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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

 

施設名（所管課名） 

  図書館   （ 図書館課 ） 

 

総合評価 A【妥当・おおむね妥当】 

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 高い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 高い 

現
状
の
評
価 

司書資格等専門性を有する非常勤職員の活用や民間事業者への業務委託などによ

り、費用対効果を踏まえた適切な運営がなされている。 

一方、施設運営や事業展開に利用者の意見が十分反映されているとは言い難い。 

「委員による提言」① 

運営にあたっては、常に他手法との効果比較の検証を行なうなど、効率性向上への取り組

みを継続されたい 

今後改善していく 

いつまでに 図書受渡し業務等の委託化や非常勤職員の活用（職員の６０％が非常

勤）により、施設運営の効率化を最大限図ってきており、コスト面で

のこれ以上の改善は難しい。しかし、現行の運営体制の課題が徐々に

明らかになってきているため、効率性を維持しつつ、更なる運営体制

の改善・向上に向けて検討を重ねていく。 

何を 

どのように 

して 

どうする 

 

「委員による提言」② 

閲覧席での自習が図書館機能を阻害することにならないよう留意する必要がある 

  改善は難しい（なぜ難しいのか具体的・詳細に） 

閲覧席の時間制限など、より多くの利用者に閲覧席を提供するシステムを採っている

が、個別の利用者の利用形態を判断して、自習者を排除することは困難。 
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「委員による提言」③ 

時代の変化に伴い、図書館の果たすべき役割も異なったものとなる。さまざまな方法を活用

しながら、利用者の意見を把握し、ニーズに即した施設運営を検討されたい 

 今後改善していく 

いつまでに 新庁舎オープン時 

何を 図書館サービスのあり方 

どのように 

して 

図書館経営協議会（第３次）での検討を経て、豊島区基本計画に反映

させる。 

どうする 

利用者のニーズと図書館を取り巻く環境の変化に対応して、以下の事

項について改善を図る。 

・中央館と地域館の役割分担の明確化 

・電子図書資料の導入と環境整備 

・地域資料の充実 

・政策研究関連資料の充実 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

 

施設名（所管課名） 

  保育園   （ 保育園課 ） 

 

総合評価 A【妥当・おおむね妥当】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 高い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 高い 

現
状
の
評
価 

保育ニーズの急速な高まりに伴い、保育基盤の整備が求められている現状において、

改築・改修や弾力化の取り組みをはじめとする受入枠の拡大など、待機児童の解消に

向け最大限の努力を行っている姿勢は評価できる。 

また、保護者の十分な理解を得たうえで施設運営の実績を有する適切な民間事業者

にゆだねるなど、効果・効率的な運営を行っているといえる。 

 

「委員による提言」① 

持続可能な施設運営の観点から、政策の優先づけの問題はあるものの、適正な受益者負担

を求める検討が必要と考える 

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

平成 25 年 4月より保育料の改定をおこなった。それ以前の保育料は 3歳以上で一定

の階層以上は保育料は同一金額となっていたが、より所得に応じた負担をしていただ

くため同一保育料部分を細分化し全ての階層ごとに保育料額を設定した。また、階層

設定を変更し所得税額の高い階層を拡げた。この改定による上昇率は０～30.4％であ

る。 
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「委員による提言」② 

現下の状況においては待機児童の解消が最大の課題であるが、これらにスピード感を持っ

て対応するとともに、保護者が安心して預けることができ、次世代を担う子どもたちもすこ

やかに育つ場として、サービスの質をさらに高めるよう期待する 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

サービスの質を高める一環として公立保育園での生活を保護者に見てもらうため、平

成 24 年 6月に各保育園職員を対象にホームページ作成研修を行い、同年 7月より豊

島区公式ホームページに保育園ごとにアップした。 

 

 

今後改善していく 

いつまでに 平成 26年度末までに 

何を 待機児童を解消するため、保育定数を 

どのように 

して 

既存保育計画により 

①認可保育所の定員増(平成 25年度 95名・平成 26年度 22名) 

待機児童対策緊急プランにより 

①認証保育所 2か所の誘致 

②施設型保育ママ 3か所の整備・運営 

③臨時保育所 2か所の整備 

④小規模保育所５、６か所の整備 

⑤事業所内保育所 1か所の待機児童の受け入れ要請 

⑥一時保育施設 2か所の整備 

⑦私立幼稚園の預かり保育 

を実施し、 

どうする 
約 300名増加する。 
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「委員による提言」③ 

