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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５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 26年 11月 6日（木） 18時 00分～20時 00分 

開催場所 第二委員会室（本庁舎 4階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 議 事 

(1) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

(2) 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 

原田久（立教大学教授）・外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・大﨑映二

（行政アドバイザー）・猪岐幸一（公認会計士）・池田隆年（元日本経営協会理事・開

発センター長）・水島正彦（副区長）・齊藤忠晴（政策経営部長） 

 

欠席者 １名 

区側 

出席者 

総務部長・防災情報担当課長・地域まちづくり担当部長・建築住宅担当部長・都市

計画課長・地域まちづくり課長・住宅課長・交通対策課長 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開 会 

原田委員長 : 第５回政策評価委員会を開催いたします。議事に入る前に、本日の進行について事務

局からご説明をお願いいたします。 

企画課長 : 皆さん本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

本日の出席者の紹介をさせていただきまして、また、区側出席者に対しごく簡単に進

め方について確認をさせていただきたいと思います。 

それでは、区側の出席者をご紹介いたします。 

まず、都市整備部の関係でございます。 

地域まちづくり担当部長、奥島でございます。 

建築住宅担当部長、園田でございます。 

都市計画課長、原島でございます。 

地域まちづくり課長、藤田でございます。 

住宅課長、島貫でございます。 

交通対策課長、小野でございます。 

続きまして、総務部の関係でございます。 

総務部長、永田でございます。 

防災情報担当課長、上野でございます。 

また、委員のかたは既に慣れておられますけれども、区側出席者のために簡単に確認

させていただきますと、この後、ヒアリングシートを用いまして、区側のほうから最初

に説明をさせていただきます。その後、委員の方々と意見交換、アドバイス等をいただ

きたいと思っております。ヒアリングシートに関する説明が５分、その後 15 分程度を

目安に意見交換というように考えております。 

ヒアリングシートをご覧いただきますと、「政策」という部分と「成果指標」という

部分、それから「政策全体の評価」と分かれておりますけれども、基本的には政策全体

のところにつきましては、部長が役割分担して話される場合、政策の概要については１

分を目安に、成果指標につきましては１つあたり２分から３分程度でお願いしたいと思

います。政策全体の評価につきましても、全体の時間の配分をご注意いただきたいと思

っております。全体の進め方は以上でございます。 

本日は全体の４つの施策について、これから議論をお願いしたいと思っております。 

２．議 事 

（１）基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

原田委員長 : それでは６－１「魅力あるまちづくりの推進」について、所管部局からご説明をいた

だきます。お願いいたします。 
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都市計画課長 : ６－１「魅力あるまちづくりの推進」でございますけれども、まずまちをつくってい

くにあたって、区民が快適に安心して生活ができるという面、地域の特性に応じたまち

づくりを進めていくといったことになります。特に、池袋副都心においては、積極的に

都市機能を充実して都市全体の魅力と活力を高めていくといった政策のもとに推進を

していくといったところでございます。個別計画といたしましては、都市計画マスター

プラン、池袋副都心ガイドプラン、現庁舎周辺のまちづくりビジョン等が計画としてご

ざいます。そういった中で、魅力あるまちということを区内全域で地域の特性に合わせ

てまちづくりを進めていくということが政策といったところになります。 

次に成果指標に移らせていただきます。 

まず１番の地区計画決定面積でございますけれども、地区計画はまさに、まちをどの

ようにしていくかという誘導していくための都市計画決定でございます。平成 21 年度

まで 114haが決定をしてございます。その後、平成 22年度、23年度、24年度と決定を

しておりませんけれども、平成 25年度に「5.6ha」とありますが記載ミスで、全体であ

れば 114 + 5.6 で 119.6ha となり、達成率も平成 25 年度に決定したものだけが記載さ

れておりまして「2.0％」となっておりますけれども、「41.7％」ということでご訂正を

よろしくお願いいたします。現在 119.6haの地区において地区計画というかたちで都市

計画決定がされて、ひとつのまちを、建物を建て替える際に誘導していくというような

まちづくりを進めている面積があります。利点といたしましては、権利者がこの地区計

画の決定をしても、権利者が直ちに建物を建て替えるのではなくて、自分が建て替える

ときにそのルールに合わせて建て替えをしていただくというものを、面的にルールを決

めていくという制度でございます。平成 22年度、23年度、24年度とゼロですけれども、

平成 27 年度に 287ha という目標を掲げております。この後から出てきます、特定整備

路線５路線７区間の沿道の地区計画に向けて、その道路ができることによって沿道のま

ちをどうしていくかという地区計画を進めております。それが進みますと、これを超え

る数字、４地区で 217ha ございますので、平成 27 年度末には地区計画の決定面積全部

で 336haに増えるという計画で現在進めているところでございます。地区計画決定面積

に対する成果指標については、豊島区内全体の地区計画が進むことによって、その地域

に適応したまちの誘導をしていくということでは良い手法であると考えております。 

次に２番目のまちづくり推進活動団体への支援実績ですけれども、平成 21 年度まで

に３団体にしております。目標は 18 団体でございますけれども、平成 22 年度から 25

年度まで実績がないという結果になってございます。なぜ実績がないかと申しますと、

区民の参加と協働のもとにまちづくりの意欲のある団体に支援、補助それからコンサル

タントを派遣するといった事業で、まちづくり推進条例に基づいて制定をしております

けれども、なかなか手を挙げるところがないというのが現状でございます。どちらかと

いうと、現在、特定整備路線の沿道もそうなのですけれども、地元からの発意によって

使うというよりも、区が自らそこに入っていき、どういったまちにしていきましょうと

誘導しているのが現状でございます。現時点で平成 16年、17年、19年と３回利用させ

ていただきましたけれども、平成 22年から 25年までは利用実績がないという結果にな

っております。今後、このまちづくり推進条例の使いやすさも含めまして、条例変更・

見直し等も考えているところでございます。それによりまして、地元の方々の発意が啓
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発できるような条例への変更を今のところ考えているところでございます。 

次に３番目の池袋駅の来街者数でございます。魅力的なまちづくりを進めることによ

って来街者が増えるといったことで、池袋駅の乗降客数の推移を指標としているもので

ございます。平成 22年度 251万人、平成 23年度 250万人と下がってきたわけでござい

ますけれども、平成 24年度から上昇に転じまして、平成 25年度には 259万人というこ

とで、１日の利用数が 24年 25年比で５万人ほど増えています。これにつきましては、

副都心線の開通がひとつの要因になっているかと思いますけれども、実際問題、このよ

うな数字に出てきているといったところでございます。今後、池袋のまちを魅力的なま

ちにつくりあげていくことによって、この数字がより増えていくといったことが、ひと

つのバロメーターになるということで設定をしております。 

次に政策全体の評価につきましては、2013年度の民間調査で住みたい街ランキングで

池袋が３位ということで急上昇をいたしました。一連には、新庁舎が来年開庁し、副都

心の生活の拠点となる駅周辺では、快適性や魅力の向上による整備が進んできていると

いうように考えております。そういった中で、地域の特性、池袋副都心だけではなくて、

住宅地は住宅地に合った、そして商業地等に合った地域に合わせたまちづくりの成果が

出てきているのではないかと考えているわけでございます。 

また、現庁舎地の活用でございます。来年５月には南池袋に移転をして、その後の現

庁舎地の活用についても、民間活用ということで公募をしております。そういった中で、

ここの地につきましても、賑わいを持たせるような施設への誘導ということも含めて活

用していくといった方向性を出しております。集客できるような施設ができることによ

って、またひとつの賑わい拠点ができあがるといったことで、多くの来街者を呼びこむ

とかたちを進めていこうといったところでございます。 

また今後の方向性ですけれども、国家戦略特区の指定につきましても、指定に向けて

色々と動いております。また、都市再生緊急整備地域についても池袋は指定されていな

いわけでございますけれども、この指定に向けても、大きくまちづくりが進んでいる中

で動き出してきたといったところでございます。今後は連鎖的な民間事業の誘発、企業

誘致、そして国際競争力のある国際拠点として形成していき、この３つの指標を大きく

上げていくようなことを進めていくというのが、この「魅力あるまちづくりの推進」に

必要なことだと認識をしているところでございます。 

原田委員長： まず私からいくつか質問をいたします。 

１つ目は、１番の地区計画決定面積についての評価であります。どのぐらいまでいけ

ばＢだと考えて努力なさってきたのか、その辺りをまず伺いたいというのが１点です。 

２つ目は政策全体の評価の中で、総事業費が年度で結構でこぼこしているのは、これ

はおそらく新庁舎の関係とかがあるのだろうと思うのですが、その辺りについてお聞か

せください。 

都市計画課長 : １番の評価でございますけれども、平成 22年度から 24年度まで新たに地区決定した

区域がなかったという点があるかと思います。それによってなかなか進んでこなかった

と。それから、木造住宅の密集地域が４割を超えている豊島区でございますので、そう

いった地域の安全性を向上するためにも早期に地区計画を決定するというのは喫緊の

課題だったのではないかと認識しております。そういった中で、先程申し上げましたと
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おり、５路線７区間の特定整備路線の沿道の地区計画も鋭意進め、来年度には地元も含

