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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 25年 5月 21日（火） 10時 00分～11時 00分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎４階） 

会議次第 議題 

１． 公開事業評価当日の進行について 

(1) 評価作業の流れについて 

(2) 区民評価人・学生評価人の位置づけについて 

２． 「豊島区施設白書（案）」の概要について 

３． 施設見学会について 

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）・大﨑映二（行政アドバイザー）・外山公美（立教大学コミュ

ニティ福祉学部教授）・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） 

 

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

○事務局 それでは定刻となりましたので 25 年度第２回の政策評価委員会を開会したいと思い

ます。本日お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日の案件と

しまして、９月８日に予定しております公開事業評価当日の進行についてご協議いただ

きたいと考えております。また本日、資料として豊島区施設白書の概要をお持ちいたし

ましたので、そちらについてもご説明させていただきます。今回、昨年度に引き続き、

公共施設の運営がテーマとなっておりますので、評価いただく際に、ご参考にしていた

だければと考えております。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。今年度２回目の政策評価委員会を始めます。まず、お手元

に第１回の議事録の確認資料がございます。何かお気づきの点がございましたら、ご連

絡をくださると幸いです。では、本日の議題、アジェンダでございますが３点ほどござ

います。まず１点目は、９月８日、日曜日、既に日程の調整はさせていただいておりま

すが、公開事業評価の当日の進め方について、手続でありますとか、会場の形式であり

ますとか、そうしたところをご確認いただくということでございます。なお、その際に

区民評価人とあわせて、今年度から学生評価人について考えましょうということを申し

上げておりましたので、このあたりについての提案もいたします。 

議題の２番と３番を入れかえまして２番目に施設見学会のご案内を差し上げます。そ

の上で、当日のスケジュールをご確認いただくということでございます。 

三つ目に、豊島区の施設白書、先ほどお話にございましたけれども、この白書の概要

について、ざっとご説明をちょうだいして、私どもが公開事業評価に臨むにあたっての

全般的な視点のようなものを、またいろいろな個別の情報も、もし可能でありましたら

と思いますが、情報共有するという趣旨でございます。それでは、議題の１番目からま

いりたいと思います。では資料のご説明をよろしくお願いいたします。 

・１ 公開事業評価当日の進行について 

○事務局 それでは、まず１点目としまして資料２－１、公開事業評価当日についてのタイムス

ケジュールという資料でございます。公開事業評価につきましては、９月８日の日曜日

を予定しております。会場につきましては現在調整中ですが、区民センター、こちらの

道路挟んだ向かいにありますけれども、そちらの会場を予定しております。スペースと

しては大体１５０人程度の収容ができるような会場を予定しております。場合によっ

て、そちらが取れなくても、別の場所を予定しております。 

まずはスケジュールでございますが、午前９時に評価委員の皆様にはご参加をいただ

きたいと思っております。また、区民評価人についても同時刻を予定しておりますが、

昨年度、区民評価人さんのご意見の中で、実際の評価が９時４０分から始まるときに、

４０分前は少し早過ぎるのではないかというようなご意見もいただいておりますので、

若干、区民評価人の方については時間をずらすことも考えております。 

実際の評価は９時４０分から１時間程度、休憩をはさみまして、五コマ予定しており

ます。９時半から昨年度同様に豊島区長の開会の挨拶ということで１０分程お話をさせ

ていただいた後に、各施設の評価という形に入ってまいります。午前が２コマ、２施設

で、１２時までを予定しております。午後が、昼食休憩を挟みまして、１３時から最終

的には１６時２０分、３施設を予定しております。最後に、今回の５施設、また昨年度

も公共施設の運営というテーマでございましたので、２年間の総括という意味を含めま



- 3 - 

して、１６時２５分から予定しておりますが、総評として２０分程度で話しいただけれ

ばと思っております。最終的に１７時終了という全体のスケジュールでございます。 

○原田委員長 基本的には昨年度とほぼ同様の形で進めてまいりたいと思います。このあたりはよろ

しゅうございますね。では続いて、資料２－２でございます。事業ごとの事業評価の進

め方でございます。こちらも説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料２－２、一事業の時間配分という内容でございます。こちらについて

も昨年度と大きな変更点はございません。大きく分けまして、最初の１０分で区の担当

者から今回の施設の改良について説明をさせまして、その後、３０分が質疑と議論の時

間にとっております。残りの時間について評価とコメントというような内容です。 

個別にご説明しますと、まず②のところの担当者説明ですが、これはデータシートに

そって、所管課が説明いたします。こちらが延びますと、全体の質疑議論の時間が短く

なりますので、各所管課には、簡潔に説明するように指示をしたいと思います。③のと

ころが質疑・議論ということで、こちらがメインですので十分に時間をとっていきたい

と思っております。昨年度、担当者と評価委員さんのやりとりだけではなく、評価委員

さん同士の間での議論も重要だというお話がありまして、もし可能であれば、お時間を

とっていただければと思います。 

昨年度と変わった点ですが、昨年は各評価委員の皆様と区民評価人の皆様に評価をし

ていただきまして、評価をした後に、いろいろコメントをいただくという流れをとって

おりましたけれども、その集計にかなり時間を要しまして、その間の時間調整が難しい

というところがありました。今回は、④のところで評価コメントの記入の時間をとって

おりますけれども、事務局がすべての集計が終わる前に、評価委員の皆様の評価が終わ

りましたら、評価委員の皆様については、順次、評価結果の発表とコメントをお願いし

たいと思っております。その流れをとりますと、ある程度スムーズに進行ができるかと

思いますので、すべての評価の集計が終わった後にコメントいただくのではなく、評価

委員の皆様については、集計途中からコメントをいただくというところが、昨年度から

の修正点になっております 

また、昨年に引き続きまして、区民評価人の皆様からも、おひとり、おふたり、質問

やご意見があれば、ご披露いただくような時間も予定しております。また、今回は学生

評価人の皆様にも加わっていただきますので、そういった時間もとっていきたいと思い

ます。全くないようであれば、事務局からコメントを紹介する。これはコーディネータ

ーの先生を通してという形になろうかと思いますけれども、そういったことを考えてい

きたいと思っております。現在のところでは、そのような流れを予定しております。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。６０分一本勝負といいますか、一つの事業について

