
 

公開事業評価に関する区民アンケート 
 
 

豊島区 政策経営部 行政経営課 

 
このアンケートは、区内に 2年以上お住いの 18歳以上の方の中から、無

作為に抽出した1,000人の方へお送りしています。ご協力をお願いします。 

 
現在、区では、区が実施する事業等について、その効果や実施方法について、さまざ

まな側面から点検を行い、改善に結びつけるため、「事務事業評価」（裏面※１）を実施

しています。 
このたび内部（職員）だけでなく、外部の視点を取り入れ、区民の皆さまの公開のも

と、よりよい事業の方向性を考える「公開事業評価」を実施することとしました。 
今年度は、区民の皆さまの利用が多いなどの理由から、「公共施設の運営」をテーマ

としています。 
つきましては、評価の対象とする事業（施設）の選定について、区民の皆さまのご意

見をお伺いしたく、アンケートにご協力のほどお願いします。 
 
○公開事業評価開催日時等 

開催日時：２４年７月２９日（日） 
  午前９時から午後５時まで 

 場  所：豊島区役所本庁舎４階 会議室 
 
 

 １ アンケートの回答方法 

 別紙(公開事業対象施設一覧)に記載した施設の中から、公開事業評価の対象として

ふさわしいと思うもの、評価してほしいと思うものを、最大５つまで選んでください。 
  
 ○回答期限：平成２４年６月１５日（金）必着 

 ○回答方法：別紙回答用紙を記入し、同封の返信用封筒に入れてお送りください。 
       

お問い合わせ先：〒１７０－８４２２ 豊島区東池袋１－１８－１ 
          豊島区政策経営部行政経営課 行政経営グループ 
          電話 ０３－３９８１－１６８９ 

          Fax   ０３－３９８１－１０２１ 

                   E-mail A0010303@city.toshima.lg.jp 
 
 



２ 公開事業評価のテーマ（「公共施設の運営」について） 

   
今年度の公開事業評価は、区民の皆さまの利用度が高い「公共施設の運営」をテーマ

といたします。 
本区をはじめとする自治体では、住民の皆さまに対してさまざまな行政サービスを提

供するため、多くの施設を設けています。本区では区民の皆さまにご利用いただく施設

が４００施設ほどあり、その分野も福祉・子育てから生涯学習・コミュニティ、まちづ

くりなど多岐にわたります。 
公共施設運営の基本は言うまでもなく、区民の皆さまをはじめとする利用者の立場に

立ったサービスの提供です。しかし、施設の設置や改修・運営には多くのお金が必要と

なり、利用者からの使用料だけでなく、区民の皆さまから納めていただく税金でまかな

っています。 
今回の事業評価では、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

するにはどのような方法があるかを、区民の皆さまと一緒に考えていくことを目的とし

ています。 
 
以上のことから今回のテーマの論点として、たとえば次のものがあげられます。 
【論点例】 
○設置の効果をどのように評価できるか、多くの区民に利用されているか？費用は適

切か？ 
○施設の設置や運営、提供されるサービスは、利用者はもちろん、利用者以外の方に

も納得できるものになっているか？ 
○民間の力を借りるなど、サービス水準を下げずに、費用を節約する方法はないか？ 
 

３ 評価対象事業の選定 

  いただいたアンケートをもとに、政策分野ごとのバランスなどを考慮のうえ、 豊

島区政策評価委員会（※２）が決定します。 
選定の結果は、区ホームページ等でお知らせします。 

   
 

