかった

とか、名前も聞いたことがないという方については、ここに対してはお答えしないという

ことですが、目的としましては委員長が仰るとおり評価の参考にこんな意見もあるという
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ところで利用して頂ければと思っております。各所管で持っているようなものもあるかと

思いますけれども、今回は無作為抽出の方法でお聞きしていると、施設を利用している方

だけではなく、名前くらいしか知らない利用したことがない方にも聞いているというとこ

ろがポイントかなと思っております。 

Ｂ委員： ありがとうございます。 

原田委員長： 仮に問 1 から問 3 まで 10 個の施設に対して尋ねると 30 尋ねるということにはなるわけ

で、ボリュームとしては比較的大きなアンケートになると。もしさきほど私が 10 か 12 で

迷いましたけど、10 ということにしましたので、少し数は減りましたが 30 の質問をぶつけ

てみるというところ。アンケートの項目としてはちょっと多くはなるのかなという気がし

ていますが、いかがでしょう 

Ｂ委員： 集計したものは実際の公開事業評価でお見せするのですか。 

事務局： その予定でございます。ただすべてのご意見を載せるというわけではありませんので、

ある程度加工というのはあるかなとは思いますけれども、データ等についてはやはりアン

ケートを実施しているからには管理することが必要かとは思っております。 

Ｂ委員： このアンケートは実際に参加されなかった方の意見、つまり公開事業評価に参加できな

かった匿名の人達の意見を集約して、委員がその評価をするにあたって必要な参考情報と

して利用するという意味合いでも使うことができるかと思います。そういう位置づけであ

れば、作業量はありますけれども、とってもいいかもしれません。そのかわり一律どの施

設もアンケートに答えてくれるとは限らないわけで、ある特定の施設のみに非常に意見が

出てくるということもあるかもしれないですけれど、いずれにせよ今回 23 名応募してくだ

さった以外の方の意見をやはり取る必要があるという観点であれば意味があるのではない

かと思います。ただその結果を 23 名の方にお見せする必要があるかどうかについては、よ

く考えなければならないとも思います。それは同じ区民の人の他の意見を見せられても、

それに何の意味があるのかもわからないわけです。例えば専門家で、是非があって、こう

いう意見がありますということを専門的な見地からの意見として区民の方にお見せすれば

色々な情報を集約した発言というプラスの効果を得られるかもしれませんが、他の区民が

どういう意見なのかを見たところでどうなるのかと思うわけです。ですから公開する必要

があるというのは仰ったとおりだと思いますので、全部終わった後に公開するというのが

いいのかなと。つまり前回ご説明頂いた通り、委員会において、公開事業評価の結果を意

思決定につなげていきたい、ここにいない住民達の意見をくみあげたいといったことが公

開事業評価の目的だと理解しましたので、その観点からいえば今回アンケートをとったと

しても、それは 23 名に含まれない人たちの意見をきちんと配慮しますという手続きだとい

うことでお使いになられたらいいと思います。23 人の評価人にお見せする必要はないのか

なと今の段階では思います。それが一点。あとアンケート調査で、問 2 ですけれども、経

費を増やしても、増やさなくてもということなのですけれども、もし行うとすれば、経費、

数字を載せて、この公園施設ならばこれくらいとか、そうしないと非常に感覚的な議論で、

どれくらいの意味があるのだろうということにもなるわけで、もし問 2 をやられるのだっ

たら、もう少し情報を載せないと非常に感覚的な議論になってしまうというのが第一の印

象です。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。一点目のデータの扱い方については、まず仮にアンケ
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ートをやってみて、どんな結果がでるのかにもよると思うのですけども、それを踏まえて、