めて計画決定をするような準備をしております。そうった意味では、４地区の地区計画

決定がされますと、目標に達するような面積になろうかと思いますので、そういったと

ころで評価を上げていくようなことが考えられます。 

原田委員長： もう一回聞きますが、Ｂは何％なのでしょうか。政策評価というのは、目標を掲げて

頑張るわけですから、どのくらいの目標を掲げていらっしゃったのかということをお尋

ねしています。 

都市計画課長 : 現在は 41.7％となっていますが、やはり３分の２、６割程度に達していればＢ、100

を超えていればＡということになります。 

原田委員長： 了解いたしました。 

都市計画課長 : 事業費の出っ張り引っ込みでございますけれども、これは当然、どのような事業をす

るかによって、事業費というのは大きく変わります。特に再開発事業ですと、補助金が

３年、４年で 100億円を超えるような、例えば“南池”でも 100億円を超えるような事

業費になっております。そういうのはその３ヵ年の間にくると、スポンと事業費が上が

るというようなことになっております。 

原田委員長： わかりました。 

Ｃ委員： ２点ほどです。１点目は、１番目の地区計画決定面積ですけれども、ご説明の中では、

４地区の沿道整備で地区計画の分を見込めば 217haくらいまで達成可能だということで

した。それに向けて努力していくということでしたけれども、これはあくまでも協議が

整えばということで良いのかどうかということが１点です。また、地区計画、いわゆる

線的な整備では、なかなか資産価値の向上が見込めず、なかなかまとまらないこともあ

るのかと推測するのですけれども、面整備であれば資産価値が上がって、例えば区画整

理であれば減分に対応できる資産価値が上がってくる、あるいは、再開発であれば立体

化して公共空地が生まれて、それによって資産価値も上がってくると。こういうことが

見込めるかと思うのですけれども、線的な整備ではなかなかそういうことが見込めない

難しさがあるのかどうか。そのようなことを踏まえて、目標の 287haが少し大きいので

はないかという気もするのですけれども、ご担当としてはどう考えられますか。これが

まとめて１点です。 

もうひとつは、３番目の来街者数ですけれども、これはどうなのでしょうか。例えば

東池袋駅などは、東池袋周辺が整ってくると、そちらの方の乗降客ということもありう

るのではないか、簡単に言えば、含めなくていいのだろうかということを思うのですが、

その点についていかがでしょうか。 

都市計画課長 : まず地区計画ですけれども、協議が整えば当然都市計画決定ですので、一定の合意の

もとに都市計画手続きを進めていき、都市計画決定がされて初めて地区計画が成り立つ

ものございます。とにかく地元の方々との協議の中で進めていくというかたちになりま

す。現在、鋭意、担当部局で地元に入りまして、逐一どのようなルールをつくっていく

かということについて協議を進めている中で、是非とも平成 27 年度内にこの４地区を

都市計画決定して、地区計画を定めるということを今進めているところです。 

地区計画をかけているところというのは、豊島区の場合、新たに都市計画道路ができ

る沿道を主にかけております。といいますのは、木造が密集していたり、広い道路がな



 第 5回会議録(H261106) 
 

- 6 - 

かったところに、いきなり 16ｍ、18ｍの広い道路ができるわけですから、それによって、

まちが変わるわけです。ですから、何もルールをつくらないと、その道路の沿道だけに

高い建物が建って、その他は全然変わらない、まちづくりが進まないという結果になり

かねません。そういったことで、線の沿道だけではなくて、道路に面していない地区に

ついても、一定の面的な範囲でルールをつくっていくというのが地区計画でございま

す。道路にたまたま面した土地と面さない土地にあまり差ができないよう、そのまちの

ルールをつくっていくというかたちを進めていくといったところでございます。 

先ほどの説明が不足していたのかもしれませんが、新たに４地区で 217haでございま

すので、現在 119ha が既にかかっております。平成 27 年度に４地区が都市計画決定・

地区計画がされますと、337ha の面積で地区計画が設定されるということになりますの

で、287haの目標を超えるような地区計画の面積になると認識しているところです。 

原田委員長： その数字は少しわかりにくいですね。 

Ｃ委員： 東池袋駅の乗降客のところについてはいかがですか。 

都市計画課長 : 東池袋駅の乗降客ですけれども、平成 25 年度が約 36,000 人でございます。平成 23

年度が 32,000 人でございますので、東池袋駅についても徐々に増えているといった状

況でございます。周辺の再開発が進んで、徐々に増えていると。また、南池袋に新庁舎

が開庁いたしますと、この東池袋駅の乗降客も増えていくのではないかという認識をし

ているところでございます。 

原田委員長： 目標に入れるのか、入れないのかではどうですか。 

都市計画課長 : 目標ということになりますと、やはり池袋副都心内の駅ということですので、今、池

袋駅のみとしておりますけれども、この増というものも、池袋の副都心の賑わいという

中の指標には当然入ってくると認識しております。 

Ａ委員： ２番のまちづくり推進活動団体についてお伺いさせていただきます。この団体という

のは、ＮＰＯなど色々あると思いますが、当初どのような団体を想定していたのかとい

う点が１点です。 

また、条例の使い勝手が悪くて変更というようなお話があったのですが、その辺りを

詳しくご教示いただけないでしょうか。そして、それが実現した時に、この目標値は果

たしてどのようになるのかというところをお伺いできればと思います。 

都市計画課長 : まず利用できる団体は、任意の協議会や地元がまちづくりについて勉強したいという

協議体などで、運営費や、地元の方ですとまちづくりについてなかなか見識のある方が

少ないということで、コンサルタントを派遣する費用といったものがこのまちづくりの

団体への支援となります。一つにはＰＲ不足といったところがあろうかと思います。 

それと、こういったかたちで豊島区色々とまちが動いているところは、地元の方が「こ

うやりたい」と手を挙げてくる地区は少ないところになります。「なにかやりたいので

すが」というご意見が来た時に、「こういった条例があって、こういった支援ができま

すよ」というご案内はしているわけですけれども、なかなかそれを使うような団体に仕

上がる事例が非常に少ないといったところでございます。 

平成 16年、17年、19年に３か所３団体が利用しているわけですけれども、この中の

１つも、新庁舎の再開発で、ここが地元で「まちづくりをやりたい」という機運が平成

16年に高まりまして、協議会をつくって、一定の支援をして、それで再開発事業まで進
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んできたという事例がございます。また、地元発意の地区計画をつくりたいという地区

への支援もしてきたところです。 

自らが団体をつくって、まちづくりの計画を立ち上げていこうという方々の組織をつ

くるというのは、なかなか少ないのかなというところで「利用勝手が」ということにな

ろうかと思います。今は地元の発意によっての団体への支援ということになっておりま

すけれども、今後は、区のほうがある程度「ここのまちづくりはどうですか」というア

ナウンスをして、それによって「やってもいいですね」というようなことで固まってき

た団体も支援できるようなことができれば、数も増えていくのではないかと認識してお

ります。 

原田委員長： 営業ですね。営業がこれからということですね。 

都市計画課長 : そうですね。 

Ｅ委員： 本当に基本的な疑問なのですけれども、外から見て住みたい、なおかつ来街者が増え

てきているということと、魅力あるまちづくり推進の中でいわれている「区民が快適に

安心して生活できる」というところと、もしかして、矛盾したりあるいは齟齬が起きた

りすることがあったとすると、政策全体の評価に掲げているような「地域の特性にあわ

せたまちづくり」については成果があがっておらず、満足度も低い状況である、という

認識に結びついていくのかと思ったのですが、そこの兼ね合いはいかがでしょうか。 

都市計画課長 : 当然この３番の指標は、来街者ということをターゲットにして、来街者が増えて賑わ

いのまちができればという視点でこの指標をつくっております。この来街者が増えてま

ちが賑わうということは、強いては商業、産業系の賑わいという中で、非常にプラスで

あるという認識をしております。片や、住んでいる人にとってどうなのかといったご指

摘かと思いますが、住んでいる人にとりましては、静かなところがいいという方もいら

っしゃると思いますけれども、ただ、そういった賑わいによって、利便性が高くなると

いうところがあろうかと思います。賑わいがなくなってきてしまうと、店が少なくなっ

ていき、住んでいる方も買い物をするのにも遠くへ行かなければならないといった面

で、賑わいのある部分と住居が隣接しているということ、賑わいをもった商業の活性化

がされている所があることに対して、区民の生活支援の施設も充実しているという面で

はプラスはあるのかと認識しているところでございます。 

原田委員長： なかなかそれは本質的な難しい問題ですね。指標の設定の辺りの問題にかかってくる

かと思います。 

「魅力あるまちづくりの推進」については、全体的には指標の結果ができたとかでき

なかったとか非常に極端で、あまりこれまで区政の中で比較的このようにばらついてい

るということはないかなと。ゼロもあればＡもあると。それはなかなかどう考えて良い

のだろうかという気が個人的にはいたします。ありがとうございました。 

それでは続きまして、２番目の「魅力ある都心居住の場づくり」ということで所管部

局からご説明をお願いいたします。 

建築住宅担当部

長： 

それでは、政策の概要についてご説明いたします。 

人と環境にやさしい都心居住の実現を目指して、地域特性を踏まえた住まいづくりや

ライフスタイル、環境を大切にした住まいづくり、安全・安心の確保に加え、良好な住

宅ストックの形成に努めるとともに、市民の発意によるまちづくり活動を支援し、身近
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な住環境の整備を進めますということでございます。 