大体１時間をかけて評価していくわけでありますけれども、後ほどご紹介いただく施設

見学会で、基礎的なご疑問であれば、できればその場で解決していただき、より本質的

な事業評価につながるような質問を集中的に、この③の質疑応答のところで展開できれ

ばと思っております。ですから、実際に施設見学に参りますときに、先方には、前回も

申し上げましたように、資料をご用意いただいて、そのときにいろいろなやりとりがで

きればと思っております。基本的に、流れとしてはそう変わらないということですが、

確かに、昨年度、職員の方々がざっと回収なさって、どういう評価が出るのかと待ちわ

びる時間というのがございましたけれども、その時間をできれば有効に使いたいという
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ご趣旨ですね。いかがでございましょうか。これも、どこかで長くなったり短くなった

りということはあろうかと思いますけれども、こういう形で進めさせていただこうかと

思います。よろしいですね。では、続きまして資料２－３ですね。２－３と２－４合わ

せてまいりましょうか。 

○事務局 資料２－３、公開事業評価の会場レイアウトということで今回ご用意させていただき

ました。こちらについても昨年度と大きな変更はございません。コーディネーターの委

員さんが真ん中にいらっしゃいまして、挟む形で、評価委員の方々は、３名、２名とい

うような形で配置をさせていただきたいと思っております。向いに、区の担当者が控え

るというような形でございます。区民評価人の皆様については横といいますか、端にい

らしていただきまして、その後に傍聴者の方、今回傍聴いただく区民の皆様に座ってい

ただくという予定です。 

今回、学生評価人という制度を設けましたが、区民評価人のお隣という形を予定して

おります。前回との変更点は、学生評価人さんが加わったという程度かと思っておりま

す。 

続きまして、資料２－４、今回の公開事業評価における区民評価人、学生評価人の位

置づけということで記載させていただきました。まず、前回、お話させていただかなか

ったのですが、人数や選定方法につきまして、まず区民評価人の方々ですが、前回は全

体で３１名の方にご参加をいただきましたけれども、１施設大体多くて１０人程度、少

ないところでは、五、六人というところもありました。今回、会場をひとつにしており

ますので、区民評価人の方については、実際に出席いただく人数ベースで、２０人くら

いはご参加いただきたいと思っております。午前・午後と分ける予定ですので、トータ

ルでは４０人程度になります。実際にご参加いただくのは２０人程度ですので、ある程

度余裕をもって２５から３０人程度を選定いたしまして、当日、欠席いただいても２０

人程度はご参加いただけるよう予定しております。 

また、学生評価人につきましては、立教大学の先生に調整をお願いする関係がありま

すので、人数については、またご相談をさせていただきたいと思っております。 

具体の部分ですが、まず、導入の目的ですが、区民評価人につきましては区民意見の

反映ということで、非常に重要な、実際に納税者であったり、利用者であったり、そう

いった視点がありますので、今回の柱と考えております。また学生評価人につきまして

は、区内の大学に入学され、公共経営を学習されておりますし、また、なかなか区政に

若い方の意見を反映しづらいということもありますので、そういった観点から大学の学

生さんに区政参加の機会の提供や区政に対していろいろなご意見いただく場という形

で、今回の位置づけをさせていただきたいと思っております。 

選出方法につきましては、区民評価人は昨年度と同様、無作為抽出という方法をとり

まして、選定いたします。人数が極端に多ければ調整することもありますけれども、ご

希望される方にはすべて参加いただけるようにしたいと考えております。前回お話しさ

せていただきましたが、なかなか若年層の参加が少ないということですので、前回は無

作為抽出する際にどの年代についても等分にご通知を差し上げたところですが、今回は

４０歳未満の方については、抽出割合を拡大したいと思っております。学生評価人につ

きましては、立教大学の先生のご推薦ということで予定しております。 

施設見学会の参加につきましては、区民評価人の皆様は、施設自体は既に知っている
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という前提のもとで、ご参加不要と現在のところは考えておりますが、こちらについて

も、本日ご議論いただければと思っております。学生評価人につきましては、施設のこ

とをご存じでない方がほとんどだと思っておりますので、ご参加いただくということに

いたしております。 

また、実際、どのような内容を評価するか、どのような視点で評価するかというよう

な点についての説明、また施設の概要について、当日詳細にご説明する時間がないので、

この施設はこのようなところですといった説明も含めた事前説明会につきましては、両

者とも原則ご参加いただきたいと思っております。 

公開事業評価当日の参加時間につきましては、区民評価人については、午前・午後の

いずれか半日、２施設ないし３施設を評価いただくということで予定しております。学

生評価人については、できましたら、原則として１日ご参加いただければと思っており

ます。 

また、謝礼等ですが、いろいろな自治体で同様な取り組みを行っているときに、5,000

円程度お支払いするところもあれば、全く無報酬というところもありますが、本区の場

合、昨年度、区民評価人の方々については、交通費程度の実費弁償という意味かと思っ

ております、図書カード 1,000円程度とさせていただいきましたが、特段、ご意見等も

なかったと、何か貰えるからということではなく、評価に携われたことが非常によかっ

たというようなご意見いただいておりますので、昨年度と同様図書カードとさせていた

だきます。学生評価人の方には昼食等をご用意するとともに、区で学生評価人として委

嘱しますという形で、委嘱状を差し上げる。また、参加証明書等を必要に応じて交付す

るというような形を考えております。 

参加の形態については、昨年度と同様ですが、質疑、議論に加わらない。評価表に評

価、コメントを書いてご提出いただく。希望があれば、コーディネーターの指名により

発言可能。評価結果については、今回新設の学生評価人、区民評価人に分けて集計して

公表する。両者の意見は、後の政策評価委員会による総合評価の参考とするということ

を予定しております。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。資料２－３につきましては、こういうレイアウトで