まずその区民の二十数名の方々にお見せするかどうかは考えましょう。二つ目の点は、一

応質問項目の一番上にひとりあたりの負担経費がいくらかと書いてあるわけで、でも受益

者として自分でお金を払うわけではなくて、他の配分の割合を変えることによってこの施

設を維持していった方がいいということにおそらくなるでしょうけれども、ある程度デー

タをつけてあげた方がいいのでしょう。他方で問 1、問 2、問 3ときれいに答えると先ほど

申しましましたように、3 かける 10、問 2 は問 1 でア、イ、ウと答えた人だけなので、必

ずしも問 2 を答えるとは限らないのですけれども、三重の可能性があるので、わかりやす

いデータを示してあげる必要はあるのかなという気はしています。他のお三方いかがでし

ょうか。 

Ｂ委員： これをもし活用するとすれば、問 2 以降で聞くというのは実際にその施設を利用した人

に限った方がわかりやすいのではないかと思いますので、たとえば ア、イの利用したこ

とがあるという人に対して、問 2 はある程度こう評価というか、 終的にどうしたらいい

かという意思決定の部分なので、例えばその間に使って見た時の感想であるとか、あるい

は、コストの適切性、先ほどの論点に出して頂いた等のことを確認したうえで、良いか悪

いか問うという形式をとれば、使った人の評価、ある程度適当に書く人の答えを排除でき

るかなということと、あとは技術的な部分で、アンケートでこの項目を例えば横長に施設

の名称を出して、1,2,3,4,5 の欄を○していくようにしていけば、一枚ないし二枚で標記す

るような、標記上の工夫をすれば、そんなに負担感はないように工夫できるかと思います 

原田委員長： ありがとうございました。今のＡ委員とＢ委員のご意見を総合すると、二つのアンケー

トの道筋があって、一つはデータを細かく投げてあげて、問 2 で印象論的な答えだけ集計

するようなことにならないようにするか、それともＡ委員が仰るように、そういう情報を

提供して、しっかり見てもらうということもあるのかもしれないけれども、もう一つは、

例えばアだけに限定して利用者がそのサービスレベルについて、どうなのかというしっか

りとした経験知に基づく回答だけを得るのかとういうことなのでしょう。お二人の意見を

聞いていると、二つ道筋があるわけですけれども、より明確な回答を得て、それを踏まえ

て私たちが評価をしていくとすれば、Ａ委員が仰るようにア、イ、ウのうちアだけに限定

をすると、データをつけるよりはと思いましたが、事務局いかがでしょう。 

事務局： 当初、利用者に限定するということも考えたのですけれども、例えば公営住宅なんかに

つきましては、利用されている方が非常にもともと限られているということ、保育園等に

つきましては利用資格が限定されているというところもございまして、なかなかそのあた

りが難しいと思っておりました。それで今回アンケートにつきましては、区民評価人さん、

前回で募集して 23 名という結果でしたけど、私どもでは当日 40 名程度はご参加いただき

たいと思っておりまして、さらなる追加募集が必要だと思っております。追加募集します

ので、それに合わせて更に募集するだけではなく、この機会にご意見も聞いてみたいとい

うところもございまして、利用の実態等については事実関係が確認できるかと。只今議論

いただいた中で確かにバックデータがない中で評価がなされて、それが一人歩きしてしま

うのも危険かなとも思いましたので、自由意見ということで、利用の実態だけを聞いて、

後は自由意見というような形も一つあるかと思います。 

原田委員長： ということは、今の点から申しますと問 2 を先ほど私が申し上げた二つの方法でという
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よりは、仮に問 2 をざっくり落しちゃってもいいのではないかということですね。実際に