ご協力を 

お願いします！ 

※２ 豊島区政策評価委員会：公開事業評価の実施方法ほか、区が行っている事業の点検等について

助言する会議体です。区内大学の研究者、民間アドバイザー、区幹部職員等で構成しています。 

※１ 事務事業評価：区が行っている事業を自己点検するシステムです。これまでの評価結果は区ホ

ームページ（「行政評価」で検索）のほか、行政情報コーナー、各区立図書館でご覧いただけます。



公開事業評価対象施設一覧

分野 施設番号 施設名 施設数 施設の概要

1 地域区民ひろば 22 従来のことぶきの家、児童館を再編した世代間交流施設

2 斎場 1 区民のための葬儀施設

3 区民集会室 31 地域の各種会合やサークル活動のための有料貸出施設

4 心身障害者福祉センター 1 障害者の自立訓練、専門相談施設

5 福祉作業所・生活実習所 4 知的障害者などの自立支援施設

6 心身障害者福祉ホーム 1 障害者の地域での日常生活の援護、指導を行う

7 子どもスキップ 18 区内児童の放課後、学校休業日の遊び・交流の場

8 児童館 5 幼児、小中高生対象の児童厚生施設

9 中高生センター（ジャンプ） 2 中高生の自主的活動の場

10 子ども家庭支援センター 2 子どもと家族のための相談、遊び、一時保育の施設

11 保育園 24 昼間、保護者に代わって、子どもを保育する施設

平和・人権 12 男女平等推進センター 1 意識啓発、自主グループ学習・交流、情報提供のための施設

13 公園 60 すべての人が憩い、楽しむための施設

14 区民の森 2 個人住宅跡を樹木を保存し森として整備した施設。

15 児童遊園・仮児童遊園 96 児童のための安全で健全な遊び場所（屋外施設）

16 目白庭園 1 2,800㎡の日本庭園。数寄屋造の施設を有料開放

17 公衆便所 7 すべての人が利用できる無料の便所

都市再生 18 公営住宅 43 住む場所に困っている区民のための住宅

交通 19 自転車駐車場 31 自転車を駐車するための有料の施設

防災・治安 20 従前居住者住宅 1 まちづくり事業により住宅を失うこととなる人のための住宅

21 生活産業プラザ 1 中小企業振興、消費生活安定向上、リサイクルの推進施設

22 勤労福祉会館 1 中小企業勤労者の文化、教養、福祉向上を図るための施設

23 熊谷守一美術館 1 守一氏の旧宅跡の個人美術館を区立美術館として開設

24 舞台芸術交流センター（あうるすぽっと） 1 300席の劇場を中心とした舞台芸術の創造・発信・育成施設

25 公会堂・ホール 3 講演会・演奏会等のための有料貸出施設

26 区民センター 1 会議室、音楽室、総合展示場等からなる有料貸出施設

27 郷土資料館 1 郷土資料の収集・保管・展示のための施設

28 雑司が谷旧宣教師館 1 都指定有形文化財。建物公開と関連資料展示

29 地域文化創造館 5 地域住民の文化・学習活動の育成・支援施設

30 屋内運動施設 4 体育館・スポーツセンター・温水プール等

31 野外運動施設 4 野球場・体育場・グランド等

32 図書館 7 図書、視聴覚資料を閲覧・貸出する施設

※さらに詳しい情報をご覧になりたい場合は、区ホームページをご覧ください。

　トップページから、「公共施設案内」を選択してください。

*本庁舎等、公用施設（事務所など）は除いています。
*教育委員会の権限に属する事業については、法律で義務付けられた外部評価を実施するため、今回の対象
とはしていません。
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　以下の施設の中から、「公開事業評価」で取り上げた方が良いと思う施設を最大５つ選ん
で、別紙「公開事業評価アンケート回答用紙」に記入してください。
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区民評価人になってみませんか 
 公開事業評価当日に、「区民評価人」としてご参加いただく方を募集いたします。 

事業の改善に皆さまのご意見を反映させることが目的です。ぜひご応募ください。 

  ◇区民評価人募集内容◇ 

（１）区民評価人の役割、流れ 

  ①当日会議に参加し、学識経験者等からなる評価委員の討議、区職員の説明等をお

聞きいただきます 
②対象事業（施設）における、今後区が取るべき方向性等の評価を、「一言コメント」

の形でご記入いただきます。なお、当日は評価委員の評価と、区民評価人の評価

を、それぞれいただくことを予定しています。 
③討議には加わりませんが、進行役から、発言をお願いする場合もあります。 
 （発言を希望されない方を、指名することはありません。また、いただいたご意見

