
事業番号 A-1

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 7 人

総面積 10,010 ㎡ ㎡

平均築年数 28 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

来館者（人）※1

利用率（％）

主な達成度指標

指標名

貸出冊数（冊）

蔵書数（冊）

登録者数（人）

３．運営コストデータ （単位：千円または％）

121,123 123,047 122,485

2,132,911 2,043,432 2,063,435

768,938 765,865 767,711

― ― ―
※1　中央図書館の来館者数（21年度から来館者をカウントするゲートを設置しているのは中央図書館のみのため）。
　　　平成22年度及び23年度は東日本大震災の影響により開館時間短縮・休館を実施。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1,026,057 1,013,279 916,897

現在の主な利用者 館内利用はどなたでも可。図書資料等貸出は利用登録者のみ。

料金体系
図書館法第17条により、図書館利用及び貸出等は無料。

（イベントで受講料を徴収する場合がある。）

主な事業内容

図書資料の貸出、館内での資料閲覧。
レファレンスサービス。

児童・ＹＡサービス事業。
講演会等の企画・運営。

点字図書館の運営。

主な営業時間
①中央図書館・・・10:00～22:00（土・日・祝は10:00～18:00）
②地域図書館・・・9:00～19:00（土・日・祝は9:00～17:00）

主な休館日
①中央・・・第2月曜日・第4金曜日・特別整理期間・年末年始
②地域・・・毎週月曜・第4金曜日・特別整理期間・年末年始

主な利用要件・対象者 どなたでも

施設当たりカバー面積 1,858.6

施設様態

中央図書館はオフィスビルの4・5階部分で、あうるすぽっと（2・3階）併設。
地域図書館は駒込が地域文化創造館等併設、池袋と目白は区民集会室が併
設。他3館は単独した建物。
図書館法第10条及び豊島区立図書館設置条例により豊島区は７館設置。

運営形態・運営主体 区直営。図書受渡し等と各種施設維持管理業務は委託。

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

図書館

設置目的 区民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

施設当たりカバー人口 38,279



事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 終了

普通 改善・見直し

普通 現状維持点字図書館障害者サービス事業

視聴覚関係運営経費

中央図書館維持管理経費

図書館電算システムの維持管理

子どもの読書活動支援事業

区立小中学校への団体貸出図書の購入経費

区立小中学校及び六大学への図書運搬運営経費

19.1% 18.1% 18.7%

企画事業関係経費

※利用者一人あたりのコストについて、実質コストは全館分だが、利用者人数は中央図書館のみの人数で割りかえしている。
　（全頁「利用者数（率）推移」参照）

減免要件 ─

豊島区は人口38,279人あたり1館の図書館があり、23区中9位。
人口１人あたりの貸出件数は8.3冊であり、23区中で13位。
資料費の予算額は、74,838千円であり、23区中19位。
23区については、10区が地域館で指定管理者制度を導入している。

図書館法第17条により、施設利用及び資料貸出等が無料のため、区民割引や優遇は無い。

私立図書館は全国に11館、そのうち都内には5館（千代田区2館・港区2館・中野区1館）あり、1
回利用あたり100円～300円、又は年会費1,000円～10,000円程度。無料でも閲覧のみで貸出し
ない館もある。

・大規模改修・・・24年度　　上池袋図書館
　　　　　　　　　　 25年度～26年度　巣鴨図書館
・移転　　　　 ・・・27年度　西部複合施設へ千早図書館移転

・来館者の多い中央図書館の閲覧席が不足している。
・施設の老朽化で、維持管理及び修繕経費が年々増加する。

評価事業名

図書受渡し等の業務委託経費

中央図書館閲覧貸出関係経費

0.0% 0.0% 0.0%

─ ─ ─

3.546 3.750 3.632

0.926 0.992 1.061

0 0 0

950,229 1,004,946 973,146

768,529 823,246 791,446

181,700 181,700 181,700

平成21年度 平成22年度 平成23年度



事業番号 A-2

施設名

１．基礎データ（公立保育園／ハード面）

施設数 24 人

総面積 15,808 ㎡ ㎡

平均築年数 38.41 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移　（公立私立合算）

利用者（人）

利用率（％）

施設数

定員

待機児数

３．運営コストデータ（私立園への助成を含む区歳出：決算） （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