利用しているかどうかを仮に無作為抽出でやった場合に、特に公営住宅はやろうと思えば

データのマッチングができないということはないでしょうけど、他の施設については、何

といいますか、そのあたり難しいところがあり、公園はたくさんあるのだけれども利用し

たことがないまま、ぼわっと答えられてしまって、といったことを考えると問２は確かに

なくてもいいのかなという気はしますね。どうでしょうか。 

Ｂ委員： さっきＢ委員が仰ったように、公開すると、必要だという意見があっても、この問 2 で

もういらないなんてなるとこの資料自体見せにくいかなというのがあったのですね。公開

しないのであれば、2番も全部聞いて、こっちでクロスをかければいいだけの話なので、ど

う扱うかというところが議論できればあってもいいかなと思うのですけど、公開に耐えう

るかどうかというのはちょっと心配で、限定したほうがいいと思ったのですけれど、公営

住宅も回答なければ、一般のニーズとか利用実態を聞いているわけだから、なしでそんな

に問題ないかなと思います。 

事務局： 公開情報かどうかというところですけれども、先入観持たせないということで、事前に

公開しないということは可能なのかなと。ただ 終的にはやはり公開する必要があるかな

とは思っております。今回は政策評価委員会の委員さんの議論をお聞きして深掘りしたう

えでの意見ではないので、どちらかというとイメージで評価を頂くというようなことです。

実際にそれなりにその施設を研究いただいて評価をするという役割は区民評価人の方にあ

るかと思っておりますので、その辺りも事務局としましてはイメージというところでお聞

きしたいなと思っていたのですけど、それがある程度拘束されるようなことですと問題が

あるので、今Ａ委員が仰っていたようなことについては、取扱いとしては可能なのかなと

は思っております。 

原田委員長： 難しいところですね。私も判断に迷いますけれども、問 2は無しで行きましょうか。問 2

無しでいって、あと一般的な意見があれば書いてもらうということにしましょうか。 

Ｇ委員： もう一度確認したいのですけど、このアンケートの意味っていうのが、どこの施設を選

ぶかっていうことをなかなか決めにくいので、区民アンケートをして、ある程度区民の関

心がある施設を選びましょうという形で第 1 回目をやりました。今度はそれに決まった施

設について漠然と無作為抽出でこの意見を聞くと、今こういう項目でどこまで煮詰められ

るのか、さらに追加する基礎資料みたいなものをつけて送るわけですね。 

事務局： 基礎資料までご覧いただくとなるとかなりの負担感があるかと思っておりまして、概要

と数字くらいかと思っています。 

Ｇ委員： そうすると、かなりざっくりとした聞き方で、そこで得られた情報をこれからこの委員

会の中でどう使っていくのかというところをまず議論した方がいいのかと思うのですけ

ど、ちょっと使い方が見えない感じがあります。 

事務局： 例えば、今回一回目のアンケートの中で票数の少なかった、「あうるすぽっと」なので

すけれども、これの知名度というところまでは、なかなか現在情報をもってないのかと思

います。実際 1,000 人の方に聞いて利用されているのか、知っているのか、というところ

は、一つの評価にあたっての基礎資料になるのかなと思っております。それだけ聞くだけ

でも一定の意味はあるのかなと思っておりまして、その他自由意見ということであれば

様々なご意見があろうかと思っておりますので、それはどのように取り扱うのかは別とし
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まして、なんらかの評価にあたる一助になるかと考えております。評価の一助ということ