この「市民の発意によるまちづくり活動」というのは、本区の住宅マスタープランの

重点プロジェクトに位置づけている居住支援協議会の支援ということでございます。 

住宅課長： それでは、成果指標の進捗状況について、ご説明申し上げます。こちらは指標が３点

ほどございますが、まず１点目、最低居住水準未満の世帯の割合ということでございま

して、住宅建設５箇年計画の中で、健康で文化的な住生活に必要不可欠な水準というこ

とで定めてございます。この指標の数値でございますが、国の方で５年に１度実施して

おります住宅土地統計調査によって定めています。住宅建設５箇年計画につきまして

は、その後、住生活基本計画ということで、新たに国の方の計画が策定されました。そ

の中で、名称も最低居住水準から最低居住面積水準と変更されたのですが、併せてその

水準そのものも、従前は１人世帯について 18㎡だったものが、変更後は１人世帯 25㎡

というようなかたちで、それぞれ世帯の数に応じて徐々に増えているというようなとこ

ろでございます。この件につきましては、豊島区の住宅マスタープランの中では、直近

の計画でございますが、最低居住水準面積を平成 30 年には解消を目指すということで

定めてございます。現状値につきましては、持ち家では５％、貸家につきましては 36.1％

となってございます。目標については、斜め下の矢印になってございますが、下げると

いうことで、これについては、指標のところが５年に１度の調査に基づくものというこ

とがございまして、こういった表記になってございます。 

指標の選定理由でございますが、狭小な住宅ストックの解消の進捗状況がこの調査に

よってわかるというものでございます。設定の根拠でございますが、これは同じく住宅

土地統計調査の数値を基に設定してございます。 

取組状況・成果でございますが、狭小住戸集合住宅税ができているということ、それ

から、豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の中で、狭小住戸の建設の抑制

ということで、それぞれ面積水準を定めております。 

今後の課題でございますが、さらなる狭小住戸の抑制策について新たな施策を実施し

ていくことを検討していく必要があるだろうと考えてございます。併せて、供給事業者

の意識の啓発といったところにも取り組んでいく必要があると考えております。 

２つ目の住宅ストックバランスの割合でございます。全住戸のうち、30 ㎡未満と 50

㎡以上の割合を数値として定めてございます。 

設定の根拠につきましては、同じく住宅土地統計調査の中の数値を基に設定してござ

います。選定の理由でございますが、こちらはファミリー世帯ということで、標準的な

住宅、居住が可能なストックの形成の進捗状況を把握することができるという理由で設

定してございます。 

取組状況・成果についてですが、先ほどの件と同様で、狭小住戸集合住宅税、もう１

つの条例によって抑制していくというようなことになります。 

課題についても先ほどと同様で、新たな抑制策の実施を検討していく必要があると考

えております。 

３つ目が住宅のバリアフリー化についてです。先ほどの住宅土地統計調査の中でもご

ざいますが、高齢者等のための設備ということで、全住宅の中での割合を示していると

いうところでございます。こちらも最新の住宅マスタープランの中では、バリアフリー
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化率を平成 30 年には 50％になるように設定をしているところでございます。現状値に

つきましては、平成 20 年度末では 41.6％となっておりまして、目標の中では平成 27

年度に 45％ということでございます。 

選定の理由につきましては、高齢者や障害者等の身体特性に配慮したバリアフリー化

の進捗状況が確認することができるというものでございます。設定の根拠は、先ほどと

同じ住宅土地統計調査でございます。 

取組状況でございますが、高齢者向けの有料賃貸住宅の供給を促進していくというこ

とでございまして、現在、区内には４か所の高齢者向けの有料賃貸住宅が供給されてい

るというところでございます。その他、もうひとつは高齢者の自立支援住宅改修助成事

業ということで、介護保険の改修事業の上乗せ的な事業で、こういった事業に特に取り

組んでいるところでございます。 

達成に向けた課題についてですが、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進というこ

とで、先ほどの高齢者向けの有料賃貸住宅の供給から、国の方でも改めてサービス付き

高齢者住宅の方に舵を切っているということもございますので、今後はこちらの供給促

進に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

建築住宅担当部

長： 

では、政策全体の評価につきまして、ご説明いたします。 

現在の進捗状況ですが、まず平成 24 年度に居住支援協議会を設立いたしました。平

成 24 年、25 年にモデル事業も実施しておりますが、残念ながら実績がないのが現状で

ございます。また、マンション管理につきまして、全国では初めてのマンション管理に

特化した条例でございます、豊島区マンション管理推進条例を制定したところでござい

ます。平成 25 年度には住宅マスタープランを改定し、後期５カ年計画を策定いたしま

した。今年７月１日から施行いたしました、老朽家屋また空き家等を対象といたしまし

た、建物等の適正な維持管理を推進する条例も制定し、現在施行中でございます。 

今後でございますけれども、住宅確保要配慮者、住宅セーフティネットの部分への支

援、子育て世帯の定住化促進、それから本区では現在 21,680 戸の空き家がございまし

て、空き家率が 12.9％となってございます。この空き家を利活用したかたちで、こうい

った住宅施策も進めていきたいと考えております。 

環境の変化でございますけれども、空き家あるいは高経年マンションの増加が見られ

るということでございます。 

今後の方向性ですが、こういった空き家はなぜ発生するのかというと、入居希望者と

のミスマッチが生じていると考えておりまして、これを解消するために民間やＮＰＯ等

と連携し、新しい住まい方であるシェア住宅あるいはカスタマイズ賃貸住宅などの普及

に向けて既存ストックを活用したリノベーションまちづくりを今後進めていきたいと

思っております。また、子育て世帯の区内定住化を促進するために、現行の家賃助成制

度の見直し、特にこれは期間的なものでございますけれども、見直しを図りたいと思っ

ております。また、高齢者が安心して住めるケア付き住まいの建設誘導のために、事業

者に対しまして各種補助制度を広く周知いたしまして、供給の促進を図りたいと考えて

おります。分譲マンションにつきましては、管理問題に応じた支援策を実施するととも

に管理組合が機能していない管理不全マンションへの支援策を行いまして、マンション

の適正化を図っていきたいと考えております。 
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マンション管理推進条例でございますけれども、届出が義務化されておりまして、現

在、本区の分譲マンションは 1,109軒ございます。そのうちの 593軒の提出が既になさ

れております。書類の数を見ますと、当初我々が予想した数をはるかに上回る数の提出

が見られると。こういった管理状況を適切に把握いたしまして、支援策を今後検討して

いきたいというふうに考えております。説明は以上です。 

Ｄ委員： 重点施策の安心な住まいづくりと、１と２の居住スペースの広さに拘っているのです

が、安心との関係というのが私は理解できないのですが、どのように整理したらよいの

でしょうか。また、１と２の件については、あるものはもう仕方がないのではないかと

いう気がするのですが、それはどうなのでしょうか。 

住宅課長： まず、安心な住まいづくりというところについてですが、こちらは３つ目の住宅バリ

アフリー化のところがメインとなる指標として考えております。 

それから、１番と２番についてですが、確かに既存の部分というところはございます

けれども、都心居住という意味では、できるだけ広い居住空間ということが達成できて

いるかどうかという指標としては、この２つということで考えてございます。 

Ｄ委員： 広い方が好ましいというのはわかるのですけれども、利便性と引き換えになっている

部分もあると思うので、何か別の施策という気がしないでもないのですが。自分たちで

選んでいる話ですので、ここでこのような目標を区が設定するというのもどうなのかと

いう気もするのですが、いかがでしょうか。 

住宅課長： 確かに、利便性と居住空間の広さといったところは、まさに関係してくるところかと

思います。その辺りについてこういったかたちで具体的な指標というところでは、この

水準、ストックバランスとか、基本的に今後、住宅政策そのものが、先ほど申し上げま

したが、空き家といったものを利活用する方向で施策の方向性を示していくというとこ

ろもございまして、このストックバランスの割合というのも、特に重要ではないかとい

うことで、ここの指標の１つとして考えております。 

Ｄ委員： 結局、利便性の高いところで、経済的な理由で狭くてもいいから住みたいという、そ

こに、無理やり広いものを増やしてしまうと、一部の人は締め出されると思うのですよ

ね。その辺りはどうなのですかね。 

建築住宅担当部

長： 

本区の特徴でありますが、非常に単身世帯が多いということがあります。本区は、非

常に交通利便性が良い、あるいは生活利便性が良いということで、単身世帯が多く、そ

ういったところをターゲットにしているというところがありますので、こういった世帯

があまりにも多くなりすぎますと、住宅ストックのバランスが崩れます。ファミリー世

帯が入ってこないということになりますので、こういった最低居住水準であるとか、住

宅ストックの割合でこういった目標を掲げておきませんと、何も施策を打たないと単身

世帯ばかりになってしまうと。このような都市になるのは好ましくないということで、

ワンルームタイプのマンションについて税を課したり、あるいは中高層集合住宅で最低

居住面積は、国の基準でありました 20㎡が 25㎡に改まりましたので、それに合わせて

25㎡に上げるとか、こういった施策を進めて、住宅ストックのバランスが崩れてくると

いうことを防止するために、こういった目標を掲げているということでございます。 

Ｄ委員： そのようなことも含めて安心な住まいづくりということで一応理解しますが、本来は

少し違う政策の話をおっしゃっているような感じはしています。 
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原田委員長： もう１つ、上のレベルがあるのではないかということですかね。 