受益者負担比率

人件費比率

減免要件
区民税が非課税、災害等により損失を受けた場合、同一世帯内に身体障害者が
いる場合、など

62.9% 59.5% 58.8%

11.4% 12.1% 12.6%

5,830,787 5,697,326 5,699,587

21.761 21.263 21.271

4,138,587 3,856,289 3,832,280

752,286 782,184 822,802

平成21年度 平成22年度 平成23年度

2,444,486 2,623,221 2,690,109

122 161 171

33 33 33

3,209 3,198 3,210

2,938 3,103 3,128

91.6% 97.0% 97.4%

主な事業内容 保育、延長保育、園外保育等 区立保育園と同じ

（毎年4月1日時点）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

料金体系 所得階層に応じた料金 区立保育園と同じ料金

園児一人あたりの経費
2,178千円 1,795千円

（区一般財源）

主な利用要件・対象者 保育を必要とする児童 区立保育園と同じ

現在の主な利用者 保育を必要とする児童 区立保育園と同じ

主な営業時間 7:15～18:15 7:15～18:15

主な休館日 日曜・祝日・年末年始 日曜・祝日・年末年始

施設数 24（公設民営園3園含む） 9

施設当たりカバー面積 542.1

施設様態 単独施設が21園、都営住宅及び区民集会室併設施設が3園

区立保育園 私立保育園

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

保育園（区内認可保育園）

設置目的 保護者の委託を受けて、保育に欠ける児童を保育する。

施設当たりカバー人口 11,165

運営形態・運営主体 豊島区 事業者



４．その他データ

他区市町村の同種施設の状況（人口あたり施設数等比較すべきもの）

近隣区の同種施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

良好 現状維持

良好 現状維持

良好 現状維持

良好 拡充

良好 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

不十分 終了

良好 現状維持

普通 現状維持

普通 現状維持

普通 縮小

地域交流事業経費

保育園ボランティア経費

診療所併設型病後児保育事業経費

貸与被服関係経費

区立保育園の管理・運営

区立保育園第三者評価事業経費

一時保育事業

乳幼児健全育成相談事業経費

評価事業名

保育所委託経費

園外保育経費

給間食関係経費

延長保育事業経費

私立保育所に対する保育委託及び助成経費

都全体では0歳～5歳時人口約338人に1施設、区部では約342人に1施設設置されている。
豊島区では約272人に1施設、板橋区では約238人に1施設、練馬区では約400人に1施設、文京
区では約314人に1施設、新宿区では約288人に1施設設置されている。

豊島区ではこれまで公立保育園を7園民営化（公設民営3園、民設民営4園）したが、板橋区では
6園（うち公設民営は2園）、練馬区では8園（すべて公設民営）、新宿区では5園（うち公設民営は
1園）を民営化している。文京区では設置当初より公設民営園が2園あるが公設公営園から民営
化した園はない。

待機児童対策として、平成22年度からの5年間で認可保育園及び認証保育園の受入枠数を合
計440人拡大する「豊島区保育計画」を実施中である。このため、保育園の利用者数はさらに増
加すると考えられる。また、受入枠拡大に伴う認可保育所の改築・改修、認証保育所の設置等
に相応のコストがかかる。

認可保育所の改築・改修には一定の時間が必要であるため、保育計画を遂行することと並行し
て、待機児童の状況によては、補完的な施策をも行う必要がある。ただし、補完的な施策を行う
ための施設等の不足、必要なコストの捻出等の課題がある。



事業番号 A-3

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 1 人

総面積 2,931 ㎡ ㎡

平均築年数 5 年

２．運営状況データ

劇場・会議室の来場者、稼働率推移

来場者（人）

劇場稼働率（％）

会議室稼働率（％）

主な達成度指標

指標名

自主企画公演数

タイアップ（共催）公演数

講座・ワークショップ数

91 133 85

13 14 13

平成21年度 平成22年度 平成23年度

14 12 42

97.8% 99.4% 99.1%

73.3% 73.1% 81.7%

平成21年度 平成22年度 平成23年度

122,959 123,658 136,784

現在の主な利用者 指定管理者、劇団、区民団体　等

料金体系

【劇場】全日利用
平日：166,000円、土・日・祝：186,000円（附帯設備使用料金を含む）
※減免制度、3区分（午前・午後・夜間）、2区分（午前・午後）での利用制度
有