で考えておりますので、それ以上のところは、考えていないところです。 

Ｇ委員： 例えば先程Ａ委員から実際にそこを使っている人の意見ということがありましたけれど

も、そういうことであれば、そのところを限定すれば今後ここにだしてもらうかどうかは

別として、各施設でやっぱり利用者アンケートとか、そういったものを取ってあるのです

ね。そういったものを出してもらえば、実際利用している人たちの意見とか、あるいはそ

ういったものも聞けることはあるのかなと思うのですね。無作為抽出をかけて、特に問 2

を無くしてしまうと、無くすくらいで聞くと、そこで集計されてくることにどれだけの意

味があるのかなとちょっと思います。なかなか理解できないと個人的に思ったものですか

ら。 

事務局： もし実施するとしましたら、どちらかといえば利用する人の意見としては通常のアンケ

ートの中で、今回利用していない方の意見というのは多少参考になるのかなと思っており

ます。 

Ａ委員： 私が絞った方がいいと言ったのは、あとで自分達が見た時に議論しやすいものにしたほ

うがいいのではないかということで申し上げたのですけど、個人的には聞けるものは、い

っぱい聞いておいて、せっかくコストかけてやるのであればと思いますので、要は受け取

った時に我々がマネージメントできる覚悟があれば、色々聞いて、こんな意見があったら

それはそれでいいと思いますけど、そこまで扱いができるかちょっと心配がありました。 

原田委員長： 利用者がある程度限定して、また特定される例えば公営住宅は典型的であろうと思うの

ですけど、逆に公園というのは不特定多数で限定されていないこと、実際には利用者は限

定されていますね。どれくらい保育園あたりは、ありそうな気がしますけど、公営住宅も

利用者アンケートとかありますかね。時期がずれていてもしょうがないですけど、どうで

すか。 

事務局： 把握はしておりませんけど、おそらくそうしたものはあるのではないかと思っておりま

す。 

原田委員長： はい。わかりました。どうももう一つ私もうまく整理ができていないので、少し事務局

と私で引き取らして頂いて、ほかにアンケートがあるのか、ないのか、また実際に聞いた

場合の取り扱いみたいものを逆算しながら少し詰めてまいりたいと思います。ちょっとこ

の点あと 30 分でまとめづらいところがありますので、次回の会議の際には今回の議論を踏

まえてこのようにしましたというのをお伝えするということにさせてください。 

はい。司会進行に不手際ばかりで申し訳ありません。では残り 30 分程でございますが、

論点の整理と公共施設の概要について簡単にご説明頂ければと思います。 

・３ 区の公共施設の現況について 

事務局： それでは論点の整理につきましてですけれども、資料の 19 ページのところ、論点シート

というものがございます。大変申し訳ないのですけれども、今回政策評価委員会の委員の

方々には二つのグループに分けさせて頂きまして、そちらに他の自治体職員を２名お願い

して加えまして、合計５名体制で当日の評価をお願いしたいと思っております。そのグル

ープ分けにつきましては事務局にお任せを頂きまして、こちらで割り振りを施設ごとにさ

せて頂きまして、それについて論点を別途またお送りさせていただきますので、こういっ

た論点でやる必要があるというところをお出し頂ければと思っております。お忙しい中お
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時間が超過してしまいますけれども、よろしくお願いいたします。日程、締め切り等につ

きましては、また追ってご連絡をさせて頂きます。論点につきましては、そのような流れ

になっております。それでは 30 分ほどお時間頂きまして公共施設の本区の概要につきまし

てご説明します、当日の評価の参考にさせて頂ければと思っております。お時間非常に短

くなっておりますので、どこまで簡潔にご説明できるかわからないですけど、よろしくお

願いいたします。資料につきましては参考資料ということでご用意をさせて頂いているも

ので、こちらにつきまして、それぞれ本区所管の担当課長が来ておりますのでご説明させ

ていただきます。 

財政課長： 財政課長でございます。よろしくお願いいたします。それでは参考資料２－１の、豊島

区の財政状況でございますけれども、七点ほど施設に関わる背景になっている全体状況を

簡潔にご説明いたしたいと思います。一枚おめくり頂きたいと存じます。左側、１ページ

目でございます。①歳出決算額の推移ということで非常に長々と渡る 67 年間を示しており

ますけれども、ご覧頂きたいのは昭和、平成とちょっと字が抜けておりますけれども、下

から三分の一あたりのところで平成４年度がございます、これをピークといたしまして、

その後というのは、いわゆる右上がりではなくなったということが非常に如実にわかるの

かなと思います。前半 30 年間では 100 倍の規模になってきておりますが、およそ豊島区、

1,000 億から 900 億の間くらいの規模であるということでご理解頂きたいと思います。次の

２ページ目でございます。横づかいで申し訳ございません。②性質別歳出状況の推移とい

うことで、いわゆる決算統計というものの資料を使っておりますが、左から右へ年度が進

行しております。先ほどの大きい歴史の年表みたいなものからしますと後半のいわゆる平

準化されたバブル崩壊、若干入っておりますけれども、それを挟んだそれ以降の流れとな

っております。非常に特徴と思われるのが、左側元年まだバブルの頃でございますけれど

も、下から人件費、扶助費、公債費となっておりまして、いわゆる義務的経費といわれて

いる３経費でございますけれども、元年におきましてはこれら足しますと 325 億、約 38％

くらいという具合でございますけれども、それがずっと右側にいきまして 新の 24 年度予

算でございますけれども、こちらでは 208 億、270 億、47 億、ということで、３経費で 525

億に上ります。53.5％というふうに義務的経費が約半分を超えるということが特徴の一つ

かなということで、全体の規模も増えておりますけれども、そういう意味では自由になる

お金の部分というのが増えない、むしろちょっと縮まっているのかなということが見てと

れるかなと考えております。次の３ページをお願いいたします。こちらも横づかいで③、

④と続いておりますので、そのようにご覧ください。上の③でございますが、貯金、いわ

ゆる基金でございます。それから借金の推移ということで、区民の方に解り易いようにと

いうことと合わせまして、本区の場合、いわゆる法律上の起債、通常の自治体の借金であ

ります起債以外に、非常に隠れ借金と言っておりましたけれども、土地開発公社の非常に

重たい問題がございまして、そのために本区の場合はグラフで見てわかるように、折れ線

グラフが二つになっております。これは下の方のダイヤのような形で示している折れ線グ

ラフの方がいわゆる普通の借金の負債の現在高を示しております。11 年度をピークにどん

どん増えておりまして、そのあとは減ってきていると。それと別に点点で書いてあります

その上のものが土地開発公社その他のいわゆる起債ではない形なのですが、事実上借金で

あるというようなものが色々とございました。22 年度で全て解消してございますけれども、
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そういうものを含めますと、特に 11 年度見て頂きますと 872 億という非常に重たい 900 億