進めてまいりますということでご承知おきください。今日少しご議論いただかないとい

けないのは、この資料２－４でございます。私どもが評価をすると同時に評価の細部に

加わってくださる区民評価人と学生評価人についてであります。区民評価人につきまし

ては、先ほどもお話がございましたけれども、昨年も実施いたしましたので、今年度も

引き続き実施をしたいと。前回も申し上げましたが、私は昨年度の事業評価に参加して

くださった方には、ぜひともお声がけをして、この資料２－３の傍聴席あたりのところ

で、ぜひともご出席をお願いしたい。実際に区民評価人として加わっていただくことは、

２年連続でとなりますと、いろいろ議論がありましょうけれども、こうした区政の評価

活動に関するサポーターのような、事実上、そういう位置づけでお越しいただけるとい

いのではないかと、私としては期待をしております。 

ではこの区民評価人につきまして、まずはご議論いただきたいのですが、私から一つ

二つお願いがございます。先ほどお話を伺っておりまして、施設見学会に区民評価人の

方々は出席を必ずしもなさらないということであります。他方で、私はその施設を見た

ことがないという方もおそらくいらっしゃるでしょう。また、実際に、当日のスケジュ
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ールで申しますと資料２－２ですが、区の担当者の説明が１０分ほどございますけれど

も、できればパワーポイントなどを使って、こんな施設ですといった説明ができるとい

いと思っております。こうした公開の事業評価で一番残念なのが、区の職員の方の説明

が、失礼ながら下手であることによって事業評価にネガティブな印象を持つと、これは

やはりよくないと思いますので、できれば、そういうことも考えると、パワーポイント

で、スライド１０枚ぐらいでまとめていただいて、この施設はこうですよといった話を

伺ったほうが、区民評価人の方にすれば、あの施設はどこかで見たことがあるなという

話になるのではないかという気がしております。必ずしもという訳ではございません

が、どういう施設かということを区民評価人の方が想像できるような、何か工夫を、パ

ワーポイントでなくても結構ですが、ご検討をお願いしたいと思います。区民評価人に

ついてはいかがでございましょうか。昨年と同様でございますから、このまま進めさせ

ていただこうと思います。図書カードで、申し訳ないですが、働いていただくというこ

とで、よろしゅうございますね。では、選出がうまくいくことをお祈りしております。 

次に、学生評価人についてであります。これは前回も少し議論をさせていただいたと

ころですが、どうしても区政に対する関心というのは、３０代以下は残念ながら低いと

いうような傾向もあるということで、広い意味での区民、実際に公共サービス、区のサ

ービスを受ける受給者としての学生というものを入れていったらどうかという議論を

前回いたしたところであります。実際にこういった方々をどのように選んでいくのかと

いうことですが、本当は、区内にいくつかの大学がございますので、将来的には区内の

大学にお声がけするということもあるでしょうが、まずは今年度、試行的な取り組みと

して私どもが勤務しております立教大学にお手伝いさせていただければと思っており

ます。実際に何人ぐらいかということですが、今日も私のゼミの学生２人、お邪魔させ

ていただいておりますが、立教大学のおふたりの先生、いかがでしょうか。 

○A委員 どういう呼びかけをするかにもよるかと思うのですが、例えば、先生がおっしゃるよ

うに、ゼミの活動の一環として参加しようと呼びかけをするのか、あるいは、この証明

書等が出るという程度の呼びかけをするのかによって、集まり方も大分違ってくるので

はないかという気がしております。 

○B委員 私も同じ意見です。 

○原田委員長 そもそも、この学生評価人を入れていくことについて、いろいろな議論があると思う

のですが、そのあたりも含めて、他の委員の方々、何とか人数は調達せよということで

あれば、調達という言葉はよくないのですが、集めようということであれば、例えばで

すが、それぞれ２、３人ずつぐらい。難しいということであれば、池袋キャンパスの方

が近いので、池袋キャンパスの方で少し多めに、私の方で少し声を掛けてみるというこ

とも可能であります。大体１０名。７、８名というイメージでありますが、やはり今回、

初めての経験でもありますので、こういう点は留意してほしいというところがあれば、

ぜひお聞かせいただきたいと思います。いかがでございましょうか。 

○C委員 先生方にお任せするより手段はないと思っておりますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。ともかく、若い区民の方と言っても、それも現実として難しいし、往々にして区

で呼びかける集まりというのは、やはり高齢者と主婦の方が中心になってしまうので、

そういう方が参加していただけるというだけで、十分補完されることになるかと思いま

す。まして、公共経営という領域を学ばれている方であれば、希望される方はできるだ
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け来ていただきたいぐらいですが、会場や仕組み上、そのようにもいきませんので、適