主な事業内容

○舞台芸術鑑賞事業の企画及び実施
○舞台芸術に関する講座、ワークショップ、アウトリーチ活動等の企画及び実施
○舞台芸術に関する情報発信、育成・支援、交流事業の企画及び実施
○その他、区民が文化芸術に親しむとともに、広く地域コミュニティを形成するため
の事業の企画及び実施

主な営業時間 9:00～22:00

主な休館日 年末年始、施設メンテナンス日（月1日程度）

主な利用要件・対象者 施設の設置趣旨にかなった団体の利用を利用選定委員会で選定

施設当たりカバー面積 13,010.0

施設様態

東池袋四丁目地区第一種市街地再開発事業により建設された「ライズシティ池袋」に中央
図書館と複合して建設（床取得）。
301席の「劇場」、ギャラリーとしても利用可能な「ホワイエ」、講座・ワークショップなど様々
な使用ができる「会議室」がある。

運営形態・運営主体 指定管理者

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

豊島区立舞台芸術交流センター（あうるすぽっと）

設置目的
舞台芸術の創造、発信及び担い手の育成を通じて、文化芸術の振興を図り、もって地域
のにぎわいの創出とまちの活性化に資することを目的とする（条例第１条）。

施設当たりカバー人口 267,951



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率（劇場・会議室）

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

良好 現状維持

「質の高い公演」、「子どもから専門家までを対象にした人材育成事業」、「地域のにぎわいを創
出する事業」などバランスの良い事業展開を行い、多くの人が舞台芸術に親しめる機会を提供
している。その結果、劇場稼働率及び来場者数は常に高い数値を維持している。
今後も施設の設置趣旨を踏まえながら、同水準のサービスを提供していく見通しである。

○区民の施設認知度の向上
○地域団体や地域住民とのより踏み込んだ交流・連携

評価事業名

舞台芸術交流センターの管理運営

減免要件

○区又は豊島区教育委員会が主催若しくは共催して文化芸術の振興を目的に利用するとき　免除
○区又は教育委員会が主催若しくは共催して前号の目的以外の行事に利用するとき　50％
○区が設立する公益財団法人が主催若しくは共催して第1号の目的に利用するとき　免除又は減額
○区内に主たる事務所を有する団体又は住所を有する個人が劇場を利用する場合において、利用日の属する
月から6月前の月の10日以後に利用の申請をするとき(ただし、営利目的での利用を除く。)　25％

創造・発信型の区立劇場（座席数・料金・稼働率）
○座・高円寺2（256席）
　平日：68,000円、土・日・祝：79,000円（付帯設備使用料金を含まない）、稼働率：84.82％（平成23年度）
○THEATRE1010（701席）
　平日：350,000円、土・日・祝：400,000円（付帯設備使用料金を含まない）、稼働率：約60％（平成23年度）

【劇場利用料金区民割引制度】
対象者…豊島区内に所在する団体または在住する個人
割引率…25％

○サンシャイン劇場（801席）全日利用
　平日：761,250円　土・日・祝：834,750円（付帯設備使用料金を含まない）
○シアターグリーン（BIG TREE THEATER・167席）全日利用
　199,500円（付帯設備使用料金を含む）