程度しか我々、財政規模はないわけでございますが、そのような大きな債務をかかえてい

たと。一方で 11 年度あたりは 36 億とか 15 年度は 21 億などという貯金も殆どないという

ような時期もございました。貯金についてはほぼ無事回復を果たしてきております。借金

のほうは逆に良くなってきている、減ってきているということですが、24 年度直近のとこ

ろででも借金と貯金の差額を本区の場合問題にしてきておりますけれども、現在 100 億ち

ょっと、まだ 100 億切っておりません。それだけのギャップがあるということがございま

して、振り返ってみますとバブル期はもとより、もうちょっと後でもいわゆる貯金の方が

多かった時期もあったわけでございます。なぜこのようなことを問題にするかと申します

と、次のページも合わせてご覧ください。4 ページでございますが、23 区、色んな制度上

横並びとされることが多いのでございますけれども、その中でも結果として貯金と借金が、

非常に格差があるということを一つご説明したいと思います。左から千代田区から右側江

戸川区まで、全部 23 区並べてございます。左側千代田区見て頂きますと、二つずつグラフ

がございますけれども、左側の棒グラフが貯金、右側の白抜きの方が借金ですので、千代

田区は 700 億余りが貯金でございまして、借金が 50 億程度と非常に差がございます。特に

左から三番目の港区ご覧いただきますと、1300 億の貯金に対して借金は 100 億いかないと

いうような非常に余裕のある様子が見てとれます。これは全体的にどうかということなの

ですが、実は下の区の名前のところに①から⑦まで７区ございますけれども、この７区の

みが借金の方が貯金よりも多くない、借金の方が多い、ちょっとの区もありますし、かな

り大きい区もございますけども、そういったあたりに、これだけではございませんけれど

も、財政運営の厳しさが表れているのかなということでございまして、読み上げますと墨

田、目黒、世田谷、中野、それからうちでございます豊島、それから板橋、練馬のこの７

区が貯金より借金が多いということで、かなりの区が、いわゆる行政改革に取り組んでい

るのかなという形でございます。続きまして、もう一枚おめくり頂きまして、5 ページ、6

ページ、これも横づかいでございます。5ページ目が今度は歳入の方がどのような推移かと

いうことで、ずらっと並べておりますけれども、大きい流れは１ページ目と同じでござい

ますが、直近をご覧ください。特に 19 年度、20 年度に 660 億程度のいわゆる一般財源のお

金があったわけでございますが、区税あるいは本区の場合は特別区の調整でございます交

付金そういったものがガクッと減りまして、いわゆるリーマンショック以降ということで

は50億の幅で財源が失われているということが一番の財政運営上の課題となってございま

す。次の 6 ページでございますが、その歳入が減る一方、扶助費それから繰出金というも

のが増加している、繰出金というのはご覧のように特別会計に対する繰出金でございまし

て、介護、医療関係がすべてここに入ってございます。見てみますと 11 年度、12 年度のあ

たりに若干変化がございます。繰出金が大きく増え、扶助費が減るという形になっていま

す。一旦減っております。これはいわゆる介護保険の制度が入った年でございまして、そ

ういう形になっているということでございます。一環として全体としは伸びてございまし

て繰出金という形でございますけれども、医療費である限りは、これは出さざるをえない

ということで、非常に義務制が高いと考えておりまして、人件費、公債費という経費につ

いてはいわゆる自助努力でだいぶ縮めてきておりますけれども、扶助費と繰出金というの

はやはり国の制度もございますので、そのへんが厳しいと、特に 23、24 年は子ども手当の
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関係で伸びているという様子が見てとれます。私からはここまででございまして、7ページ