特別保育の拡充については、入園できている者とできていない者の公平性に留意し、待機

児童対策との折り合いをつけながら対応されたい 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

延長保育に関しては、全認可保育園保護者にアンケート調査を行った。その結果、

ニーズの高さに応えるため、前年度末で廃止予定だった２園と時間を短縮予定だった

１園の延長保育の継続を実施した。 

 

今後改善していく 

いつまでに 平成 25 年 7 月 11日より 

何を 病後児保育の利用対象者を 

どのように 

して 

保護者が就労証明を提出できることを条件にすることで、保育園児と

の公平性に留意した特別保育を拡充するために、 

①広報としま 7 月 11日号に記事掲載 

②保育園課ホームページに掲載 

③区内幼稚園にポスター、チラシを設置 

④認定こども園を通して保護者にチラシを配付 

して、 

どうする 

豊島区に住所を有し、幼稚園の預かり保育を月 10日以上利用または

認定子ども園を利用しており、保護者が就労している児童 

にも拡大することを周知する。 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

・政策評価委員会の評価結果そのものについての議会でのやり取りはなかった。 

・区議会では、待機児童解消策、認証保育所保護者負担軽減事業の拡充、特別保育（病後児

保育、休日保育、延長保育等）、区立保育園の民営化等についてのやり取りがある。 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

評価や意見については、普段から意識している事項であり、出来るだけ早く解決していく努

力をする。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

 

施設名（所管課名） 

  舞台芸術交流センター（あうるすぽっと）   （ 文化デザイン課 ） 

 

総合評価 A【妥当・おおむね妥当】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 高い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 高い 

現
状
の
評
価 

区が進める文化芸術政策の中核施設として、舞台芸術の創造・発信、育成をコンセ

プトに、さまざま高質な事業展開がなされている。高い稼働率や区民アンケートの結

果等から、施設運営はおおむね適切に行われているといえる。 

 

「委員による提言」① 

施設開設から５年を経過するが、区民認知度は十分とは言えない。当施設で行われる独創

的で質の高い演劇に関心をもった多くの人が区外から訪れており、その点に施設の意義があ

るともいえるが、区民への普及啓発を図ることが、多額の財源を要する当施設への区民の理

解を高める方策であると考える 

今後改善していく 

いつまでに 継続中 

何を 演劇、ワークショップ、展示などの発信事業を 

どのように 

して 

地域に根付いた伝統文化の展示、区内中学校へのアウトリーチ活動

（ダンス）、駅前における盆踊り大会の実施など、区民と密接に関わ

りながら事業を実施することにより 

どうする 施設の知名度を上げ、施設目的を達成していく。 

「委員による提言」② 

区民の説明責任への観点からも、当施設の設置または運営がもたらす効果を客観的に検

証する方法を検討する必要がある 

 改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

客観的な評価は以前から課題となっていたため、平成２５年度に第三者評価を実施す

る。その調査において効果を検証する。 
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「委員による提言」③ 

本施設の運営により区の魅力を対外的に発信することが直接的に、また、間接的にどのよ

うな効果があるのかを明らかにされたい 

  今後改善していく 

いつまでに 平成２６年度前半 

何を 平成２５年度に実施する第三者評価の結果を 

どのように 

して 

検証、分析することにより 

どうする 
さらなる区の魅力発信に繋がるように施設運営に努める。 

 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

施設名（所管課名） 

  スポーツ施設   （ 学習・スポーツ課 ） 

 

総合評価 B【要改善】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 普通 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 普通 

現
状
の
評
価 

区民の健康増進の場として、各種スポーツ団体から個人まで幅広い利用者に親しま

れている施設である。すべての施設に指定管理者制度が導入され、民間のノウハウを

活用しながら良質なサービスが提供されているといえる。 

また、施設の設置に閉校跡地などの区有地を有効活用し、財政負担を極力抑制する

姿勢は評価できる。 

一方、施設の維持管理に多額のコストを要する点や、民間スポーツ施設が急速に普

及している現状から行政が施設を保有しサービスを展開する必要性があるか一考の余

地がある。施設を保有することでかかるコストをサービスの充実に振り向ける方策も

ある。 

 