Ｃ委員： 指標ですが、総務省の住宅土地統計調査の結果を指標にするというのは、一番正確で

あることは、私もそう思います。一般的にはこのような指標が使われるのかなと思う一

方で、５年に一度の調査ということは、具体的なその間に打っていた対策の効果や成果

というものが確認されないで、５年後に出てきたもので事後的にどうだったという話し

かないわけですね。そのような意味では、建築確認など、他の色々な部署も含めてデー

タをお持ちなので、そういうもので空白の４年間をなにか補完するようなことは考えら

れないのかと思うのですが、いかがでしょうか。 

建築住宅担当部

長： 

建築確認ということになりますと、全体の総数から出してきたときに、それが出せる

かどうかというのに疑問がございます。居住水準未満のこういった割合についてもそう

なのですけれども、後ほど出てきます耐震化率につきましても、ベースにしているのは

住宅土地統計調査になります。これは５年に一度です。そこで最新のデータが得られる

ということでございますので、やはり、こういった何をベースに算定するのかといった

ときに、どうしても耐震の方ですと、何を元に出すかは決まっておりますので、どうし

てもこういった数字を使わざるを得ないという状況はございます。本来ですと、委員か

らご指摘のあったように、他のファクターを使って、この中間年度といいますか、各年

度で出せるような工夫は必要だというように思っております。 

Ｇ委員： 先ほどの６-１でも思ったことですけれども、今の指標の件、確かにぴったりの指標

は、政策の項目によって設定が難しいというケースは他の部局にもありました。 

都市整備部では、ほとんど使っていないのですけれども、３年に１回、無作為抽出で、

この基本計画の政策を区民の人がどのように見ているかということで、区民意識調査を

実施しております。こちらの中に都市再生ということで、例えば、この６-２に合う項

目として「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住宅がバランスよく供給されている」

かという質問がございます。先ほどの地域特性に合わせたまちづくりといった意味で

も、「地域特性にあわせたまちづくりが進み、快適な街並みが生まれている」どうです

かと、そのようなストレートな設問を指標として利用していただければということで、

調査項目に挙げております。ですので、こういったものも、ちょうど中間に当たるかと

思いますので、活用をご検討いただければと思います。 

建築住宅担当部

長： 

そのようにいたします。 

原田委員長： 全体的な評価ですけれども、進捗状況と今後の方向性がありますが、これは本来書け

ないはずですよね。なぜなら、進捗状況がわからない。ですので、課題もわからない。

どうしていいかわからないと書いてくださったなら、私はすらすらと話し始めようと思

ったのですが。私は基本計画を基本構想審議会でこれから２箇年かけてつくっていくの

ですけれども、まさか同じことはやらないですよね。それはぜひともお考えいただきた

い。 

やはり成果指標というのは適時性というのがあるはずで、施策の成果が出たタイミン

グはどこなのかということを捉えてつかまえるべきであって、「統計調査が５年だから

５年のタイミングで定期的にとります」ということで果たしていいのか。先ほどＣ委員

がおっしゃったことと私も同じことを申し上げたのですが、そこはぜひともよろしくお
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願いいたします。 

建築住宅担当部

長： 

私自身もそのように思っておりますので、今後、こういったかたちでの評価というも

のは改めたいと思います。 

原田委員長： では、続きまして、６-３「交通体系の整備」について、所管部局から引き続きご説

明を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。 

都市計画課長 : それでは、６-３「交通体系の整備」について、ご説明をさせていただきます。 

まず交通体系でございますけれども、ご覧のとおり、区内には多くの道路が走ってい

るわけでございます。この道路を有効に活用する、既存ストックを活用するという点、

道路空間をどのように整備していくとかいう点で、これらの交通体系を整備していく

と。公共交通の通る、私的な自転車・車が通るといったことで、交通体系の確立を目指

すといったところでございます。まず、道路といいましても、道路・橋梁の維持保全を

していかないと、いつ何時に災害が起こるかわからないといったところで、この保全を

進めていくと。それから、自転車・自動車の対策を進めていくと。それから、どのよう

なかたちで公共交通をまわすと、利用者の利便性が向上するかといった体系を進めてい

っているというところでございます。 

それでは、成果指標でございます。１点目は都市計画道路ですが、都市計画道路とい

うのは、昭和 21 年に都市計画決定がされて以来、色々な路線を整備してきているとこ

ろでございます。主に長スパンの放射線、環状線の整備から始まって、現在、その整備

率は高くなっておりますけれども、補助線についてはまだなかなか整備が少ないといっ

たところでございます。豊島区内でございますけれども、都市計画決定された都市計画

道路は 41.5kmございます。そのうち整備が完了したものが 24.1kmということで、現時

点で 64.5％の整備率となってございます。そういったことで、まだ 35％の道路が未整

備の状態といった状況が現時点でございます。 

取組状況のところに、現在事業中の放射９号線、環状４号線、環状５の１号線、補助

26号線、81号線、176号線と、現在区内でこれだけの事業が進められてございます。全

体が完成いたしますと、この 64.5％が 75.4％まで増加をいたします。それでもまだ 25％

程度残っています。 

その他に、先ほどよりご説明しておりますとおり、特定整備路線５路線７区間が、鋭

意、地区計画とともに道路整備に向けて着々と地元の方々、測量事業の計画を進めてい

るところでございます。この５路線７区間につきまして、今年度ないし遅くとも来年度

には全て事業認可をとって用地買収を始めるという時期にきております。この５路線７

区間が全部仕上がりますと、87％程度の整備率まで達するといった状況になってござい

ます。都市計画道路の整備につきましては、災害時に物資を輸送するとか、逃げるため、

火が出た時の延焼遮断の効果ということで、これらの空間をつくることは非常に大切な

ことだと認識しております。この都市計画道路を整備するという指標ができることによ

って、交通体系の整備ができるとともに、安全性の向上にもなるものと思います。 

いま豊島区内、非常に道路が狭いところが多いということで、なかなかバスが入れな

い地区が多いわけでございます。こういった路線を整備することによってバスの交通体

系も変えていくといったことは必要だと認識をしているところでございます。 

交通対策課長： 引き続きまして、２つ目の指標についてご説明をいたします。 
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放置自転車等の台数でございまして、区内各駅周辺に放置されている放置自転車を成

果指標としております。目標設定年度の平成 21 年度の現状でございますけれども、区

内の主要な各駅に合計で 2,116台の放置自転車がございました。これを目標年度の平成

27年度には、半分以下の 1,000台にするということで、事業を展開しているところでご

ざいます。 

指標の選定理由でございますけれども、先ほどから話がございましたけれども、道路

の空間を歩行者あるいは公共交通に戻すという意味で、交通弱者といわれます障害者の

方や高齢者、ベビーカーを利用した親子連れ、あるいは、緊急車両も通りますので、こ

ういったものの通行の妨げにならないように放置自転車の数を少なくしていくという

ところを選定の理由にいたしました。 

目標の根拠でございますけれども、平成 18 年に豊島区自転車等の利用と駐輪に関す

る総合計画を策定しておりまして、そこに数値目標を入れております。また、平成 23

年、ちょうど５年経ったところで、目標の修正をしているところでございます。なお、

追加資料ということで、事業計画のコピーとして、こちらになぜ 1,000台になるかとい

うあたりの根拠を付けさせていただいております。 

取組状況・成果についてですけれども、放置自転車の撤去活動を積極的に推進すると

ともに、駐輪場の整備を目標に掲げまして整備をしていくところでございます。目標

2,600 台に対しまして、民間事業者さんも駐輪場の整備をしていただいておりまして、

それを合わせますと、3,114 台分の駐輪スペースが確保されているというところでござ

います。放置禁止区域も拡大して取り組んできております。 

なお、この書き方ですけれども、放置自転車の撤去活動が第１位になっているように

見えますが、まずはこの駐輪場の整備をいたしまして、駐輪場の方へ駐輪を誘導させて、

それでもなおかつそちらに移動されていない方を撤去するということでございまして、

この書き方については、少し不備があったと考えております。申し訳ございません。 

それから、達成に向けた課題ですけれども、大塚駅南口に 1,000台規模の駐輪場を建

設中でございまして、年度としては 28 年度の完成ということで、こちらのほうを遅滞

なく進めていくということが課題になっていると思います。 

都市計画課長 : それでは、全体の評価について、まず、都市計画道路ですけれども、多少遅れ気味で

はありますけれども、想定している着手については９割を超えております。また、特定

整備路線の５路線７区間が着手いたしますと、想定していた着手率を大きく上回るとい

う結果になろうかと思います。また、平成 24 年度、25 年度と道路管理に関する瑕疵に

よる事故は起きていないという状況です。また、橋梁につきましては、平成 24 年 3 月

に策定した橋梁の長寿命化修繕計画を基に点検整備を進めているといったところでご

ざいます。 

放置自転車問題につきましては、平成 11 年に池袋駅が 4,582 台で全国ワースト１位

という不名誉な結果でございました。それを払拭すべく、今、平成 25 年度 1,039 台と

いうところまで下がってきたところでございます。 

また、環境の変化でございますけれども、区内の５路線７区間が平成 32 年度の事業

完了を目指して鋭意積極的に進めていると、これに伴います地区計画も一緒に進めてい

ます。また、バリアフリー化につきましても、池袋地区につきましては、バリアフリー
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基本構想をつくりまして、バリアフリーの推進、それからヒートアイランド現象の重要