は施設課長からです。 

施設課長： 資料 7 ページにつきましてご説明させていただきます。私は施設課長をしております。

よろしくお願いいたします。こちらは、施設の改築、いわゆる建て直しと大規模改修需要

への対応ということでございます。こちらに入っている施設は、今回先程決まりました施

設なのですけれども、公園と自転車駐輪場は入っておりません。建物の対応、需要の対応

について記載した資料でございます。上の方は建物数でございます。年度別の建物数でご

ざいます。下の方が年度別の延床面積でございます。一番下のところ S31 と書いてあるの

が、昭和 31 年までに建築された施設が五つですと、こちらの薄い色が一般施設、隣に濃い

色ありますけれどもこれが学校施設ということでございます。31 年までは 5施設、昭和 32

年から 36 年までが合わせまして 18 施設ということでございます。これが建築、築 50 年経

過した施設でございまして、全部で 23 あると。なぜここで 50 年というのを一つの区切り

としているかといいますと、よく言われますのが築 50 年で改築を検討するべきじゃないか

というようなお話がございまして、それを判断するために一応築 50 年というところで線を

引いております。続きまして昭和 37 年から 41 年、42 年から 46 年こちらで合わせて 48 施

設あるわけでございますけれども、これは築 40 年を経過している施設、ということは今後

10 年経ちますと築 50 年になってしまうと、全体の施設数 199 あるわけでございますけれど

も、その中の築 40 年を超えている施設が 71 施設になりますので、全体の 36％が今後 10 年

で 50 年を超えてくるといったような状況にあるということでございます。さらにその下の

方でございますけれども、下の方が延床面積でございまして、こちらの方も築 50 年と書い

てあるところの延面積を足しますと 97,182 ㎡でございます。築 40 年を超える施設の延床

面積でございますけれども、全部足しこみますと、211,985 ㎡になります。全体が約 432,000

㎡でございますので、割合からいたしますと今後 10 年で 50％、延床面積にしまして半分が

50 年を超えてくると、ちなみにそのまま建て替えるといたしますと㎡あたり 35 万と見込み

ますと、掛け合わせますと 740 億ということですので年 71 億が必要になってくるといった

ような状況にあるということでございます。私からの説明は以上でございます。 

事務局： それでは続きまして 8 ページでございます、こちらは区立施設の一覧を記載したもので

ございます。後ほどご覧いただければと存じます。そして 10 ページをお開き頂けますでし

ょうか。ここでは区有施設の運営形態、区の直営以外に業務委託や指定管理、民間に完全

におまかせしているというような形態がございます。今回本日ご決定をいただいた施設に

つきましてご説明申し上げます。コミュニティのところの中盤、勤労福祉会館、こちらは

外郭団体に指定管理でお願いしているものです。その下、地域区民ひろばでございますけ

れども、現在 22 か所ございまして直営がほとんどですけれども、一か所だけ地域の方に運

営協議会という地域団体がございまして、こちら施設の利用者団体でございまして、こち

らを NPO 化いたしましてお願いをしているというものが一か所、自主運営でございます。

それから中盤のところ、教育・子育てのところで認可保育所です。こちら現在 33 か所ござ

いまして、直営 21、業務委託が 3、民営化が 9 ということになっております。本区の場合

は直営の比率が他の自治体に比べて高いというところが特徴になっております。この民営

化の 9 の施設でございますけれども、このうちの 4 施設がもともとは区の直営だったもの

を民営化したものでございまして、それ以外は 初から、設立時から民営化というもので
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ございます。公園、自転車駐車場等でございます。一番上の区立公園 60 か所すべて直営に