「委員による提言」① 

施設ありきのスポーツ政策、健康増進からの転換が求められる。民間スポーツ施設や近隣

自治体との連携によって、区が施設を保有しなくともスポーツの機会を提供することが可能

ではないか 

  改善は難しい（なぜ難しいのか具体的・詳細に） 

 区民の税金を投入した施設の利用については、スポーツ振興や健康増進など、区民

が施設を利用することによりもたらされる効果を考慮する必要がある。他の自治体も

同様の考え方をもっているため、他自治体、地域住民、競技団体の理解を得ることは

難しい。 

 また、豊島区民が近隣自治体の体育施設を利用できるということは、近隣自治体住

民も、豊島区の施設を利用できるということになるため、区施設機能を他自治体に求

める意味がなくなる。 

 民間施設の利用連携について、身分確認作業や不正防止などに労力を割かれること

が予想される。この作業にも人件費や利用証の発行など、相当程度経費が発生する。

また、民間事業者には、フィットネススタジオ、フラダンス教室から剣道や柔道の道

場まで幅広く含まれるため、連携のルール作りや予算執行・決算時のチェック体制な

ど、区人件費も相当程度必要とされることから、それほど、メリットはないと考える。 
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「委員による提言」② 

区全体の使用料の考え方はあろうが、今後の改築改修に要する費用について、一定程度

受益者に負担を求める余地もあると考える。少なくとも現行における２３区内での水準を

理由に、安易な使用料の引き下げを行うことは避けるべきである 

  今後改善していく 

いつまでに 未定（現在、施設使用料について検討中） 

何を 体育施設の使用料 

どのように 

して 

スポーツ振興の視点から 

 

どうする これからの税投入の在り方を含めて検討する。 

 

「委員による提言」③ 

郊外施設について、区外利用者のために多額の区税が投入されることは本来の設置目的と

相違する。利用実態を分析したうえで、継続運営の是非、使用料のあり方について研究され

たい 

  今後改善していく 

いつまでに 未定 

何を 郊外施設の区民利用促進 

どのように 

して 

試行的に区民優待料金を設定 

どうする 区民の利用率の向上を検証する。 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

施設名（所管課名） 

  勤労福祉会館   （ 生活産業課 ） 

 

総合評価 C【抜本的見直し】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 低い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 普通 

現
状
の
評
価 

稼働率も高く、区民センターとともに、区民の自主的な活動の場として定着してい

ることは評価できる。 

一方、指定管理者による自主事業も展開されているところであるが、施設開設後、

３０年弱を経過し、「中小企業で働く勤労者の文化、教養及び福祉の増進」との設置目

的からは大きく乖離してきた。 

実態は一般貸館としての機能と、地域文化創造館で行われている生涯学習機能を併

せた施設となっており、設置目的との整合性を改めて検討する必要がある。 

「委員による提言」① 

利用者の属性やニーズ等を把握したうえで、施設のあり方を検討すべきである 

  今後改善していく 

いつまでに 区では新庁舎への移転に関連し、勤労福祉会館や区民センター、

生活産業プラザなどの施設について、移転後のあり方を現在検討

中です。本年第３回定例会で検討結果が示される予定のため、勤

労福祉会館はこれに沿って、必要な見直し・改善を図ります。 

何を 

どのようにして 

どうする 

「委員による提言」② 

施設の設置目的や施設名を変更することも検討の余地がある 

  今後改善していく 

いつまでに 区では新庁舎への移転に関連し、勤労福祉会館や区民センター、

生活産業プラザなどの施設について、移転後のあり方を現在検討

中です。本年第３回定例会で検討結果が示される予定のため、勤

労福祉会館はこれに沿って、必要な見直し・改善を図ります。 

何を 

どのようにして 

どうする 
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「委員による提言」③ 

設置目的に則した施設展開を図る場合には、既存の利用者に混乱を来すことのないよう十

分留意する必要がある 

  今後改善していく 

いつまでに 施設のあり方を見直す場合には、既存の利用者が混乱することの

ないよう十分配慮しながら進めていきます。 何を 

どのようにして 

どうする 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

 

施設名（所管課名） 

  公営住宅（区民住宅）   （ 住宅課 ） 

 