切という言葉は適当な言葉ではありませんが、先生方で、推薦していただければと思い

ます。 

○原田委員長 これはぜひ議事録に残していただきたいのですが、あまり大きな期待はぜひともなさ

らないでください。こんなレベルかということがわかってしまいますので。他にはいか

がですか。 

○E委員 基本的には C委員と同じなのですが、本当は公募が好ましいのではないかという気も

するのですが、そうしてしまうと一般の区民評価人の方も、偏った意見の方が集まって

しまう可能性もありますので、その点はやはり先生方の推薦のあった学生さんのほうが

安心ではないかという気がしますので、この方法で私もよろしいかと思います。 

○D委員 私も同じ意見です。公募ということも将来的にはあるのでしょうが、今回、一回目と

いうことですので、立教大学の学生さんを推薦していただけるということであれば、そ

れが一番ではないかと考えております。 

○原田委員長 はい、ありがとうございます。事務局でこうした事務事業評価に学生が参加している

という事例をご存じでしたらご紹介をと思いますが、何か資料といいますか、情報はご

ざいますか。 

○事務局 有名なところですと、京都市が、事務事業評価サポーター制度というものを設けまし

て、これは、市内だけではなかったかと思いますが、周辺の大学にいろいろお声掛けを

しまして、先生も含めたゼミ単位でいろいろご協力いただくという制度を設けておりま

す。２５年度についても、分野ごとに、子育て支援、障害者福祉というテーマでそれぞ

れ公募しまして実際に協力したいという大学から、応募いただくという制度を設けてい

るようです。また、Ａ委員が以前お勤めのところでもそのような活動をされたというこ

とを調べたことがあるのですが、もしご披露いただければと思います。 

○A委員 おそらく京都は、委員長もご存じのコンソーシアムがあるので、あそこは積極的にや

られているのだと思います。私のところは、今日出席の学生さんと同じような関わり方

をして、評価それ自体に関わったわけではありません。全体のいわゆる、今日の委員会

のようなところにも出て、最後の評価まで携わり、インターンシップの単位とした。そ

ういう仕組みでございました。 

○原田委員長 はい、ありがとうございます。今、お話がございましたように、京都市は、大学の、

正確な名前は忘れましたが、何コンソーシアムといいましたか、幾つかの公共政策系の

大学院や学部がございまして、それが一つのグループをつくって事業や講義を展開して

いると、その一環でやっているのではないかと私も想像いたします。来年度に向けまし

ては、今年度のこうした試行的な取り組みと同時に、他の自治体では学生、あるいは広

い意味での広義の市民の方々が、どのように関わっているのかということも、引き続き

関心を持って調べてまいりたいと思います。 

○A委員 先ほど言い忘れたのですが、私の前任校の学生が少し参加させていただいたのは、さ

いたま市で同じような取り組みが始まっておりまして、それに参加させていただきまし

た。市長は変わらずに済んだので、また引き続き続くのではないかと思っております。 

○原田委員長 選挙が終わったばかりでございますね。ぜひお時間のあるときに、さいたま市の事例

も、少しお調べいただければと思います。では、こういう形で今年度は進めてまいりた

いと思います。実際に何人になるのかということは少しお時間をちょうだいしたいと思



- 8 - 

いますが、謝礼は、むしろこちらが払うべきぐらいの場ではないかと思いますので、お

昼ご飯をいただければ、それで十分ではないかという気がいたします。また、前回お話

がございましたが、参加の証明書といいますか、実際にこういう活動に加わったという

ことのほうが、学生にとっては大きなメリットでございますので、そちらをご検討いた

だくという形にいたしましょう。では実際に、６月の施設見学会あたりから参加し、で

きれば、公開事業評価のみならず、最後までずっと参加してくださるような学生があり

がたいという気もしております。 

では、今年度は、差し当たり、この学生評価人という形で、区民評価人と並んで、評

価活動に加わっていただくと、できれば、最後のあたりで学生評価人の位置づけも１年

目の総括の中で合わせて検討してまいりましょう。以上が、今日の議題の１番目でござ

いました。２番目は、施設見学会についてご説明をお願いいたします。 

・２ 施設見学会について 

○事務局 施設見学についてですが、本日、特段の資料をご用意しておりませんので、口頭でご

説明させていただきます。施設見学会につきまして、現在、６月２４日の月曜日を予定

しております。時間については午前中ですが、別途ご連絡させていただければと思いま

す。午前中に今回の評価対象施設の５カ所、区民センター・生活産業プラザ、これは区

役所のすぐ隣にあります。それと、区民集会室、これは代表的なところを１カ所と考え

ております。また、子ども家庭支援センター、男女平等推進センター。一施設、３０分

程度を予定しております。順番については調整中ですが、できる限り最短のコースを考

えていきたいと思います。集合いただく時間ですが、午前９時に区役所にご集合いただ

きたいと思います。詳細につきましては、メールでご連絡をさせていただきたいと思い

ます。区役所に集合いただき、徒歩で見ていただける施設を見ていただき、離れている

施設につきましてはマイクロバスで移動していただく予定でございます。 

○原田委員長 はい、ありがとうございました。６月２４日、月曜日の午前９時からということで、

５カ所ですから１２時ぐらいまでの長丁場でありますけれども、お付き合いくださると

幸いでございます。 

○事務局 学生評価人の方ですが、もしこの時期までに、ある程度この方ということが決まるよ

うでしたら、一緒にご参加いただければと思っております。 

○原田委員長 では、このあたりも含めて、調整させてください。確か、前回、実際に施設を見学に

参ります前に、資料やパンフレットをいただいていたと思うのですが、この２４日まで

に、ご送付いただけると考えてよろしいでしょうか。 

○事務局 はい。必要なものにつきまして、しっかりご用意したいと思います。 

○原田委員長 できれば施設見学の１週間前ぐらいまでに資料をちょうだいして、いただいた資料に

ついて、これはどういう意味なのか、あるいは、データからするとどういう意味なのか

というような質問がございましたら、事務局を通じてあらかじめ担当施設の課長さんな

りに連絡を差し上げておくというようにいたしましょうか。その場ですぐ答えられるも

のがあれば、その場で解決してしまいまして、実際の公開事業評価のときには本質の議

論を進めさせていただきたいということでございます。何かご質問ございますか。 

○A委員 最後につけ加えていただいた学生の件ですが、残念ながら月曜日ですので授業がある

日ですので、どうしても参加できない学生は後で本人が５施設を回るという条件ならよ

ろしゅうございますか。それとも、やはりこの日に一緒に行ってもらうことを一つのフ
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ィルターにした方がよろしゅうございますか。委員長の見解を含めてお願いいたしま