- 16.7% 33.0%

3.4% 3.3% 3.5%

0.858 0.923 0.772

39.2% 36.6% 38.4%

105,496 114,092 105,610

0.394 0.426 0.394

5,950 5,950 5,950

68,045 65,966 65,973

平成21年度 平成22年度 平成23年度

167,591 174,108 165,633



事業番号 A-4

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 8 人

総面積 91,531 ㎡ ㎡

平均築年数 30 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名
指定管理者による施設運営数

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

スポーツ施設

設置目的 体育及びレクリエーションの普及及び振興による区民の健全育成

施設当たりカバー人口 33,494

施設当たりカバー面積 1,626.3

施設様態
体育館3か所、室内プール3か所、トレーニングルーム3か所、テニスコート12面、
野球場6面、球戯場1か所

運営形態・運営主体 指定管理者

主な営業時間 9:00～21:30

主な休館日 年末年始及び月1日

主な利用要件・対象者 区内在住・在勤

現在の主な利用者

料金体系
スポーツ施設の貸出（1,200円～28,900円）
スポーツ施設の個人公開（400円～600円）

スポーツ教室などの開催（600円～）

主な事業内容
スポーツ施設の貸出

スポーツ施設の個人公開
スポーツ教室などの開催

平成21年度 平成22年度 平成23年度

756,932 737,509 742,346

平成21年度 平成22年度 平成23年度

9 8 8



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

平成21年度 平成22年度 平成23年度

373,751 291,335 302,458

10,625 10,625 10,625

384,376 301,960 313,083

1.435 1.127 1.168

0.508 0.409 0.422

0.0% 0.0% 0.0%

2.8% 3.5% 3.4%

減免要件
1.主催・共済事業
2.スポーツ・レクリエーション団体大会利用
3.区内在住65歳以上の者、知的障害者、身体障害者など

施設数
　豊島区8か所、新宿区9か所、文京区7か所、中野区5か所、杉並区22か所、板橋区23か所、
練馬区28か所

なし

設置目的及び利用形態（会員制）が違うので比較にならない

指定管理者制度導入（平成17年）により利用者数の増加及び経費の削減を達成することがで
きた。
各施設の老朽化により、今後、修繕経費の増加が予想される。

評価事業名



事業番号 A-5

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 1 人

総面積 3784 ㎡ ㎡

平均築年数 28 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）
（文化祭除く）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名
文化カレッジ延参
加者数
地域文化創造事
業・地域協働事
業延参加者数

個人公開・体育
教室延参加者数
延参加者数

文化祭延参加者数

1,583 1,718 1,511

2,872 3,146 2,704

1,453 1,854 2,042

252 774 893

73.7% 72.8% 77.3%

平成21年度 平成22年度 平成23年度

平成21年度 平成22年度 平成23年度

195,386 192,522 211,807

現在の主な利用者 勤労者、企業、サークル活動利用者、その他

料金体系
抜粋：
第2会議室（30名）（午前 2,400円、午後 2,900円、夜間 2,900円、全日 7,300円）
大会議室（130名）（午前13,400円、午後15,600円、夜間15,600円、全日40,100円）

主な事業内容
施設の貸し出し、講座の企画・運営。

個人公開・体育教室事業、文化祭の実施。

主な営業時間 9:00～21:30

主な休館日 毎月最終月曜日（5月、9月、1月を除く）

主な利用要件・対象者 16歳以上の勤労者等

施設当たりカバー面積 13,010.0

施設様態
地上7階・地下2階（体育施設あり）　　　　昭和59年5月開館
≪併設施設≫　郷土資料館、区民ひろば西池袋、男女平等推進センター

運営形態・運営主体 指定管理者

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

勤労福祉会館

設置目的 主として、中小企業で働く勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図ることを目的とする。

施設当たりカバー人口 267,951



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

普通 改善・見直し

指定管理期間：平成27年度まで
大規模改修 　：平成28年度予定

利用者満足度調査では、ソフト面に比べ、ハード面への不満が高くなっている。開館から28年
経過しており、大規模改修までの間、適切な維持管理の必要性を認識。

評価事業名

勤労福祉会館管理運営経費

減免要件

①区が主催若しくは共催しての利用またはとしま未来文化財団が主催して利用するときは使用料免除。
②区が設立する財団法人（としま未来文化財団を除く）が主催して利用するときは使用料50/100減額
③官公署が公益のため利用するときは使用料25/100減額
④男女平等推進センター登録団体が大会議室を利用するときは使用料25/100減額

中央区・台東区・江東区・目黒区・大田区・練馬区・葛飾区

＜練馬区立勤労福祉会館＞
利用料金　　会議室・中（36人定員）→午前：2,100円、午後：2,800円、夜間：2,800円
　　　　　　　　会議室・大（66人定員）→午前：2,700円、午後：3,600円、夜間：3,600円