総合評価 C【抜本的見直し】 

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 低い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 低い 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 普通 

現
状
の
評
価 

本施設は中堅所得層ファミリー世帯の定住化政策のもとで運営されてきたが、近年

区内において民間集合住宅の活発な供給がなされ、ファミリー世帯も増加傾向にある

ことから、当初期待された役割はすでに達したものと考えられる。 

特定優良賃貸住宅は制度に硬直性があり、施設の転用などが難しい。また、地価の

高い都市部において柔軟な家賃設定ができないことで、空室率が上昇傾向にある。 

施設運営を継続するうえでは、空室率の解消が求められることは当然であるが、そ

の対策に注力するより、事業終了を決断する時期にあるといえる。 

 

「委員による提言」① 

仮に事業を終了する場合には、住宅所有者、居住者に対し、丁寧な説明が必要である 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

 平成２４年度第１０回政策経営会議において、区民住宅については、期間満了後は

オーナーへ返還する方針を決定した。また、平成２４年度第１６回政策経営会議にて

区民住宅の入居者に対し、利用期間満了後の家賃について、一定の要件に該当する場

合には経過措置としての支援策を講じる事を決定している。 

平成２７年４月から順次期間満了（２０年間）を迎える住宅が出てくるが、返還が

スムーズに行われるよう以下のように進めていく。 

○住宅所有者に対する対策 

 住宅のオーナーに対して個別に説明を行う。返還時の条件（空室対策・入居者の家

賃等）については、今後定期的な話合いのなかで詰めていく。 

○入居者に対する対策 

 返還２年前から返還に関する説明の通知を発送する。その後、１８か月前・１４か

月前に返還に関する情報を通知する。１２か月前に入居に関する意思の確認を行い、

６か月前に契約更新手続きの案内を予定している。 

 また、入居者からの問合せには、迅速に対応できる体制を作り、入居者に不安を与

えないよう配慮する。 
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「委員による提言」② 

現下の区をとりまく住宅環境にあっては、公共による直接供給の方策から、家賃助成等

による民間ストック活用の方策へ転換し、住宅に困窮する高齢者、低所得者層のニーズに

こたえる検討が必要である。公民一体となって住宅政策の企画立案・実施にあたられたい 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

区内の住宅総数は、世帯数よりも多く、民間賃貸住宅においては、空き室が多数存

在している。こうした状況を踏まえ、今後の住宅施策については、多額の財源投入が

必要となる公的住宅を直接供給するのではなく、社会資本ともいうべき既存の賃貸住

宅の利活用へと移行すべきと考えている。 

平成２４年度、区では居住場所に困っている方に対して、民間賃貸住宅等への円滑

な入居を推進するための居住支援協議会を発足した。 

この協議会は、大学教授を筆頭に、不動産業者、ＮＰＯ、自治体など地域を構成す

る多様な主体が集まり、行政だけでは即座に対処しきれない新たな課題に対しても柔

軟かつ機動的に対応することができるよう協力体制を整えている。 

「委員による提言」③ 

政策をシフトすることで、収入保障のある特定優良賃貸住宅オーナーと一般の民間ストッ

クオーナーの公平性を担保すべきである 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

 

区民住宅は、契約期間が満了した時点で再契約行わず、例外なくオーナーに返還す

ることを決定しているため、公平性についてはクリアーしていると考える。 

 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

特になし 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

特になし 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

施設名（所管課名） 

  地域区民ひろば （ 地域区民ひろば課 ） 

 

総合評価 B【要改善】 

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 普通 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 高い 

現
状
の
評
価 

地域住民で構成される運営協議会が主体となって運営する、新しいコンセプトの公共

施設である。世代を超えた交流の場として、また近年では安全安心の地域づくりをめ

ざすセーフコミュニティの拠点として、利用者も増加傾向にあり、区民の認知度も向

上している。これは、地域の理解とあわせ、内容の充実や施設の普及啓発に区がこれ

まで努力したことの成果である。 

一方、一部の施設では、利用者の固定化による施設の閉鎖性、世代間交流の不足など

の声も寄せられており、設置主体である行政の調整力が求められる状況にある。 

１８年度に設置され、２２年度から２地区でモデル的に自主運営が実施されるなど、

まだ発展途上の施設である。現時点では有効性が高いとまではいえないものの、施設

の潜在的な発展性や新たな取り組みに挑戦する姿勢は評価したい。 

 