性も認識をしているといったところでございます。 

今後の方向性でございますけれども、バリアフリーを積極的にまだまだ推進していく

といったところ、それから遮熱性舗装ですね、ヒートアイランドの対策、緑化の推進、

それから老朽橋梁については、橋梁の長寿命化修繕計画に基づく予防保全型の管理を進

めていくといったところがあります。また放置自転車につきましては、非常に少なくな

ってきたといったことから、今後は、自転車をどう楽しく利用していくかという自転車

の適正利用という視点でも、自転車は大変エコな環境にもいい乗り物だという視点で利

用を促進していくと。放置をしないで利用していただくというような方向性を持ってい

くといったことで、自動車の交通に過度に依存しない交通体系といったことを進めてい

くことが、この交通体系の整備の方向性ということになります。 

原田委員長： それではまた質疑応答の時間といたしますが、ひとつだけまずコメントします。多分、

次回の基本計画では、橋梁の何か指標が要るのかなという気がいたします。全国的にも

非常に注目されていて、どれくらい危ない橋があるのかということは、おそらくひとつ

の議論の焦点になるのかなという気がいたしました。 

質問は２つなのですが、都市計画道路の整備率ですけれども、これはお金を投入すれ

ば、もちろん簡単にいかないことは十分承知しておりますけれども、アウトプットとし

てはこの数字が出てくるわけです。例えば、時間短縮効果みたいなものを設定しなかっ

たのはなぜでしたかね。あまり指標の質問はしないようにしているのですけれども、そ

れがひとつ。 

２つ目は放置自転車関係でいうと、私は指定管理者の審査委員会のメンバーですけれ

ども、最近やはり環境変化というものの１つとして色々な自転車が出てきて、従来置き

場所がないから放置するということだけではなくなっているのではないかという気も

するのですが、その点はいかがかということの２点です。 

都市計画課長 : まず都市計画道路について時短の効果ですが、一般的には旅行速度がどのくらいか

と、地方と都内でどのくらい違うかということで、当然、都内の方が旅行速度は低いと。

それをどうやって上げていくかと。これについては放射環状線のバイパスですとか、そ

ういったことでの検証はされております。豊島区内でここからここへ行くのにどれだけ

の時間が短縮できたかという指標というのは、豊島区という限られた範囲の中では測定

をしていないというのが現実でございます。東京都レベルですとか、そういった中で、

例えば埼玉から羽田空港に行くのにどれだけ短くなったかとか、中央環状新宿線ができ

たらどれだけ、というようなレベルでの時短効果というのは測れるかと思いますけれど

も、区というレベルの中で、時短の効果というのは測っていないというのが現状です。 

交通対策課長： 続きまして、自転車ですけれども、放置自転車対策ということで、我々事業をやって

きたところですけれども、自転車の使われ方が随分変わってきたということで、エコに

対する意識ですとか、最近では健康ブームということで自転車に乗って健康増進をされ

る方もいらっしゃるようで、かなり遠くから自転車に乗って池袋駅に来られるという方

もいらっしゃいます。そのような中で、自転車の多様性といいますか、様々な種類の自

転車も増えてきたというのは事実ですので、我々が自転車場を整備するときに、今まで

どおりの規格のものでは、対応しきれなくなったということもあります。今、大塚駅で
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もしておりますし、池袋駅南口にやはり 1,000台規模の駐輪場ができましたけれども、

そこはラックを置かずに平置きのタイプ、そういったかたちで変化する自転車に対応し

ていかなければいけないのだなと。我々も整備するときは、そういった部分に気をつけ

てやっていかなければいけないと思っております。 

原田委員長： 道路についてもう一言だけ。やはりお金を投入すれば道路はできるので、それ以上の

効果を測るというのが今後必要なのかなという気がいたします。多分、アウトカム指標

により近いものをつかまえていくということが大切かなという気がいたします。 

Ｃ委員： 委員長のお話とほぼ近いと思うのですが、政策というのは、時代と共に軸が変わって

いかなければいけないし、当然そうなっていくのだろうと思うのですが、そのような意

味では、都市計画道路の整備率という指標そのものが、遅れ気味であるが着手率は９割

を超えているということであれば、やはり指標としての役割というのはそろそろ終了し

ているのではないのかなと、そのようにも思います。例えば、今後の政策の軸が、自動

車に頼らないというところであれば、自転車のサンプル調査だとか、あるいは、バスの

利用者数だとか、他に何かあり得るのかなと。今お話ししたのが適当だということでは

ありませんが、何か他に代替して次期計画で適当な指標がないのか、検討していただけ

ればということが１点。これは意見です。 

もうひとつ、環境変化のところで、高齢化に伴うバリアフリー化というものを記述し

ていくほど重要だというのであれば、大きなトランクを引っ張りながら東武東上線で池

袋駅を降りて、なるべく階段を使いたくないと思うと、本来であれば一番後ろ側に乗れ

ばいいのですけれども、東上線の先頭車輌に乗って池袋駅に着いて、東武百貨店のとこ

ろのエスカレーターを使って地下道をくぐってと。そのような意味では、鉄道事業者の

協力も含めて何か、バリアフリー化というところでは、それに対応するような指標とい

うことも考えていかなければいけないのかなとも思います。 

２点とも意見ですけれども、何かそれについてあればお伺いしたいと思います。 

都市計画課長 : バリアフリーについてですけれども、池袋駅を中心として平成 23 年にバリアフリー

基本構想をつくってございます。それに伴って、各事業者がバリアフリーに取り組んで

きたといった事実がございます。ただ、池袋駅というのは非常に大きい駅で、どこの出

入口もすべてバリアフリーにということではなく、まずは一番利用が多いところですと

か、やりやすいところから各事業者がバリアフリーにしてきているというのも事実とい

うことになろうかと思います。今、東上線というお話がありましたけれども、東上線は

一番突端は平坦で外に出られる状態になっておりますので、あそこは東上線にとっては

バリアフリーになっているという認識になっているのですけれども、区役所に来るには

対角線上の一番長い距離だというのも認識をしています。一方の北口では、バリアフリ

ーになっていないところが多いという認識もしております。そうした中で、各事業者も

優先順位をつけてバリアフリーには取り組んでいただいていると認識しておりますけ

れども、なかなか全箇所全てをということにはなっていないというのは事実です。指標

ということでいいますと、例えば出入口・改札がいくつあって、その内のいくつがバリ

アフリーになったから効果があったとか、そのような指標も含めて考えていくというの

は必要なのかなと認識をしたところでございます。 

地域まちづくり 都市計画道路の整備率について、私は特定整備路線を担当しているものですから、一
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担当部長： 言発言をさせていただきます。先ほど旅行速度の話がございました。整備率が高くなる