が必ずしも採用されるとは限りませんので、ご了承ください。） 
  （２）参加していただく日時 

     ７月 29 日（日）「午前 9 時～12 時 30 分」または「午後 1 時 30 分～5 時」 
のいずれか 

（３）応募方法 

   別紙「公開事業評価アンケート回答用紙兼区民評価人申込み用紙」を記入し、同

封の返信用封筒で返送してください。 
（４）区民評価人の決定 

   お申込みいただいた方には、郵送（または、ご希望の連絡方法）にて結果をお知

らせいたします（希望者多数の場合、抽選となる場合があります）。 
 
○その他 

 ①会場までの交通費は自己負担となります。また報酬等のお支払いはいたしません。 
（参加された方には、記念品をご用意します） 

    ②区民評価人の方を対象とした事前研修会の実施を予定しています（対象事業の内

容や当日の区民評価人の役割等をご説明します）。日程等については別途ご連絡し

ますので、ご都合が許す範囲で、可能な限りご参加ください。 
  ③公開事業評価は報道機関等へも公開するとともに、区でも当日の会場の様子を広

報紙・ホームページ等で紹介する予定です。顔写真等が掲載される場合もあるこ

とを、ご承諾のうえ、ご参加ください。 
   ④ご希望により、「手話通訳」「託児サービス」もご用意する予定です。 

⑤今回の公開事業評価は、事業の存廃や実施主体のみを判定するものではありませ

ん。よりよい事業の方向性や改善の方法について、区職員と評価委員・区民の皆様

がともに考えることを目的としています。その点が国の事業仕分けとは異なります。 
 
 
 
 

★区民評価人以外の方でも、公開評価は自由に傍聴・見学できます。★ 

 



　　　ななまる

応募 区民評価人になるためには、

同封の申込み用紙で応募することが第一歩です！

６月１５日が期限ですので、お忘れなく。

選任 ７月上旬に、区民評価人選任の通知をお送りします。

（応募多数の場合は抽選となります。予めご了承ください）

研修 ７月２０日前後に事前に事業内容を理解していただくため

の研修会を行います（参加は自由です）。

７月２９日（日）が本番です。区民評価人の皆さんには半日

で３事業を担当していただきます。

評価委員の議論をしっかり聴いて、コメントを記入します。

当日

詳しい事業内容はよくわからないけど・・・

事前研修会があるなら安心だね♪

実際に議論をするわけでもないし、

これならななまるにもできそう！！

利用率が

悪い！

うーん

なるほど

評価委員

区民評価人

コーディネーター

（進行役）

この点は

見直して

ほしいなぁ

コストパ

フォーマン

スは・・・

公開事業評価のイメージ

＜区民評価人のお仕事＞

評価委員の議論を聴いて思ったことをコメントに記入！！

区民評価人の流れ

１つの事業について

１時間で討議していきます

それでも

重要だ！

事業説明者

（区職員）

評価委員

区民評価人



「公開事業評価アンケート回答用紙」兼「区民評価人申込み用紙」 

「公開事業評価」で取り上げた方が良いと思う施設を別紙○の中から最大５つ選んでください 

施設番号 または 施設名 

施設を選んだ理由として一番近いものに○をつけてください 

１．よく知っているから ２．良い施設だと思うから 

３．見直しが必要だと思うから ４．その他 

 
１．２．３．４．その他（                ）

 
１．２．３．４．その他（                ）

 
１．２．３．４．その他（                ）

 
１．２．３．４．その他（                ）

 
１．２．３．４．その他（                ）

アンケートの分析のため以下の項目（回答者属性）についてもご記入ください。 

性別（いずれかに○） 年代（いずれかに○） 

１．女性 ２．男性 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 

 

7 月 29 日開催の「公開事業評価」の区民評価人に応募しますか？いずれかに○をつけてください。 

１．はい  → 応募される方は、以下の項目もご記入ください 

２．いいえ → ここまでのご記入で終わりです。ご協力ありがとうございました 

 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)お名前 ご住所 

（        ） 豊島区 

 

日中、連絡可能な電話番号 （      ） 

 

今後、希望する区役所からの連絡手段にひとつだけ○をつけてください 

１．郵   送 

２．ファックス ファックス番号をご記入ください 

３．Ｅメール メールアドレスをご記入ください 

 

参加を希望する時間帯のいずれかに○をつけてください 

１．午前 9 時～12 時 30 分 ２．午後 1 時 30分～5時 ３．どちらでもよい 

 

手話通訳・託児サービスの利用を希望される場合は、○をつけてください 

１．手話通訳 

２．託児サービス    お子さまの年齢は（    ）才（    ）か月 

   お子さまの性別は（ 女の子 ・ 男の子  ） 

☆記入していただいた情報は、公開事業評価実施のため以外には使用しません。 