「委員による提言」① 

一部地域で、ソフト面の包括的な運営をゆだねる自主運営が開始され、今後も拡大してい

く計画である。地域で生活する誰もが、いつでも安心して利用できる施設として、地域特性

を活かし、多様な運営が可能となるよう、区が適切な関与・支援を継続されたい。自主運営

については地域住民で構成される運営協議会に委託をしているが、排他的・閉鎖的な運営と

ならないよう、区としても十分留意すべきである 

  改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

運営協議会は地域コミュニティの活性化を目的に様々な活動をしている。従前と変

わらず、会長会での情報提供、各館個別の対応を通して排他的・閉鎖的な運営となら

ないよう、区としても十分に留意して支援していく。 
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「委員による提言」② 

運営の効果検証においては、単なる利用者数だけではなく、新規利用者数等を把握する

ことで、利用者が固定化しないように注視していく体制が必要である。設置目的である世

代間交流や地域の活性化、あるいは地域課題の解決についても、適切な成果指標を設定し

たうえで、利用者満足度調査などの方法により、継続的に評価を行うべきである 

 改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

新規利用者数、世代間交流事業数の把握、満足度調査は従前から実施済みであり、

例年所長会等で報告し、検証している。25年度は課内に利用者拡大部会を設置し、新

たな取り組みを実施すべく検討中である。地域課題を解決することは重要であるが、

むしろ運営協議会が問題意識を持って自主的に取り組む過程が最も大切なことであ

る。成果指標としては課題検討会議の実施件数などが考えられるが、そうした検討会

議の仕組みづくりについては、今後、検討していく。 

 

 

「委員による提言」③ 

自治・協働の拠点としての機能と、施設の運営・維持管理の機能を分け、前者は運営協議

会に、後者は公募により地域に最適な NPO 法人等にゆだねるなど、運営主体についても固

定化を回避する方法が考えられる。また、運営費補助については、施設の維持管理とは別に、

地域で使途が決められる「包括補助金」という手法も検討されたい 

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

区民ひろばの運営を通して区政への参加と協働を推進するため、地域活動団体代表

者や個人などから構成される区民ひろば運営協議会を小学校区ごとに設置している。

地域区民ひろば条例に施設の運営の主体は運営協議会に担わせることが明確に位置づ

けられ、設置にあたっては懇談会、準備会を 1年から 2年という時間をかけて組織を

検討してきた。このため、運営協議会以外に運営を任せるということはそもそも想定

していない。しかし、経験豊富なＮＰＯ法人や大学などの多様な団体との協働の仕組

みづくりについては課題として認識しており、現在の方法に限らず、多様な運営方法

を検討していく。また、各運営協議会には 30 万円を上限に地域活性化に資する事業

実施や団体の活動補助にかかる経費を補助金として交付している。 
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「委員による提言」④ 

多くの可能性を秘めた施設である反面、行政主導でさまざまな機能を持たせることは、場

合によっては地域の独自性を阻害し、本来目的である世代間交流の役割が相対的に低下する

恐れがある。本施設の運営にあたっては、地域と十分な協議を重ね、理解を得るように心が

けてほしい 

  改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

運営が区からＮＰＯ法人（運営協議会）にかわっても、区民ひろばは公の施設であ

り、区民の福祉増進に供する行政財産であることは変わらない。 

セーフコミュニティという新たな視点による施設運営は、コミュニティの根本である

安全・安心を区、区民らが共に考え、推進すべきもので、何ら負担を強いるものでは

ない。このことは行政主導で様々な機能を持たせるといった誤解をうまないように３

年間にわたって説明し、かつ事業の実施を通して運営協議会に理解を得てきたもので

ある。また、地域区民ひろば条例は区民ひろばで行う施策を明示し、基盤事業はすべ

てのひろばで実施いただくことが運営協議会に理解されている。このため、世代間交

流の役割を踏まえた事業を計画化し、具体的な中身は運営協議会に任せており、独自

性を阻害したり、世代間交流が相対的に低下することはないと考える。これまでも行

ってきたが、今後も自主運営、事業実施も含めて運営協議会の意向を十分に確認しな

がら進めていく。 

 