ということは、ネットワークができあがるということで都市計画道路は放射・環状・補

助・駅街路・駅広という役割をそもそも持っております。例えば、明治通りを申し上げ

ると、補助線から駅街路に入って、駅広を通ってまた補助線に出る。そこには通過交通

がもう満杯な状態ですので、ネットワークができることによって、本来の姿に戻すこと

ができます。これにより今目指しているのが、歩行者空間の拡大ですので、そのような

指標についても検討していきたいと考えております。 

Ｄ委員： 重点施策についてですが、まず、自転車対策の方で、環境変化のところに利用者数が

増加していて、その下に「自転車の交通事故発生件数が多い」とさらっと書かれている

のですが、結構重大なことだと思います。こういうことが起きていて、放置自転車の現

象だけを指標化して評価ということで良いのかということがひとつと、次の自動車対策

については、道路に係る話ですので、現状では何もされていないということになってし

まうのかどうかということはいかがでしょうか。 

交通対策課長： 放置自転車対策だけではなくて、交通安全といいますか、自転車の事故件数の方も、

ウォッチしております。事故件数あるいは割合的には、昨年ですと、豊島区内で交通事

故は 664 件発生しておりまして、270 件が自転車が絡む事故、被害者になったり加害者

になったりするわけですけれども、事故の４割くらいに自転車が絡んでおります。この

割合なのですけれども、年々下がってきてはおりますけれども、この４割というのは地

方に行きますと、車の事故であったりとかになりますので、自転車の事故ですと２割く

らいです。都内でも 30％台が自転車事故ですので、やはり豊島区は高いと認識はしてお

ります。これを下げるということは、交通対策課でキャンペーンを行ったり、お子さん

への授業をしたりといった周知をし、下げるようなかたちには今しているところです。 

Ｄ委員： 具体的な対策は、そのようなキャンペーンですとかそのレベルで、何かを整備される

とかそういうことはされていないのですか。 

交通対策課長： 指標としてはセーフコミュニティのほうで長期的な指標を持っておりまして、それで

指標管理をしております。 

Ｄ委員： わかりました。 

都市計画課長 : 自動車につきましては、環状５の１号線という地下道路の整備が進んでおります。 

Ｄ委員： それは道路整備の話ですよね。 

都市計画課長 : はい。それによって、池袋駅前の通過車両をそちらに、バイパスとしようとしていま

す。その後、池袋の駅前については、歩行者優先の空間にしていこうということで、一

般車両に総量規制をかけていくようなことができないかということを検討しています。

実際には、来年度実験等を行って、その効果を検証していくといったことになります。 

池袋副都心については、現在、駐車場計画がまだない状態でございまして、やはり駐

車場という視点で池袋副都心全体の車の駐車事業、それから流入といったものを計画と

してまとめていかなければならない時期にきているというように認識をしております。

その辺りについては、鋭意進めていくという方向で考えています。 

その辺りについては、公共交通も含めて自動車交通に過度に依存しない交通体系の確

立ということで、この辺りの計画を進めて実践していくといったことを今後の方向性と

しております。 
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Ｄ委員： わかりました。 

Ｅ委員： 放置自転車対策の中で、今流行っているレンタサイクルとか自転車のシェアですね、

このような政策が放置自転車を下げる、あるいは車ではなくて自転車の利用は拡大した

いけれども絶対数は多くしたくないということがおありになるとしたら、そういうとこ

ろはお考えになっているでしょうか。 

交通対策課長： レンタサイクルにつきましては、以前モデル事業で池袋駅と目白駅で行ったことがご

ざいます。これは放置自転車対策ということで実施したのですけれども、結局途中で止

めることになりました。その理由としては、利用率がなかなか上がらなかったというこ

とです。やはり皆さん自分の自転車を持ってそれを利用したいという意見が多かったと

いうことと、結局放置される回数も結構ありました。最終的には利用率が上がらなかっ

たということと、駐輪場の一部分を使って行っていたのですけれども、駐輪場の利用が

多くなりまして、場所、スペースもなくなったというところです。 

現在、湾岸地域でシェアサイクルという新しい試みをしています。シェアサイクルと

レンタサイクルの違いは、借りた所にまた返すというのがレンタサイクルで、シェアサ

イクルというのはポートといいますか、自転車を借りたり戻したりする場所がいくつか

あって、そこを繋いでいくということが大きな違いです。湾岸地域で行われているのは、

魅力ある施設といいますか、色々な施設がありまして。そういうものができるので、非

常にうまくいっているということと、課金の仕組みが、最近は携帯電話だったり、ＩＣ

カードだったりと、技術的にも進歩しておりますので、我々が最初に実施したレンタサ

イクルではなくて、シェアサイクルは検討する余地があるのではないかということで、

色々な事業者が売り込みにも来ておりますので、そういったところを導入できないか検

討しているところでございます。 

交通対策課長： はい、 

Ｅ委員： これは意見なのですけれども、豊島区のすごく良いところは、区内に駅がたくさんあ

って、それは今おっしゃっていた施設と同じ役割を果たすかもしれないと思っていま

す。駅と駅の間を使うかた等々の場合には、そのシェアサイクルは非常に有効ではない

かと思います。多分、放置自転車を片付けるだけの政策というのは、どちらにせよ行詰

まるので、なるべくお金をかけずに新しいやり方を考えていかないと、バスの交通体系

も変えるとおっしゃいましたけれども、それもまた大変な話だと思いますので、そうい

うことを積み上げていくと、この指標がもっと良くなるというように思います。 

原田委員長： この交通体系の整備のところは、だいたい豊島区が先頭をきってあれこれやっていら

っしゃったので、やり尽くしてはいないけれども、だいぶやってきたなという感じもあ

るかなと。そのような意味では政策全体が曲がり角と言うといけませんけれども、次の

ステージというようなことになっているのかなという気が印象としてあります。例え

ば、道路の整備率や放置自転車の台数というのは、典型的なインフラ整備部局の指標で

して、そのような意味ではやや陳腐化していると言ったらいけませんけれども、そうい

う印象もあります。もちろんウォッチしていくこと自体は大切だと思いますけれども、

これからまた新しい指標は要るのかなという気は個人的にはいたしました。 

それでは、最後の６-４「災害に強いまちづくりの推進」について、所管部局からご

説明をお願いします。 
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総務部長： 政策でございますが、災害に強い安全・安心なまちづくりを進める。また様々な災害

に対し、機動的かつ積極的に対応できる危機管理体制の強化を図るとしております。施

策の体系としては、防災行動力の向上と連携、応急・復興活動を円滑に行う体制の整備、

災害に強い都市空間の形成、総合治水対策の推進がございます。ハード施策とソフト施

策両面を掲げております。個別計画としては、地域防災計画がございます。所管部局は

総務部、そして都市整備部でございます。 

防災情報担当課

長： 

それでは、成果指標の１番目防災訓練参加者数につきまして、説明をさせていただき

ます。 

指標は今申し上げましたように防災訓練の参加者数ということで、区民、関係機関が

一体となって実施する訓練への参加者数を指標としております。平成 27 年度の目標と

いたしましては維持ということを目標に掲げてございます。 

実績の傾向としては、平成 23 年度、24 年度と右肩上がりで数は増えているという状

況でございます。これはひとつには東日本大震災が大きく影響しているのかと考えてい

るところです。そういった中で、平成 25 年度につきまして、やや減少になっておりま

すのには、特別な事情がございます。訓練のうち合同防災訓練という訓練につきまして、

天候等の関係あるいは都知事選の日程等の関係で、予定していた訓練が中止になってし

まったという事情がございます。そういった中での数値ということでございます。評価

につきましては、概ね順調ということでＡ評価ということで認識してございます。 

次に指標の選定理由です。まず、災害に対しまして機動的・積極的に対応できる危機

管理体制の強化を達成するためには、特に初動期における地域の防災力の向上が不可欠

でございます。そういったことから、自助・共助の防災意識の向上ということが非常に

求められていることから、訓練というものを重視しまして、この訓練参加者を指標の選

定理由としたものでございます。 

目標の設定根拠ですが、先ほど目標につきましては維持ということで申し上げまし

た。豊島区の防災訓練につきましては、町会単位の訓練、129 町会のそれぞれの町会が

それぞれで行う訓練、そのほかに現在 33 か所ございます救援センターで年間数か所の

複数の町会を単位とした救援センター単位の訓練を行っているところです。こちらの訓

練の救援センターの町会数等につきましては、救援センターごとにばらつきがございま

す。したがいまして、どこで実施するか、あるいは訓練の内容につきましても、その年

ごとに工夫を凝らして訓練を行っていることから、どこで行うか、どんな訓練を行うか

によりまして、この参加者が影響を受けるというような事情もございます。そういった

ことから、この数字そのものについて大きく伸ばすということに拘らず、現状を維持し

ながら、着実にこういった自助・共助の意識を高めていくということを進めていく必要

があるということからこの設定根拠にしたものでございます。 

次に、取組状況・成果につきましては、とかく参加してみるだけの訓練というような

傾向になりがちでございますが、より実践的なということを重視しまして、機械操作訓

練、あるいは地域共有名簿を活用した図上訓練をしております。地域共有名簿と申しま

すのは、今回、災害対策基本法の改正にもございますとおり、いわゆる避難行動要支援

者名簿ということで、豊島区では防災対策基本条例の平成 25 年３月の施行を根拠とし

まして、この条例に基づいて、この名簿を作成し、今年７月から地域に配布していると
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いう取組を行っております。従来の災害時要援護者の名簿を整備し、これに基づく図上