5.7% 7.2% 7.8%

3.5% 3.5% 4.0%

0.370 0.372 0.289

1.3% 3.0% 3.5%

72,271 71,569 61,126

0.270 0.267 0.228

2,550 2,550 2,550

963 2,236 2,223

平成21年度 平成22年度 平成23年度

70,684 71,255 60,799



事業番号 B-1

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 43 人

総面積 51,434 ㎡ ㎡

平均築年数 17 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

入居戸数（戸）

入居率（％）

入居戸数（戸）

入居率（％）

入居戸数（戸）

入居率（％）

主な達成度指標

指標名

区営住宅供給戸数

福祉住宅供給戸数

区立住宅供給戸数

施設当たりカバー人口 6,231

施設当たりカバー面積 302.6

施設様態

集合住宅
①区営住宅：11棟221戸
②福祉住宅：15棟253戸
③区民住宅：17棟324戸

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

公営住宅（区営住宅・福祉住宅・区民住宅）

設置目的

区営住宅：　最低居住水準を自力で確保することが困難な低額所得者に住宅を提供

福祉住宅：  高齢者・障碍者世帯等が継続して住み続けることができるよう低廉な
　　　　　　　  家賃で住宅を提供

区民住宅：  中堅所得者層の安定居住化対策

主な利用要件・対象者
①区営住宅：所得基準該当者かつ区内居住1年以上の世帯（単身者不可）
②福祉住宅：所得基準該当者かつ区内居住5年以上で65歳以上の方（単身用あり）
③区民住宅：所得基準該当者かつ2親等以内の親族で構成される2名以上の世帯

現在の主な利用者 ―

料金体系

公募による（応募者多数の場合は抽選）
区営住宅・福祉住宅の使用料
　公営住宅法の規定により利用者の所得に応じて毎年算定
区民住宅の使用料
　「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の規定により利用者の所
得に応じて毎年算定

運営形態・運営主体 主に区。維持管理のみ委託。

主な営業時間 ―

主な休館日 ―

主な事業内容 公営住宅の管理運営

平成21年度 平成22年度 平成23年度

区
営

206 217 217

98.6% 98.3% 98.5%

福
祉

225 235 232

93.6% 93.0% 91.6%

平成21年度 平成22年度 平成23年度

209 221 221

区
民

290 281 269

89.5% 86.6% 82.8%

240 253 253

324 324 324



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

戸数当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

普通 現状維持

普通 現状維持

不十分 改善・見直し

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1,162,466 1,196,140 1,149,779

586,085 603,431 583,785

2.187 2.252 2.179

26,850 26,850 28,900

603,231 619,559 594,894

－ － －

2.3% 2.2% 2.5%

812.878 823.235 813.071

50.7% 50.7% 50.5%

区民住宅については、事業創設から相当数が経過し、さまざまな入居対策を講じてはいるものの空
き家が恒常的に発生しており、いま「求められている住まい」について住宅需要の再整理を行う必
要があると考えている。

評価事業名

区営住宅管理経費

区営・区立福祉住宅管理経費

区立区民住宅管理経費

減免要件
住宅使用料は、利用者の所得により法律の定めに応じて決定される。
区営住宅、福祉住宅については、失職、疾病などで著しく生活に困窮したとき、収入
が著しく低額である場合に、所得に応じて一定割合で、使用料が減免される。

人口千人当り戸数（戸数／人口×1,000）については、1.06で23区中16位であり、特別区平均1.16に
近い数値となっている。（平成23年3月現在）

―

　1か月あたり（豊島区全地区平均）
　　民間賃貸平均値  　　　　167,509円
　　区民住宅賃貸平均値　　150,357円
　　区民住宅平均㎡数　　　　　 62.69㎡

・区営住宅、福祉住宅については、現状維持。
・区民住宅については、平成27年度以降、契約満了後の取り扱いについて検討中。



事業番号 B-2

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 22 人

総面積 14,884 ㎡ ㎡

平均築年数 30.36 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名

施設整備地区数

実施事業数(件)

利用者数(人)

自主運営化地区数

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

地域区民ひろば

設置目的
　地域の多様な活動及び世代を超えた交流を推進するとともに、区民主体の自主的な活
動を促進することにより、広がりのある地域コミュ二ティの活性化に寄与すること。

施設当たりカバー人口 12,180

施設当たりカバー面積 591.4

施設様態
○旧高齢者福祉センター・旧ことぶきの家と旧児童館、区民集会室など地域の施設群を
再編し、乳幼児から高齢者までの「世代を越えた交流の場」とする。
○小学校区(池袋第二小と文成小は併せて1地区)を基礎単位として整備する。