議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

平成１５年度に「地域区民ひろば構想」が掲げられ、地域会合を重ね、平成 18年度から

「区民ひろば」は本格実施し、長年にわたる地域との協議の上、現在に至っている。まだま

だ成長過程と認識し、委員のご提言の一部分については検討の余地があると理解するが当方

の説明不足で、区民ひろば運営協議会の設置意義、設立過程が理解されていないと感じた。

地域活性化のため、より良い運営に向けて地域と区が共感と共鳴による「地域愛」にもとづ

き、検討してきた姿が現在の形である。可能であれば運営協議会の意見を率直に聞いていた

だく機会があっても良かったのではないかと感じている。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

施設名（所管課名） 

  公園   （ 公園緑地課 ） 

 

総合評価 B【要改善】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 普通 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 普通 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 普通 

現
状
の
評
価 

区民一人あたりの公園面積は０．７４㎡で、都市公園法施行令における標準値（市

街地・５㎡）を大きく下回り、２３区でも最小である。都市環境や災害対策の面から、

面積の拡大が望まれる状況にある。 

公園には、都市環境や防災面などの存在することの価値に加え、コミュニティ・文

化活動面などの利用価値も認められる。現状は利用者ニーズの汲み取りが不十分で、

公園ごとの特徴（地域特性）がなく、画一的な施設運営がなされていると考える。 

住宅が密集する地域性から、小規模な公園が散在する状況にある。小規模公園を集

約する選択肢もあるが、用地折衝を含め容易でないことから、既存公園を地域住民と

ともに有効に管理・活用することが求められる。 

「委員による提言」① 

地域住民・利用者の意向を把握したうえで十分協議を重ねるとともに、防災部門、福祉部

門、まちづくり部門などと連携し、地域の財産としてどのような特性を持った公園づくりを

するか、明確なコンセプトを策定する必要がある 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

新規開園する公園、再整備する公園については、地域住民等と十分協議を重ね、整

備のみならず、管理運営に関しても明確なコンセプトを策定している。 
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「委員による提言」② 

維持管理についても、すべての公園を直営で管理することが本当に最適であるかを再考

し、地域をはじめ、多様な団体の力を更に活用するよう検討されたい 

  

改善は難しい（なぜ難しいのか具体的・詳細に） 

現在、２９のボランティア団体及び障害者福祉 6 団体により、５１の公園・児童遊

園等の清掃活動をお願いしている。又、35団体と協定花壇を結び３３の公園・児童遊

園等の花壇管理を実施している。 

しかし、これらの団体の構成員は、年々高齢化が進んでいて、減っていく傾向にあ

るため、地域の力のさらなる活用は難しい状況である。 

 一方、南長崎はらっぱ公園においては、受け皿となる公園を育てる会を立ち上げ住

民自ら管理運営に取り組んでおり、大きな成果が出ている。しかし、育てる会の立ち

上げ、離陸までには区の人的援助が必要であり、人員的には拡充は難しい。 

 

 

「委員による提言」③ 

公園面積については、当面の目標である区民一人あたり１㎡を達成できるよう、公共施設

跡地の活用計画等を適切に進めていく必要がある 

  

改善は難しい（なぜ難しいのか具体的・詳細に） 

平成 23 年 3 月に改定した「みどりの基本計画」の中で、財政負担を少なくしなが

ら公共施設跡地等を活用した公園整備方針を策定し、整備に向けた取り組みを進めて

いる。それらをすべて整備したとして試算した一人当たり公園面積は 0.91㎡であり、

1㎡を達成することは困難である。 

 残り約 0.1 ㎡/人（27,000 ㎡）を達成するには、約１１７億円必要である（用地

費１０７億＋整備費１０億円）であり、かなりの国庫補助が得られない限り難しい。 

将来、人口が 245,000人まで低下した場合には目標の達成は可能となる。 
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議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

・他自治体職員の評価委員への起用は、自治体ごとの財政状況、規模、自然環境等も異なる

ため慎重に検討されたい。 

・公開評価の中で「全部の公園にアンケート調査を」との意見があったが、費用対効果等を

考慮すると現実的ではないと感じた。 

・評価対象となった事業担当課にとっては、資料作成等が大変な事務負担となっている。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