なっておりますけれども、来年南長崎中央公園という新設のスポーツ施設を伴った公園を

オープンいたしまして、こちらは一括で指定管理をお願いする予定になっておりますので

指定管理が一か所増えるということでございます。区営住宅でございますけれども、10 か

所すべて直営ということになっております。区民住宅、こちらは生活困窮者以外の方でも

ご利用いただけるものですけれども、直営ということでございます。自転車駐車場につき

ましては 31 か所中、21 か所が業務委託、10 か所が指定管理ということになっております。

舞台芸術交流センターの一か所は外郭団体での指定管理でございます。図書館でございま

すけれども、現在 7 か所、地域館も含めましてすべて直営ということになっております。

ただし貸出等で部分的に業務委託をお願いしているというものはございます。その下の体

育館・スポーツセンター、その下の野外運動施設、合計 8 か所ですけれども、すべて指定

管理ということで公募によって事業者を選定しているものでございます。参考２－３の説

明は以上となっております。続きまして２－４以降でございますけれども、こちらは本区

の建物の所有の状況になっております。こちらは面積を記載しているのですけれども、資

産価値のところは記載しておりませんけれども、本日お調べしたところ、約 3000 億円の資

産価値という確認が出来ております。 

原田委員長： そのあたりずっと飛ばしましょうかね。簡略化してご説明いただければ。 

事務局： その他に担当の課長が出席予定なのですけど、他の会議に出ておりまして、まだこちら

来ておりませんので、後ほど間に合えばご説明いたしますし、大変恐縮ですけれども、ご

覧いただければと存じます。36 ページ以降に施設の関連経費というものが分野別に記載さ

せていただいております。 

企画課長： 恐れ入ります、40 ページにお飛び頂きたいと思います。23 区の各種施設等比較一覧とな

ってございます。１ページおめくりを頂きますと目次がございまして、記書きの 1 でござ

いますけれども、特別養護老人ホーム、保育所、児童館等の 23 区の比較をする資料という

ことでございます。記書きの 3 にございますけれども、ことぶきの家、図書館、社会教育

会館、体育館、ホール、住宅、高齢者住宅、公園というような施設について、各区の状況

比較をするということでございます。単純に各区の施設数ですとか、面積を比較いたしま

しても各区によって状況は異なります。狭い区もあれば広い区もある、人口が多い区もあ

れば、密集している区もあるということでございまして、単純に施設数を比較しただけで

は、こうした規模に応じて適切な規模なのかどうかということがわからないということが

ございまして、そういう観点から 23 区の比較をした資料というものがこの資料ということ

でご理解をいただければと思います。ページをおめくり頂きますと、ページ番号が急に 1

ページとなってございますが、これは千代田区から始まりまして 23 区の面積、人口総数、

これは外国人登録数、外国人登録者については年齢把握ができないということから住民登

録をしている方のそれぞれの年齢構成比等を記載しているものということでございます。

恐れ入りますが 16 ページまで、7，8 枚おめくりいただきますと 16 と右下に書いてござい

ます。表頭に保育所とございまして、各区ごとに保育所の施設数、定員数、利用距離とい

うのは利用している方から施設までの平均の距離をだしたものでございまして、豊島区は

下から三分の一強あたりのところにございます網掛けをしているものということでござい

ます。単純にこの比較をするだけでは各区の規模等がわからないということでございます
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が、ページをおめくり頂きますと 17 ページをお願いいたします。例えば利用している方か