運営形態・運営主体 17地区21施設は区直営。1地区1施設は、運営と施設維持管理の一部委託。

主な営業時間 9:00～17:00。子育てひろばの一部で平日10:00～18:00、土曜9:00～17:00

主な休館日
施設により日曜・祝日・年末年始、第1・3日曜・祝日・年末年始

又は第2・4日曜・祝日・年末年始

主な利用要件・対象者
年齢を問わず誰でも。個人利用は在住を原則とするが、

区外も可。団体利用は8割以上が在住者であること。

現在の主な利用者 登録した個人及び団体

料金体系 施設利用は無料

主な事業内容

○　施設の利用
○　高齢者の憩い、活動、健康増進、各種健康相談
○　乳幼児の遊び、子育て相談及び保護者の相互交流
○　生涯学習の機会の提供
○　区民の自主的な活動の場の提供
○　世代間の交流　ほか

平成21年度 平成22年度 平成23年度

631,428 665,724 603,037

平成21年度 平成22年度 平成23年度

18 18 18

11,175 12,276 11,590

631,428 665,724 603,037

0 2 1

18地区22施設 



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

※　切り分けが不能なため、上記経費には便宜上区民集会室関係経費が含まれている。

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

良好 拡充

良好 現状維持

普通 現状維持

普通 拡充

平成21年度 平成22年度 平成23年度

455,668 423,094 333,302

382,000 348,360 319,500

0 0 0

837,668 771,454 652,802

3.126 2.879 2.436

1.327 1.159 1.083

0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0%

45.6% 45.2% 48.9%

地域区民ひろば自主運営推進事業

減免要件 該当なし

本施設は、旧高齢者福祉センター・旧ことぶきの家と旧児童館、区民集会室など地域の施設群
を再編したものであり、豊島区独自の施設である。

該当なし

上述のとおり、本施設は豊島区独自の施設である。

○　未設置4地区での整備を推進中のため、多方面でのコスト増の要因がある。
○　老朽化対応の大規模改修工事が計画的に実施されているため、コスト増の要因がある。
○　以上の2点は、一方で利用者数の増及び地域コミュ二ティ活性化に資する。
○　運営協議会による区民ひろばの自主運営化は、コスト削減に資する。

○　未設置4地区での区民ひろばの早期整備推進
○　運営協議会による区民ひろばの自主運営の着実な推進
○　区民ひろばのセーフコミュ二ティステーション機能の充実・強化　ほか

評価事業名

地域区民ひろばの推進

地域区民ひろば運営協議会自立支援事業

セーフコミュ二ティステーション普及啓発事業



事業番号 B-3

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 158 人

総面積 184,587 ㎡ ㎡

平均築年数 31.57 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名
()内は目標値

遊具・施設の点
検回数(2回)

公園に居住す
る路上生活者
の数(30人)

苦情対応件数

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

公園・児童遊園・仮児童遊園・区民の森(池袋の森・目白の森)

設置目的
公園の健全な発達と利用の適正化を図り、区民の福祉の増進と生活文化の向上
に寄与することを目的とする。

施設当たりカバー人口 1,696

施設当たりカバー面積 82.3

施設様態
　防災施設のある公園10園、児童遊園7園
　キャッチボール場のある公園5園、児童遊園4園(5か所)

運営形態・運営主体 主に区。維持管理の一部を委託。

主な営業時間

　○公園・児童遊園・仮児童遊園　　終日
　○区民の森（池袋の森・目白の森）
       4月1日から9月30日　8:00～17:00
     10月1日から3月31日　8:00～16:00

主な休館日
　○公園・児童遊園・仮児童遊園　　なし
　○区民の森（池袋の森・目白の森）
  　  1月1日から1月3日および12月29日から12月31日

主な利用要件・対象者 どなたでも

現在の主な利用者 区内在住・在勤者

料金体系
　公園施設設置等の許可使用料　1平方メートル　1月　10,000円
　公園内の占用については、占用内容により占用料が生じる。

主な事業内容

　公園を安全で快適に利用できるよう維持管理を行う。
　①遊具点検　②清掃（トイレ清掃、除草、落葉清掃、親水施設等）
　③ごみ収集処分　④植物維持管理（樹木剪定、病害虫薬剤散布）
　⑤巡回警備

平成21年度 平成22年度 平成23年度

データなし データなし データなし

― ― ―

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1回 (50%) 2回 (100%) 2回 (100%)

42人 (+12人) 35人 (+5人) 32人 (+2人)