施設名（所管課名） 

  目白庭園   （ 公園緑地課 ） 

 

総合評価 C【抜本的見直し】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 低い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 低い 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 普通 

現
状
の
評
価 

伝統文化を育む場として設置されたが、本施設が区の文化政策の中でどのように位

置づけられているか不明確である。用途制限や地域の理解などの制約があることを差

し引いても、PR が不足し、サービス内容も固定化されており、認知度が低い。 

一方、施設の設備は整っており、茶会等での継続的な利用は得ている。また、国内

有数の名園として紹介される機会もあることから、活用の方法によって、発展する可

能性を有する施設といえる。 

「委員による提言」① 

新たな来場者を呼ぶための工夫として、今後は公園部門だけでなく、文化部門、観光部門、

教育部門も関与し、施設の魅力づくり、普及啓発に努められたい 

  今後改善していく 

いつまでに 遅くても来年度までに 

何を 新たな利用客を獲得するための方策を 

どのように 

して 

関連部門と協議して 

 

どうする 
策定する。 

 

 

「委員による提言」② 

閑静な住宅地内に立地していることから、地域住民からさまざまな要望があるとのこと

だが、地域ブランドの創出につながるとの設置目的と矛盾しており、今一度本施設の果た

すべき役割について、地域と協議する必要があるのではないか 

  今後改善していく 

いつまでに 出来れば今年度末までに 

何を 本施設のあり方について 

どのように 

して 

地元にアンケート調査を実施して 

 

どうする 地域住民の本施設に対する考え方を把握する 
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「委員による提言」③ 

地域と協議し、理解を得る前提として、施設の目的を明確化し、施設の活用方法、方向性

を具体化することが重要である。施設コンセプトを明確にしたうえで、指定管理者の選定時

に施設活用のアイデアをプロポーザルで募集するなど、公民一体となって施設の発展を検討

されたい 

  

今後改善していく 

いつまでに 次回の指定管理者の更新時に 

何を 施設活用の方向性を 

どのように 

して 

プロポーザル等で 

 

どうする 
アイデアを募集する 

 

 

「委員による提言」④ 

仮に地域の理解が進まないのであれば、存廃も含め、施設のあり方を考える必要がある 

  

改善済みである（どのようにして、どうしたか具体的・詳細に） 

 

 

 

今後改善していく 

いつまでに  

何を  

どのように 

して 

 

 

どうする  

 

改善は難しい（なぜ難しいのか具体的・詳細に） 
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議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

・外部事業評価でいろいろな指摘があったが、どのような改善を検討しているか、また目白

庭園のあり方について、どのように考えているか 

→ 以前は茶道での利用にほぼ限定していたが、その後、会議での利用とか、飲食も含めよ

り自由度を上げられるような形で取り組んでいる。また、位置づけとしては、日本の伝統文

化に身近に触れられる施設として、良好な住宅地である目白のブランドの価値を上げる施設

として位置付けている。 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

・事前に来ていただいた区民評価人は、目白庭園を利用したこともあり大変高評価をいただ

いたが、そのような意見が、最終的に反映されていなかった。 

・政策評価委員の方は、利用者数だけに注目し、質問についても偏向が感じられた。 

・指定管理者導入に際し、第 5 地区の町会長及び目白まちづくりの方々に説明を行った。

その時に目白庭園の廃止の動きを伝えたところ、皆大反対であった。 

・「存廃も含めての検討」とのことであるが、仮に「廃止」とする場合には、庭園に代わる

地域にマッチした文化施設を区として打ち出すなど、目白ブランドの向上のために次に何に

するのかを考えなければならない。単に売却してマンションや戸建て住宅になるのであれば

地域にとってマイナス（財政上はプラスかもしれないが）となり、とうてい理解は得られな

いと考える。 
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平成 24年度政策評価委員会評価対象施設 対応状況報告書 

 

施設名（所管課名） 

  自転車駐車場   （ 交通対策課 ） 

 

総合評価 A【妥当・おおむね妥当】  

視
点
別
評
価 

妥当性（設置目的に即した運営がなされているか） 高い 

有効性（利用者の視点に立ったサービスが行なわれ、十分な効果があがっているか） 高い 

効率性（活動量に対し、コストが適切なものとなっているか） 高い 

現
状
の
評
価 

鉄道事業者の協力を得ながら、放置自転車の解消に向けた施設整備を進めた効果が

着実に表れている。 

施設の運営についても、指定管理者制度や業務委託など民間活用を進めながら効率

的な運営がなされているものと評価する。 

また、サービス面においても、２４時間開放などへの一定の工夫がなされており、

さらなる充実に期待する 

 