す。 

○事務局 大変申し訳ございません。授業を優先いただくのは当然のことだと思います。それ以

外の日に自由に見ていただくとしても、ふらっと入られて見られる部分と実際に担当者

から説明がある部分では随分違うと思いますので、ある程度事務局で同行させていただ

き、実際に見ていただいて、ご理解いただけるような方法を考えていきたいと思います。

ご都合のよろしい時間に、事務局が同行するという形をとらせていただきます。 

○原田委員長 ご迷惑でしょうが、ぜひとも、よろしくお願いいたします。そういう形で調整をいた

しましょう。他に何か質問はございますか。よろしいですか。今日は、公開事業評価及

びそれに至るまでのプロセスについて、皆さんで確認するということでございました。

最後に、施設評価や施設白書についての説明をいただく時間をちょうだいしておりま

す。お手元の資料について、ご説明をお願いしたいと思いますが、大体１０分ぐらいで

しょうか。１１時過ぎぐらいに終われるような形で進めたいと思います。では、よろし

くお願いいたします。 

・３ 「豊島区施設白書（案）」の概要について 

○施設計画課長 施設計画課長の佐々木でございます。よろしくお願いいたします。本施設白書でござ

いますが、まだ庁内配布もしていない状態でございます。したがいまして、本日は概要

版で、なおかつ未定稿の状態ですので、誤植等あろうかと思いますがご承知おきいただ

ければと思います。 

○原田委員長 取扱注意という必要はございますか。 

○施設計画課長 そこまでのことはございませんが、庁内の部長方にも来週月曜日に配付の予定でござ

いますので、あくまでも参考ということで、ご配布させていただきました。それでは、

内容につきましてご説明させていただきます。 

まず１ページ目でございますが、各章ごとの要点を記載しております。まず、本白書

の位置づけでございます。高度経済成長期以降増やしてきた公共施設が、今後大規模改

修や改築などが集中する時期を迎え、莫大な経費が必要になり、このままでは、現在の

施設をすべて維持していくことは非常に難しくなっています。この白書は、区の重要な

資産の一つである公共施設の様々な現状や課題を区民の皆さんにできるだけわかりや

すく情報提供するとともに、今後の公共施設のあり方について幅広く議論を進めていく

ため、その基礎的な資料として作成したものでございます。 

本白書で取り扱う施設ですが、２ページ、図表１をご覧いただきたいと思います。こ

の行政財産がいわゆる公共施設と言われる範囲ですが、この範囲を白書で取り扱う範囲

としております。 

続きまして３ページでございます。第１章につきましては、豊島区と区の施設の概況

について掲載しております。まず１といたしまして、敷地と建物の床面積ですが、高度

成長期の約２倍になっております。区が管理する施設の面積ですが、道路を含め２４９

万平米、東京ドーム１８個分でございます。また、建物の延べ床面積は４４万平方メー

トル、サンシャイン６０ビルの２．３個分の広さとなっております。区が所有する敷地、

道路は除いておりますが、建物の床面積ですが、高度経済成長の昭和４０年代から増加

を続けておりまして約２倍の面積となっております。平成のバブル崩壊後は横ばいの状

況となってございます。こちらにつきましては、４ページの図表３におきまして、昭和
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３９年から現在までのグラフを掲載しております。また、資産の割合ですが、道路を除