訓練に着手しておるということ、それから、実動訓練ということで、そういった名簿を

活用しながら、けが人の搬送等を行うということ、そういった訓練の充実を図っていく

ところでございます。こうした取組を契機として、最近では地域の中でさらなる取組と

いうことで、「うちの町会では名簿を活用してこんな訓練をやってみようと思うのだけ

れど、どうだろうか」あるいは「その名簿の活用のルールについてこう考えるのだけど、

どうだろうか」というような動きが、各町会で出てきているという状況でございます。

また関係機関や近隣町会と自主的に会合を持って連携のあり方、具体的に申しますと、

民生委員さんと町会との連携とか、そういったことについて自主的な検討の動きが出て

きております。こうしたを今後も支援しながら地域防災力の向上に努めていきたいと考

えております。 

最後に、達成に向けた課題でございますが、これは大震災以降、防災への関心は高ま

っているわけでございますが、訓練の参加者の内訳を見ますと、固定化・高齢化という

傾向が依然として見られるということでございます。したがいまして、現在、防災教育

ということで、小中学生の訓練についての取組も進めているわけでございますけれど

も、そういった小中学生の生徒、それから 18歳から 29歳くらいまでの層の参加が少な

いというのがアンケート等でも出てきておりますので、若年層の参加ができるような訓

練の仕方というものをしていく必要があると考えているところでございます。 

地域まちづくり

課長： 

それでは、２番、木造密集地域の不燃領域率でございます。居住環境総合整備事業を

行っている、いわゆる木密地域と呼ばれているこの地区における不燃領域率の割合でご

ざいます。平成 19 年度の実績値については、事業が終了している地域を除いておりま

す。平成 26 年度計画値についても、事業を終了している地区を除いております。この

居住環境総合整備事業とは、国の制度であります住宅市街地総合整備事業、また東京都

の制度であります木造住宅密集地域整備促進事業等の各制度を適用いたしまして、用地

取得による道路や広場・公園の整備、老朽住宅の建替え助成、住民のまちづくり活動の

支援等を行うものでございます。 

この不燃領域率と申しますのは、市街地の燃えにくさを表わすものでございまして、

非常に難しい式を用いて計算してございます。この現状値は、設定年度につきましては、

平成 19年度で 49.8％、目標の平成 27年度で 60％でございまして、実績は平成 25年度

に 60％ということで、達成率 100％ということで評価Ａということでございます。平成

26年度の計画値といたしましては 61.3％ということで、達成率は対目標で 102.2％とい

うものでございます。 

指標の選定理由につきましては、地区内における道路、公園などのオープンスペース

や燃えにくい建物が占める割合を基に算出するもの。まちの燃えにくさを表す指標でご

ざいます。 

続いて目標の設定根拠でございます。不燃領域率が 60％を超えると、市街地の焼失率

はゼロに近づく、延焼の危険性はほとんど無くなるためというものでございます。 

取組状況・成果ですが、防災道路や公園の整備、また共同建替えの推進、それから、

地元のまちづくり協議会の運営の補助でございます。 

達成に向けた課題でございます。現時点では目標は達成してございますけれども、木
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密地域不燃化 10年プロジェクトという東京都が平成 24年１月に発表いたしました都市

計画道路の整備と、それと伴いまして沿道のまちづくり、建物の不燃化といったもので

ございますが、これらの各種施策、老朽建築物除去助成、戸建建替え助成、専門家派遣

等を実施いたしまして、平成 32 年度までに不燃領域率 70％を目指してまいりたいとい

うように考えてございます。現在 61.3％で水準は達成してございますが、70％を超える

と焼失率はほぼゼロとなるというものでございますので、次期計画の目標といたしまし

ては、この 70％ということでやっていきたいというように考えてございます。 

建築住宅担当部

長： 

次に住宅の耐震化率でございます。耐震化率というのは 1981年（昭和 56年）に耐震

基準が変わりまして、これ以降のものについては、現在想定される地震に対して安全な

建物で、それ以前のものについてはその基準を満たしていないということで、その住宅

の割合を表わしたものでございます。 

目標でございますけれども、こちらは平成 27 年度に 90％にもっていくとしておりま

す。これは国の基本的方針でもそうですし、都道府県が定めているもの、市町村が定め

ている耐震改修促進計画の中でも平成 27年度に 90％が共通でございます。 

現在の達成率でございますけれども、平成 25 年度で 84％と、このまま推移いたしま

すと、本区の耐震化率が 88％で留まる見込みでございますので、評価につきましてはＢ

評価というかたちにさせていただきます。 

指標の選定理由でございますけれども、新耐震基準と旧基準の割合を表わしたかたち

が最も把握をしやすかったということでございます。 

目標の設定根拠でございますけれども、旧耐震基準の戸数と新耐震基準の戸数、当然

ながら新耐震基準を上回る数値として定めているのですけれども、こちらにつきまして

も耐震改修促進法に基づく算出が住戸ベースになってございます。 

取組状況でございますけれども、ひとつは建物の建替え等で耐震化率が上がるという

ことに加えまして、建替えの費用がないといった方たちに対しまして、耐震診断、耐震

補強工事の助成制度、これはブロック塀の改修工事を含めますと 12 種類の助成制度を

設けて耐震化に取り組んでいるという状況でございます。これが一般的な住宅について

の耐震化についての取組でございます。もうひとつは、東京都が定めました特定緊急輸

送道路沿道建築物の診断の義務付けの対象建築物でございまして、本区は、こちらでは

118棟となっておりますが、現時点では 119棟ございまして、現在 95棟まで耐震診断が

行われております。80％という診断の実績でございます。 

達成に向けた課題でございますけれども、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断に

つきましては、平成 26 年度で終了するということでございましたけれども、現在本区

では 80％という診断率でございますので、期間延長が必要だと考えております。また、

住宅の耐震化率につきましても、88％で終了ということではなくて、５年間の期間延長

いたしまして、目標も 95％にもっていきたいと考えております。 

地域まちづくり

担当部長： 

それでは、政策全体の評価について説明いたします。まず進捗状況について、昨年３

月に豊島区として、防災対策基本条例と震災復興の推進に関する条例を制定しておりま

す。また同時に震災復興マニュアルを策定いたしまして、災害に対して予防から応急復

旧さらには復興に至る一連の対策について、ハードとソフト両面から展開する基礎を整

えたところでございます。そうした中で、区民の防災意識でございますけれども、先ほ
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ども指標の中でご説明しましたように、着実に定着はしてきております。また、豊島区

として復興まちづくり訓練ということも行っておりまして、被災後の対策についても意

識が高まりつつある状況にあると感じております。今後については、この防災訓練と復

興訓練の両者を連動させるということも含めて、より実践的な訓練の実施と参加層の広

がりを進めていく必要があると考えております。また防災まちづくりとしては、従来の

対策、先ほどの指標の中にありました、居住環境総合整備事業というのは、まだずっと

展開しているものでございますが、平成 24年に東京都が 10年プロジェクトを出してき

まして、今これに邁進しているところでございます。これによりまして、不燃領域率の

70％以上を目指すというところを進めております。 

また、耐震化についてですが、木造住宅の耐震診断制度を平成９年に創設して以降、

耐震改修工事への助成、また対象建築物への拡大ということを順次行っているところで

ございます。今後につきましては、こうした都市の特定整備路線による構造的な延焼遮

断機能を確保すると同時に、建築物の耐震化を併せて促進するということによって対策

を進めていく必要があると感じております。 

環境の変化については、東京都では 10年プロジェクトが発表されまして、平成 32年

度までの重点的、集中的な取組ということで、区に対する手厚い補助制度がございます。

それによりまして、木造住宅密集市街地の改善に努めていくということがまずひとつ。

また、国の方ですが、昨年 11 月でございますけれども、議員立法によって首都直下地

震対策特別措置法が制定されまして、これに基づいて今年３月、豊島区を含む１都９県

310 都市で首都直下地震緊急対策区域というものが指定されております。また、内閣で

は、これに基づく推進基本計画が閣議決定されています。同時に国土交通省では、私ど

もの木密対策に十分関連いたします独自の首都直下地震対策計画を策定いたしまして、

木密地域の広域的な解消というものが位置づけられております。 

耐震についてですが、東京都の条例に基づき平成 23 年３月から特定緊急輸送道路沿

道建築物の耐震化の状況の報告・耐震診断実施の義務化がされました。耐震改修の努力

義務が課されております。また、昨年６月の災害対策基本法の改正によりまして、避難

行動要支援者の名簿作成も規定がなされております。 

今後の方向性としましては、10年プロジェクトを活用した重点的な対策をさらに進め

ていくこと。それにより目標は不燃領域率 70％ということでございます。これが平成

32 年度までということになっておりますので、それのみならず、それ以降の平成 33 年

度以降も避難経路となる防災道路の整備、空地の確保等、防災に関するまちづくりを展

開していくということが大切だと考えております。住宅の耐震化につきましても、今持

っている計画につきまして、平成 32 年まで東京都と同時に延伸しまして、耐震化率の

目標も 95％に引き上げるということをしていきたいと考えております。また、今年度、

新たな取組といたしまして、町会に対して災害要援護者に対する地域共有名簿を配布し

ております。こうした機を逃さず、町会、民生委員等の多様な主体との連携という仕組

みづくりを強化していきたいと考えております。 

また、東日本大震災で池袋駅は大変混乱をいたしました。エリア防災対策ということ

が非常に今声高に叫ばれておりますので、そうした対策も含めて、密集市街地の改善、

またターミナル駅による滞留者対策、これを同時に進めていくことによって、ソフトと
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ハード両面からの安全・安心のまちづくりを進めていきたいと考えているところでござ