「委員による提言」① 

サービス内容や利便性について、極力利用者の意見を反映されるよう努力されたい 

  今後改善していく 

いつまでに 随時 

何を 利用者へのサービスを向上させ、自転車駐車場の利便性を向上する。 

どのように 

して 

従来どおり区民からの要望・意見・陳情、及び指定管理者による利用

者アンケート結果等を踏まえ、対応を検討する。 

どうする 
親切丁寧な接遇に留意するとともに、順次設備の改修等を進め、自転

車の大型化や開場時間の見直し等、変化する駐輪ニーズへ対応する。 

「委員による提言」② 

受益者負担のあり方については、放置自転車数や負担の公平性を踏まえ、不断の検討を

されたい 

  今後改善していく 

いつまでに 随時 

何を 自転車駐車場使用料、撤去返還手数料について適正化を図る。 

どのように 

して 

コストや利便性、近隣区とのバランス等を考慮しながら、随時検証を

行う。 

どうする 
検証内容に基づき、自転車駐車場利用における受益者負担、撤去返還

手数料における原因者負担の在り方について適正な費用を徴収する。 
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「委員による提言」③ 

業務委託・指定管理者制度を活用している施設については、維持管理のすべてを事業者に

ゆだねることのないよう、設置者として安全安心等に十分配慮した運営に留意する必要があ

る。また、現在はシルバー人材センターに一括して業務委託しているが、委託先を多様化す

ることや、指定管理者制度の中でシルバー人材センターを活用し、運営の自由度を高めてい

くことについても検討が必要である 

  今後改善していく 

いつまでに 随時 

何を 

委託事業者及び指定管理者と密接に連携し、責任ある施設運営を行

う。また指定管理者によるシルバー人材センター活用をはじめ、委託

先の多様化についても留意する。 

どのように 

して 

委託事業者に対しては日報・月報等による報告だけでなく、区職員の

現場における日常的な検査・監督体制を強化する。指定管理施設の運

営については、定期的な連絡会議を実施し連携強化に努める。 

どうする 

報告書等による安全点検に加え、目視による施設点検を行い、安全安

心な施設運営を行う。また今年度行われる目白地域自転車駐車場指定

管理者選定（更新）においては、シルバー人材センター職員等の区内

の高齢者の雇用について、適正な人的配置や基本的な労働条件が満た

されているかを適正に審査する。。 

「委員による提言」④ 

今後の施設整備については、長期的な計画に基づき、着実に進めていく必要がある。 

  今後改善していく 

いつまでに 随時 

何を 経年劣化が進む施設を抽出し順次改修を行う。 

どのように 

して 

今年度予算において老朽化した施設の改修及び設備の交換等を実施

する。 

どうする 
池袋西自転車駐車場等、老朽化し利用者の駐輪ニーズへ対応が困難な

傾向にある自転車駐車場の改修を行う。 
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議会における議論 

政策評価委員会の評価結果等を基にした、区議会（一般質問、委員会等）における発言、質

疑、要望等があれば、その内容・やりとりの要旨を記入してください。 

 

自転車駐車場使用料、放置自転車の撤去保管手数料とも、近隣自治体と比較して高額ではな

いかとの指摘は受けたことがある。これに対し、公開事業評価では概ね高い評価をいただい

ていることに加え、随時、コストや受益者・原因者の負担については検証していること、適

正な負担を求めていく旨の答弁をしている。 

 

 

政策評価委員会による評価への感想 

政策評価委員会による評価を受けた感想や、制度・仕組み・区民評価人の位置づけ等に対す

る意見があれば記入してください。 

○政策評価委員会による公開事業評価を受けるに当たり、事前に様々な調査及び業務の点検

を行った。その結果、あらためて日常業務の見直し、施設の点検等を実施することができた。 

○第三者による公開による事業評価を受けたことにより、区民目線による施設の管理運営及

び事業の見直しに繋がる貴重な契機となった。 

 

 

 

 

 

 