いた敷地の内訳は、教育施設が約３割、公園等が約２割、生涯学習、スポーツ施設が約

２割となっております。建物の床面積の内訳は、教育施設が約４割、生涯学習・スポー

ツ施設が約１割、住宅等が約１割となっております。続きまして区の施設、敷地・建物

ですが、区全体の約９割を占めております。これにつきましては、区のバランスシート

から見たところ９割となっているものです。また施設の整備運営経費ですが、２２年度

決算ですが、区の年間歳出の約３割を占めております。３番としまして、住民の福祉を

支える扶助費の大幅な増大と投資的経費の停滞でございます。ここ１０年間の歳出総額

に対する割合は、投資的経費、いわゆる、施設整備等の資本形成の経費ですが、平均１

２％であるのに対しまして、扶助費等は２６％から３７％へと急増して、区の財政を圧

迫しているところでございます。４としまして、今後６０年間の平均で、年間１６億円

も不足する施設経費ということで記載いたしております。区の建物の改修・改築経費は、

ここ５年間の平均で２７億円となっております。一方、区の建物は今後老朽化により順

次改築等が必要となります。現在の建物をこのまま維持する場合、改修・改築経費は今

後６０年間の推移で約２，６００億円となり、年平均で４３億円かかると予想されてお

ります。この試算に基づきますと、年に１６億円が不足し深刻な状況であるということ

でございます。４ページに、それぞれ図表を掲載させていただいております。 

続きまして５ページ、第２章でございます。第２章につきましては、新たな施設マネ

ジメント手法の導入ということで記載いたしております。１としまして、新しい施設マ

ネジメントの形ということで、ファシリティマネジメント手法を取り上げております。

これまで区は、施策の分野別に予算統制や施設運営を行ってまいりました。しかし、今

後進んでいく施設の老朽化や少子高齢化等の社会情勢の変化に対応し、良好な状態で施

設を維持していくためには、区の公共施設のライフサイクルコスト、施設の生涯費用で

ございますが、利用状況、品質などの情報を総体的に把握し、政策の分野の別なく評価

し、課題を抽出し、改善を進めていく必要がございます。２としまして、これまであま

り注目されませんでした施設コスト情報について記載をしております。区民の方が主に

利用する４種の施設について主に施設経費の面から見た利用実態をまとめております。

今後は、４種の施設以外の施設につきましても同様に評価し、それぞれの施設の課題を

設定して改善案を検討していきたいと考えております。３といたしまして、施設ごとの

比較でわかることということで、４種の施設面積１平米当たりにかかる年間経費等を比

較しております。施設の種類や運営方法によって施設に係る経費の内訳等が違うことが

わかってまいります。区民集会室につきましては、人件費が低く、平米当たりの経費が

３万４，０００円と、他の施設と比較しまして半分程度となっております。また区民ひ

ろばは、人件費が総経費の約８割を占め、施設維持費が低いものの平米当たりの経費は

約６万３，０００円となっております。地域文化創造館につきましては、維持管理費と

人件費がそれぞれ経費の４割を占めており、立方当たりの経費が約６万３千円となって

おります。体育館につきましては維持管理費が総経費の約５割を占め、立方あたりの経

費が約７万３千円となっております。年間利用者数から算出した利用者数、１人当たり

にかかる経費は、区民集会室と地域文化創造館がそれぞれ約６００円、区民ひろばと地

域文化創造館はそれぞれ約１千円となっております。 

６ページですが、ファシリティマネジメント手法を図表で表したものでございます。
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また、この手法を推進していくためには、ＰＤＣＡサイクルが必要であるということを

図表で示したものでございます。 

７ページでございますが、今回、施策評価の試みの一つといたしまして、区民の方の

身近な４種類の施設を、コスト面から分析したものを表にあらわしたものでございま

す。先ほど述べましたが、１人当たりの経費等について記載をいたしておるところでご

ざいます。 

８ページにつきましては、その元の資料となります区民集会室の１人当たりの収支、

区民ひろばの１人当たりの収支、地域文化創造館、また体育館の１人当たりの収支をグ

ラフに表してございます。９ページでございますが、図表１５は４種類の施設の総経費

及び収入、図表１６は平米当たりの経費、図表１７は利用者１人当たりの経費と収入、

図表１８は区民１人当たりの経費と収入をそれぞれグラフにしたものでございます。 

続きまして１０ページでございます。第３章につきましては、今後の施設のあり方に

ついて記載をしております。１としまして、前回の白書について記載いたしております。

新たな施設管理の方向性としてファシリティマネジメントの必要性とそれに向けた四

つの視点を示し、以降、「公共施設再構築・区有財産の活用方針」を掲げ、数から質へ

の転換を図る方向で再構築・活用計画を実施してきたところでございます。 

２としまして、現在もなお公共施設が抱える課題について記載をいたしております。

現在、公共施設が抱える課題はさまざまなものがありますが、特に施設の老朽化による

更新費用の増大は、今後、非常に深刻な問題であり、このままでは、今使っている施設

を維持することができず、施設の老朽化が進み、ついに休止せざるを得ないという危機

的状況に陥る可能性があります。 

３としまして、今後の取り組み、危機回避のための選択と集中に向けてということで

記載をいたしております。第２章におきまして主な公共施設の経営に関する実態把握、

分析を試みたところでございます。今後、限られた予算の中で大きな公共資産である施

設を中長期的に適正な規模を維持して、行政経営資源として活用していくためには、サ

ービス、コストなどの施設情報を総合的に把握評価し、企画、財政、事業所管部署など

がそれらを共有化し、区民の皆さんに積極的に開示して議論することで、スピーディー

でバランスのよい政策決定・実行へと結びつけていくことが必要と思われます。今後は、

ファシリティマネジメント手法を取り入れながら、施設の最適化に向けた以下の視点の

もと、有効活用促進するとともに、公共施設の新たな再構築、有効活用方針で再配置計

画の策定に着手をする予定となっております。（１）施設の量を見直し、身の丈に合っ

た施設規模を考える。（２）施設の質を見直し、一層の有効活用を考える。（３）施設の

マネジメント体制を強化する。豊島区が迫りくる危機を回避し、将来的に持続可能な行

政運営をするために、区が適切に保有できる身の丈に合った規模、施設量を見据え、一

層の有効活用を図り、地域の住民の皆さんとともに、十分に話し合いながら、公共施設

のあり方を考えていきますといった内容が記載されてございます。 

具体的な内容でございますが、公共施設マネジメントプラン作りの視点としまして、

まず、施設の量を見直し、身の丈に合った施設規模を考えるということで、将来、区が

適切に保有することができる施設の量について推計する。施設を維持することから機能

を維持することへの発想を転換する。公共施設の新たな再構築、有効活用方針、再配置

計画の策定ということで、今後の予定を記載してございます。昨年度でございますが、
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ここでは白書の発行となっておりますが、本年度は、公共施設再構築・有効活用の方針