います。 

原田委員長： それでは質疑応答にはいりましょう。まず私からで木密の不燃領域率についてですけ

れども、だいたい木造というのは 30 年ほどで建替えがされるのが平均的かと思うので

すが、そのような意味では、これからトントントンと進むようなことになるのか。これ

までの 10年間と今後の 10年間というのは、そのような意味では、目標設定辺りでかな

り違いが出たりするのかと思うのですが、いかがでしょうか。 

地域まちづくり

課長： 

30年以上経っているそういった木造住宅に関しましては、今回の都市計画道路の整備

と一体となって、その地域を新たな防火規制、防火地域として指定してまいります。今

後、建て替える際には準耐火建築物以上のものにしていただくという規制をかけてまい

りますので、当然これは良くなっていくものでございます。 

原田委員長： そのような意味では、今後はより高い目標が求められると。放っておいてもとは言い

ませんけれども、より高い目標を設定する価値が大いにあるということですね。 

地域まちづくり

課長： 

そのようなことです。 

Ａ委員： ３番の住宅の耐震化率ですが、耐震補強工事に助成を行っているわけですが、これは

数値の改善にはあまり役立っていないということで理解してよろしいでしょうか。 

建築住宅担当部

長： 

卒直に申し上げれば、住戸ベースの算出になりますので、特にマンションであるとか

集合住宅が建て替われば、これは非常に上がります。一方で、改修は本当に限定された

部分です。今は建替えができない、しかし、安全な住居に住みたいというところに対応

するための制度ということで、改修が大きく進むということはあまり想定できません。 

Ａ委員： 意見としてですが、区民の防災意識云々といったところがありました。先ほどＧ委員

からもご指摘があったように、この辺りのところは、区民意識調査のようなものを積極

的に、採り入れられたらいかがかなというのが意見でございます。 

Ｃ委員： 防災訓練参加者数の平成 27 年度目標が参加者数には拘らずに維持でいくということ

で、これはよくわかりました。それを前提とした時に、26 年度計画に 12,000 名と書い

てありますが、これはどのような意味になるのでしょうか。 

防災情報担当課

長： 

これにつきましては、平成 21年度の実績が 10,732名ということから出発してござい

ますので、計画として 12,000名程度ということを指標にしたということでございます。 

Ｃ委員： そうすると、微増を目指しているのかなと受け止めると、はたして評価はＡで良いの

だろうかという疑問があるのですが、どうなのでしょうか。例えば、取組状況・成果の

ところで、「重要性を認識し、さらなる取組を積極的に提案したり」という記述がある

からＡということであればわかるのですけれども、少しひっかかる程度のことなのです

が、いかがでしょうか。 

防災情報担当課

長： 

この指標につきましては、参加者の数字ということでは維持ということを目標に設定

したというところの切り口から見ると、それについてはクリアしているかなと。ただし、

先ほども課題で触れましたとおり、訓練参加者の高齢化や固定化、そういった訓練の中

の質的な部分というのでしょうか、そういった部分については、やはり工夫していく必

要があるだろうと考えてございまして、数値の設定の維持という目標に対してはＡとい

うことでございます。ただし、訓練の仕方等については、やはり色々と工夫していく課
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題はあるということでございます。 

原田委員長： 12,000名になっているのは何でなのですか。 

防災情報担当課

長： 

これは何かを積み上げたということではないわけでございまして、先ほど申し上げま

したように、10,732名というところから出発して、実際の実績の欄をご覧いただきます

とおり、訓練の持ち方、エリア等で数字が変わるというような実績にもなってくるとい

うようなことでもございまして、５年後の目標の設定として 12,000 名というようにし

たということでございます。 

Ｃ委員： では、違う言い方をします。26年度が横の矢印になっているのであれば、ご説明とこ

の指標がピタッと見込めるなということなのです。 

Ｄ委員： 今の人数の話なのですが、課題のところで訓練参加者の高齢化、固定化ということを

おっしゃられています。人数を増やさなくてもいいというのであれば、なかなかこれは

クリアできない、どうしても固定が続くでしょうし、高齢化していくのだろうなという

気がします。この緩やかな制限というのは、おそらく消火の実践の話だと思うので、防

災訓練自体に制限を設けているということはどういうことなのでしょうか。むしろ制限

させない方向で指導できないものかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

防災情報担当課

長： 

訓練の内容・持ち方といたしまして、例えば救援センター単位の訓練で申し上げます

と、救援センターを運営する地域防災組織の中で、運営調整会議という組織を自主的に

組織して、それを運営していくことをお願いしているわけでございますが、運営調整会

議の運営訓練というように極めて目標を限定的にして行う訓練等もございます。その場

合には、それ以外の参加者はだめですよということではないのですが、目的を明確にす

ることで限定的に行う場合もあるということで、このような表現になっているというこ

とでございます。 

Ｄ委員： 量より質だという話はわかるのですが、ある程度は人数が増えていかないとなかなか

課題はクリアできないと考えています。 

Ｅ委員： 今のお話に関連して、ご説明の中では、町会の比重が非常に高く感じたのですが、営

業という意味で、区内の事業所、企業さんには、どのようにアプローチをされているの

ですか。 

防災情報担当課

長： 

防災資機材の展示ですとか、そういったものをしていただくための事業者の協力を得

たりしております。また、町会以外ということで申し上げますと、例えば医師会等の参

加等もございます。ご指摘の事業者という点で申し上げますと、例えば、駅対策として

の帰宅困難者対策訓練というものにつきましては、事業者が相当中心になって行う訓練

でございますけれども、現時点では、そういった資機材等の展示、あるいは福祉施設の

事業者といいましょうか、そういったところの参加をお願いしているということで、比

率的にはそれほど多くはない状況でございますが、災害が起きた場合にはその連携が必

要でございますので、そういったことも今後していかなければいけないかと思っている

ところです。 

Ｅ委員： 確認ですけれども、防災訓練の参加者というのは、住民が基本で、事業所や企業とい

うのは避難の方がメインに考えていらっしゃると、こういうことですね。 

防災情報担当課

長： 

町会ごとにその近隣の事業者等と協力関係を結んだりしているケースもございます。

特に福祉施設系の事業者等については、やはり協力していく必要があると思っておりま
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すので、現時点での訓練の持ち方としましては、委員ご指摘のとおり、その数が少ない

のが実情でございますが、その必要性については十分検討していかなければいけないか

と思っているところです。 

企画課長： 私の方で若干補足させていただきますと、区の方で担当しておりますのが区民向けの

防災訓練で、事業者向けの訓練は消防署の方が専ら防災訓練といったものを指導する役

割分担になっております。区が直接関与する事業者向けの訓練は非常に少ないというこ

とで、実施数等につきましても正確に把握はしておりません。基本的なルールといたし

まして、事業所は、年間２回訓練をするということになっておりまして、そのようなか

たちで頻繁に行われているだろうというように考えております。 

原田委員長： ありがとうございました。それでは、この６-４のところも含めて全体的な今回の政

策について、感想だけ申し上げたいと思います。 

３点ほどございます。１つは、豊島区はこうした分野について非常に先駆的に色々な

ことに取り組んでいらっしゃると。例えば放置自転車であるとか、住宅政策等について

は、やはり全国的にも色々な意味で先進的な取組を重ねていらっしゃったということは

承知しております。ですが、どの自治体の政策評価をいたしましても、やはりインフラ

整備部局は同じような傾向がだいたいどこでも見られる。ですから、私もどこに行って

も同じようなことを申し上げております。ひとつは、ちゃんと測定をしましょうと。何

か事業があって事業を進めていくというのが、インフラ整備部局としての任務であるこ

とはよくわかるのですが、何か政策をつくって、その下に施策があって、事業がぶら下

がって、それが実際に達成できたかどうかというのは、やはり効果を測定していく必要

があるだろうと。測定してその後に評価になるのであって、測定のない評価というのは

おそらくないだろうと思います。測定をしましょうということです。しかも、網羅的で

ある必要はないと思うのですが、区内で可能な限りで結構だと思うのですが、正確な綿

密なデータに基づかなくても私は良いのではないかなと思います。 

２つ目ですが、インフラ整備部局では、何をしたかというのは当たり前であって、ど

のような効果をもたらしたのかというところをやはりきちんとつかまえてほしい。従

来、政策評価でいうところのインプット・アウトプット・アウトカムでいうと、お金を

投入すればすぐ結果が出てくるということは、インフラ整備部局の場合には当たり前な

ので、もちろん住民の方々の同意が要りますけれども、道路はお金を投入すれば整備が

できる。そうしたアウトプットよりも違う、その先の効果をつかまえていただきたいと

いう気がいたします。難しいということは承知しています。 

３つ目ですが、指標の達成具合でいうと、今回の政策では、かなり良く達成できてい

るところが非常に多い。例えば 90％くらい達成しているというのは、大学でいうと優で

ございまして、極端に言うともうＯＫです。それを 100％にするのは、よほどエネルギ

ーとお金がかかるだろうという気がいたします。ですから、同じエネルギーとコストを

かけるのであれば、おそらく積み残しの、あるいは、これから環境の変化で色々な問題

が出てくるでしょうけれども、そうしたところに思い切ってシフトしていくということ

も、指標の観点ではあるのかなという気がいたします。木密地域をゼロにすることが本

当にどれくらい区にとってプラスなのか、99％までいけばとはなかなか言いづらいでし

ょうけれども、そのような気が個人的にはいたしました。私の感想であります。 
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それでは、最後に事務局から今後の予定も含めてご案内をお願いいたします。 

（２）その他 

企画課長： 私の方からは、事務連絡は次回の日程でございます。次回は、11 月 19 日水曜日午後

６時からの予定でございます。場所はこちらの第２委員会室でございます。 

次回は地域づくりの方向という中では、２つです。「みどりのネットワークを形成す

る環境のまち」についてと、本日の「人間優先の安全・安心のまち」の中の残りの部分

でございます。その２つの柱について次回はご審議をいただきたいと思います。以上で

ございます。どうもありがとうございました。 

原田委員長： それでは、第５回の政策評価委員会はこれにて終了いたします。 
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会議の結果 

（１） 基本計画に掲げる以下の政策の進捗状況について、所管部局との質疑応答を

行った。 

６－１ 魅力あるまちづくりの推進 

６－２ 魅力ある都心居住の場づくり 

６－３ 交通体系の整備 

６－４ 災害に強いまちづくりの推進 

 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料５－１－１ 基本計画進捗状況ヒアリングシート⑥ 

木密地域不燃化事業の概要 

「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」抜粋 