ら施設までの距離を見た場合、豊島区は上から 4番目、表の 17 ページの右半分のところで

すけれども、0から 5歳の人口に対する区が持っている保育所の定員数ということから比べ

ますと千人にあたり 255 人の定員を持っているということでございまして、豊島区は上か

ら 3 番目であるというような形でそれぞれの施設の比較をしていただくための資料という

ことでございます。保育所を例に申し上げましたけれども、このような形でそれぞれの施

設ごとに 23 区の該当人口であるとか利用者との距離であるとか、そうしたものの比較をし

た資料ということでございます。後々にお使いをいただければと考えてございます。私か

らは以上でございます。 

事務局： 本日机上に公共施設の概要のファイルをご用意させて頂きました。詳細が一覧の中に記

載してありますので、ご参考にしていただければと思います。簡単に内容をご説明申しあ

げます。お開きいただきまして、施設の一覧がございます。5ページをお開き頂けますでし

ょうか。これは今回の対象の施設ではございませんけれども、1番に施設の概要というのが

ございます。2番にその時間の開設時間、休館日等が記載してあります。3番のところ、こ

ちらですと施設の管理経費というところになっておりまして、光熱費や修繕料等財務経費

に関わっているところの一覧です。施設によってはその次のページの 6 ページに利用状況

というものがございまして、どのくらいの方が利用されているかというものが記載してあ

ります。その他、料金、利用料が変わっているような施設につきましてはそういったとこ

ろのデータも記載してございますのでご参考にしていただけたらと思います。私からは以

上です。 

原田委員長： はい。ありがとうございました。一番 初の財政の話は伺えば伺うほど、暗くなってい

くといいますか、特に日本の福祉関係の支出が、人件費はかなり抑えられているのであり

ますけれども、かなり膨らんでいるのがわかります。たぶんそれが財政の硬直感をもたら

しているということは、このデータのみならず、皆様お感じになってらっしゃることかな

あという気がいたします。公共施設に関しての改築の必要性についても、毎年 70 億、先程

単年度会計が 900 億いくらでしたから、毎年一割これに取られていくと、これで固定費だ

とか考えると恐ろしいことであります。全部やるのかは別にしてでしょうけれども、これ

から実際に評価をしていただく際には相当なブレーキオイル、お金の面とその施設の維持

管理の問題、ぜひ頭に入れておいてくださると幸いであります。また公共施設の概要につ

きましては該当する部分、特にこれから評価にあたる施設につきましてはご覧頂きたいと

思いますし、またこの施設の概要をご覧いただきながら私としては宿題だと、各委員にこ

の論点提示、例示としてお出し頂いたわけですけれども、実際にはその 10 の施設を眺めな

がら、どういう評価ができるのかというのをちょっと考えてもらうというのが委員に対す

る宿題ということでよろしいですね。  

事務局：  よろしくお願いいたします。 

原田委員長： またファイル等は後日お送りいたします。具体的に今日 10 決まりましたので、どういう

評価が可能なのか、少し出して頂きながら、そして先ほどＧ委員からございましたけど、

アンケートの意味というものもその論点提示の中で、これはもういらないなというところ

になっていくのかもしれません。そのあたりは先ほど申しあげましたように、一旦私にお

任せいただければと思っております。では、ざっと資料ご説明頂きましたけど何かこの段
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階で質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。分厚い資料ですので、実際に問題

意識が明確になった段階でご覧いただければと、まずは全体の概略をご理解くだされば充

分であります。では私の方でこれは今日やらなければというのは一通り済ませてしまった、

宿題として持ち帰った案件はございますけれども以上でございます。 

では 後、事務局から何かございましたら。 

事務局： 一点だけご確認いただきたいところがございまして、資料の 23 ページをお開き頂いてよ

ろしいでしょうか。こちらに施設のデータ等が記載しておりますけれども、こちらは各所

管に早急に準備をさせたいと考えておりまして、このデータだけはもし必須だというもの

がございましたら、本日この場でお渡しが頂ければいいですけど、もしお気づきの点がご

ざいましたら、2、3 日中くらいの間にご連絡を頂ければと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

原田委員長： 私から一点。先ほど利用者が特定できる、限定されている施設については利用者アンケ

ートがあるのかないのか、このシートとは別個にちょっと聞いてくださると助かります。 

事務局： 施設に確認いたします。 

原田委員長： では全体を通して皆さん何かご質問、ご意見ございますでしょうか。だんだん仕事が皆

様方にふってくるのだなということ、私も含めて今日実感をいたしました。特に次の会合

につきましては、どのように評価をしていくのかと、どう論点を絞っていったり、対象施

設の分担を決めたりということで、7月の終わりの公開評価に向けて作業をそれぞれお願い

することになります。引き続きよろしくお願いいたします。それでは今日の第二回目の政

策評価委員会これにて終了いたします。ありがとうございました。 

事務局： 後に次回の日程だけご連絡だけさせていただきます。次回 7月 9日 9時から開始です。

どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 
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提出された資料等 

【配布資料】 

２－１ 区民アンケート用紙 

２－２ 区民アンケート集計結果概要 

２－３ 区民アンケート集計結果 項目別 

２－４ 公開事業評価タイムスケジュール案 

２－５ 論点調査シート 

２－６ 公開事業評価スケジュール 

２－７ 公開事業評価施設データシート 

・ 第 2 回区民アンケート「公共施設に関する意識調査」質問項目 

・ 公開事業評価の共通論点（例示） 

・ 公開事業評価 評価体制及び進行（案） 

 

【参考資料】 

２－１ 豊島区の財政状況 

２－２ 区立施設一覧 

２－３ 施設運営形態 

２－４ 公有財産現在高（面積） 

２－５ 公有財産現在高（価格） 

２－６ 施設関連経費の推移 

２－７ 23 区各種施設等比較一覧 

 

【その他】 

・豊島区公共施設の概要 

会議の結果 

（１） 公開事業評価対象施設は 10 施設とする。 

（２） 施設利用者アンケートの有無を確認する。 

（３） 公開事業評価対象施設に関する必要なデータについて事務局まで連絡する。 

（４） 次回日程は 7 月 9 日とする。 