案を策定する予定でございます。来年度は、今年度掲げます方針案に基づきまして、方

針を決定し、再配置の計画案をまとめる予定でございます。また、２７年につきまして

は、基本計画の改定と連動し、公共施設の再配置計画を策定し、合わせて５年間の実行

プランを策定することとなっております。２つ目としまして、施設の質を見直し、一層

の有効活用を図る。また、こういったことのためには、施設のマネジメント体制を強化

する必要があるというということで、枠で囲った白抜きの文字の部分に記載してござい

ますが、施設に関する情報を総合的に実態把握し、把握した情報を評価し、評価をもと

に施設の課題を抽出し、マネジメントプランを作っていくことといたします。 

また、一元管理を推進する必要があるということで、施設情報システムの導入の検討

が必要ではないか、こういったシステムを導入することは、行政経営に大きな効果が期

待できるといった内容を記載しております。以上が施設白書の概要でございます。 

○原田委員長 ありがとうございました。施設白書について概要版のご説明をいただきました。これ

から１０分程度ご議論をいただきたいと思います。まずは私から質問なのですが、公共

施設というのは、各自治体で押しなべてといいますか、大体持ちたいという施設はもち

ろんあって、他方で、豊島区らしい施設、豊島区の経済・社会情勢といいますか、住民

のニーズがあり、他の自治体と違う特殊な施設を持っているということもあるのでしょ

うが、例えば他の２２区と比べて、どんな状況にあるのか、どんな特徴を持っているの

かということを簡単にご説明いただけるとありがたいのですが。 

○施設計画課長 現在、他区でも、北区さんもこの３月にお出しになりましたし、千代田区さんも今後、

施設白書をお出しになる予定と聞いておりますが、そういった中から見ますと、施策か

ら施設をつくるのではなく、その中身、機能を視点にしていくことが今後必要であるか

と思います。その前段といたしまして、豊島区の特徴として区民ひろばが挙げられるか

と思います。施策をもとにつくった施設として、以前、高齢者を対象としたことぶきの

家、また児童を対象とした児童館といった施設がございましたが、そういった高齢者を

対象とした施設、お子さんを対象とした施設ということではなく、幅広く年齢層の方が

利用できる施設ということで、地域区民ひろばという施設がございます。他区におきま

しても、施設の見直しということで一つの施設でいろいろな目的を持った施設を作った

方がいいのではないかということがあげられております。その前段として、豊島区が先

駆けて区民ひろばを作ったということが特徴ではないかと思います。 

○原田委員長 例えば、体育館をたくさん持っているとか、地理的に、あるいは、交通事情からして

こうなのだと、そういった特徴というのはあるのですか。他の区からするとやや持ち過

ぎている、あるいは建設ラッシュがある時期に集中している、そういったものはござい

ますか。 

○施設計画課長 築年数等につきましては、２３区押しなべて同様な状況で、こういった施設を今後、

維持、改修・改築を進めていくには、どうしたらいいのかということでは、２３区それ

ぞれに同じように現在検討を進めているところでございます。 

○原田委員長 先ほどの区民ひろばはそうかもしれませんが、後は他の区でも同じようなものがある

のではないかという感じでしょうか。 

○施設計画課長 後で、でき上がった施設白書をご参考までにお渡しさせていただきたいと思います

が、その中に２３区の施設比較という記載がございます。そちらを見ていただければと
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思いますが、小規模な施設がたくさんあるというのが、豊島区の特徴でございます。保

育園等を挙げますと距離が大変近い。面積が狭いということもあるかと思いますが、豊

島区は施設までの距離は３番目ですが、面積は１８番目となっており、個々の施設は小

さいという特徴があるかと思います。 

○原田委員長 ありがとうございました。できる限り２３区の中の豊島区といったイメージを持って

いただこうと思って質問いたしましたけれども、他に何かご質問になりたいところはご

ざいますか。 

○C委員 ４ページの図表６ですが、２０１５年が突出していますが、改築経費、ここがやはり

一番の危機認識として持たれているのではないかと思いますが、どういった施設で何か

特徴があるのでしょうか。 

○施設計画課長 ２０１５年、平成２７年でございますが、新庁舎ができる予定になっております。ま

た、合わせて西部地域ですが、そちらにも複合施設を建設する予定がありますので、突

出して多くなっております。 

○E委員 今、ざっと拝見した感想なのですが、見直しや合理化、有効活用という言葉はたくさ

ん出ているのですが、一方で、防災ですとか、その辺の視点があまり感じられないよう

に思います。そのあたりは他で出ているからいいのだという話もあるのかもしれません

が、このような感想、イメージを持ちました。地震等が多く、話題にもなっていますが、

別のところで出ているからいいのだということなのかもしれませんが、それが素直な印

象です。それから、２ページに豊島区の財産ということで非常によくまとめられている

のですが、財産という言葉について、文章で財産というのはいいのですが、こういう形

で示されてしまうと、例えば、区民が財産ではないのかですとか、債務はこの中でどう

なっているのかですとか、私のように性格の悪い方たちにはいろいろつっこみたくなる

ようなところもあるので、例えば物的財産ですとか、ちょっと表現を変えられた方がい

いような気もしますので、少しご検討いただければと思います。 

○施設計画課長 あくまでも、地方自治法上のということで記載をさせていただいております。 

○原田委員長 私も昔勉強しましたが、普通財産や行政財産など、ややこしいものがありますね。１

番目の点はどうでしょうか。防災の関係でいうと、新庁舎は当然十分考慮した上で作る

と承知しておりますが、防災の観点がないのはなぜでしょうか。 

○企画課長 ３月まで防災課長をしておりましたので、若干コメントさせていただきます。全体を

通して、今後、施設改修経費が大きなものが関わってくる、それは避けて通れないとい

うのはなぜかということですが、防災性の向上ということがあります。耐震の不足、あ

るいは建物全体の安全性の確保といったことが不可欠であるからということでありま

して、この白書の裏側には、そのようなきちんとした施設の改修をして防災性の向上を

図り、単に、今あるものを必要な水準に上げるだけではなく、その施設整備を契機とし

て、その周辺の地域全体の防災性の向上と安全性を向上していくということが、今後の

施設改修のコンセプトになっております。そういった視点は可能であれば今後盛り込め

るかと思いますが、当然私どもの認識として、前提としてあるということをご理解いた

だきたいと思います。 

○E委員 わかりました。ありがとうございました。 

○原田委員長 このあたりは、これだけ施設を持っているとお金がかかってしまうというトーンに読

めてしまうということが、区民の方からもおそらく同じようなご指摘が出るのではない
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かという気がいたしますね。他の委員の方々いかがでしょうか。ご質問ございますか。 

○B委員 平成 20 年の豊島区施設白書でもファシリティマネジメントという考え方の必要性が

うたわれています。従来型の手法とこの手法の違いを教えていただきたいと思います。

平成 20 年の豊島区施設白書では、新たな施設管理の実践のため、四つの視点が重要と

いうことで、視点１ 施設資産の最適化、視点２ 施設管理運営方法の見直し、視点３ 

計画的保全と環境負荷の低減、視点４ 社会ニーズの柔軟な対応などとあるのですが、

これからおやりになろうとしている方向性がどういったものなのか、これと関係してど

うなのか等、これからどのように動こうとされているのかというところを、わかりやす

く教えていただければ有難いと思います。 

○施設計画課長 確かに、前回、２０年度に発行いたしました施設白書にも、ほぼ同様の内容が記載さ

れていたと承知しております。これを推進しようということでしたが、財政的なものも

あったかと思いますが、なかなか思うようには進まなかったというところが現実のとこ

ろでございます。やはり、施設資産の最適化を一つ挙げますと、最適化に向けて見直し

を図ったほうがよいのではないかという提案がなされましたが、実際それを進められた

かというと、やはり進められなかったという現状がございます。なぜかと申しますと、

施設を持っている所管課がその施設の情報を持っており、横軸がなく、情報が共有化さ

れていなかったということでございます。その施設の所管課の中だけで考えてしまいま

すと、どうしても最適化を図ることが難しかったという現状がございます。 

したがいまして、今後は、ファシリティマネジメント手法を取り入れまして、その前

段でございます一元的にということが今後の課題になってこようかと思っております。

区内の施設を一元的に情報集約し、単独の施策の視点ではなく、施設をもっと有効活用

するためにはどのような活用方法があろうかということを取り入れていくことが必要

と考えております。白書の最後に、システムの導入と書いておりますけれども、現在、

紙ベースでの資料であるため、情報の共有がなかなか難しかったということがございま

す。様々なソフトも出ておりますので、今後、情報システムを活用し、何とか一元管理

ができないかと、一元管理した上で、さまざまな施設の見直しを図っていくというとこ

ろに、今回の施設白書では重点を置かせていただいております。 

○原田委員長 今の点は、この政策評価委員会の中でも、検討が難しい論点の一つとして、昨年議論

したところでございます。当初から複合的な目的で作っていった施設も、もちろんおあ

りでしょうが、ある目的のために施設を作った後で、その目的自体が消失してしまった、

あるいは今現在は意味がなくなってしまった、そのようなときに施設をどのように扱う

のかということについて、有効活用すればいいのか、それとも、そもそも目的が違って

いるから、もう一回、目的を再定義するのがよいのか、そのような議論もいたしており

ます。大学で管理職をしておりますと、この議論とはまた逆でございますが、補助金を

いただいているので転用はできないというような、例えば研究目的で使うのはよいが教

育目的は使えない、あるいは１０年間は他に転用できない等々、なかなか使おうと思っ

てもうまくいかない。あるいは使うべきなのかどうかという議論についても、この評価

委員会でも議論になっているところでして、今年度もおそらく同じような論点で議論す

ることになるのではないかという気がしております。その点、担当課として、どのよう

にお考えでしょうか。 

○施設計画課長 教育委員会の職員を行政側の職員として兼務発令をし、学校で空いているスペースを
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区の施設として使わせている事例があるということを聞いております。 

○原田委員長 非常に技術的な対応ですね。括弧つきの。補助金適正化法もありますし、このために

お金を費やしているのだから、誰がお金を出しているのかという話にもなってくるわけ

ですけれども、実際にこれから私どもも施設を評価していく際に、いろいろな視点も意

識しながら、やっていく必要があるのではないかと、なかなかぱっと判断するというの

も難しいところもありますが、悩み大きい論点の一つなのではないかという気がしてお

ります。他にいかがでございましょうか。 

○C委員 １１ページに平成２７年度に基本計画の改正の話が出てくるのですが、豊島区さん

は、基本計画は議決事件になっているのですか。 

○原田委員長 議会に報告はしているが、議案として上げているわけではないということですね。 

○C委員 今お聞きしたのは、改訂と連動して第１期の公共施設再配置計画を策定するといった

ところの実際の実施に向けて、議会は相当大きな役割を占めますので、ある意味、議決

事件になっていると自動的に責任を負う立場にあるけれども、何か工夫しなければなら

ないのではないかと思います。そのように思ってお聞きしました。 

○原田委員長 ありがとうございました。それでは今日はこれぐらいにいたしますが、何か、委員の

皆様、ございますか。 

○A委員 ひとつだけよろしいでしょうか。学生を募集する段階に入るかと思うのですが、いつ

までにという何か目途がありますか。委員長のお考えをお願いします。 

○原田委員長 この会が終わりましたら、少し相談をさせていただければと思います。それでは、こ

れをもちまして第２回の政策評価委員会を終了いたします。皆様、ご苦労様でした。 

 

 

 

 

会議の結果 
（１） 公開事業評価当日の進行について決定する。 

（２） 次回は施設見学会とし、日程は 6月 24日とする。 

  

提出された資料等 

【配布資料】 

２－１ 公開事業評価 当日のタイムスケジュール 

２－２ 公開事業評価における 1事業ごとの時間配分（予定） 

２－３ 公開事業評価会場レイアウト 

２－４ 平成 25年度公開事業評価における「区民評価人」「学生評価人」の位置づけ 