4,190 件 4,231 件 3,643 件



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率
※受益者負担（C）は区が直接収入する「占有料」

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

良好 現状維持

平成21年度 平成22年度 平成23年度

373,016 323,765 378,833

140,650 140,650 140,650

64,409 47,399 29,913

449,257 417,016 489,570

1.6766 1.5563 1.8271

― ― ―

12.5% 10.2% 5.8%

― ― ―

公園等維持管理運営事業

27.4% 30.3% 27.1%

減免要件 　町会や区が主催する行事等については、占用料を免除している。

　区立公園及び児童遊園の設置数においては、23区中14番目であるが、個々の面積が狭小の
ため、一人あたりの公園面積は、0.74㎡で23区中23番目である。

―

―

　一部の公園のごみ箱を撤去、新設の公園については、ごみ箱・灰皿を設置しないことによるご
み収集運搬費、清掃費等のコスト削減を検討中。

　ボール遊び、ドッグランなど公園に関しての要望があるが、区面積が狭小であり、公園用地の
確保が難しく、要望に叶う公園を設置することが困難である。

評価事業名



事業番号 B-4

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 1 人

総面積 2,843 ㎡ ㎡

平均築年数 21 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名
赤鳥庵利用件数

自主事業開催数

自主事業参加人数

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

豊島区立目白庭園

設置目的
より潤いのある街づくりの一環として、自然に接し、伝統文化を育む場として活用
してもらうため

施設当たりカバー人口 267,951

施設当たりカバー面積 13,010.0

施設様態
主要施設：茶室（赤鳥庵）、長屋門、六角浮き見堂、滝、池、流れ、ビオトープ、池
泉回遊式日本庭園、芝生広場、石塔、照明灯、ベンチ、駐輪場

運営形態・運営主体 指定管理者・指定管理者

主な営業時間
庭園：9:00～17:00（7/1から8/31は午後7時まで）
赤鳥庵：9:00～21:00

主な休館日
年末年始（12/29から1/3まで）
毎月第2・4月曜日（ただし月曜日が祝日の場合はその翌日）

主な利用要件・対象者 どなたでも

9,462 8,207 12,322

現在の主な利用者 各種団体、リピーター

料金体系

庭園：無料
赤鳥庵：【第1和室】午前3,800・午後5,200・夜間3,800・全日11,600
【第2和室】午前3,100・午後4,300・夜間3,100・全日9,600
【付属設備】午前・午後・夜間各1,200・全日3,600

主な事業内容
施設の貸し出し、各種イベント等の企画・運営。

日本庭園および赤鳥庵等の管理運営。

平成21年度 平成22年度 平成23年度

59.9% 57.6% 57.1%

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1204 809 1145

10 14 20

485 437 689



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率
※受益者負担（C）は区が直接収入する「占有料」

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

普通 現状維持

平成21年度 平成22年度 平成23年度

17,862 14,593 15,597

1,700 1,720 1,720

62 4,022 113

19,500 12,291 17,204

0.073 0.046 0.064

2.061 1.498 1.396

0.3% 24.7% 0.7%

0.0% 0.0% 0.0%

目白庭園管理運営経費

8.7% 10.5% 9.9%

減免要件 官公署が公益のために使用・占用するとき等

練馬区：向山庭園（同種）人口約700,000人に1施設
足立区：花畑記念庭園（同種）人口約670,000人に1施設
都   立：日本庭園9か所

特になし

椿山荘：八芳園：ホテルニューオータニ
（それぞれ入館入園無料だが庭園は施設利用者のみの開放）

・豊島区の文化の証および目白地域ブランドの中核施設として、また後世に残すべき財産とし
て継承できるよう、今後も民間の活力等を得ながら維持管理していく。
計画⇒赤鳥庵利用件数：1,200件、自主事業参加人数：500人

・　自主事業によるイベントを増やしているが、条例により利用料金の上限が定められているこ
とから、収益を得られる料金を指定管理者がむやみに設定することができない仕組みとなって
いるため、収益があがりにくい。
・　施設は本格的な数奇屋づくりであり、全体が畳敷きで収容人数が最大でも100名程度である
ことから、高額なギャラが要求されるイベントを組むことが難しい。
・　第一種低層住居地域に立地し閑静な住宅地であることから、音のイベントには制約がある。
・　1団体1部屋利用の場合、襖1枚で遮る和室の空きを埋めるには、異なる業種の利用者を許
可することが困難であり、結果的に1団体2部屋利用以外はなかなか利用を促進することができ
ない。

評価事業名



事業番号 B-5

施設名

１．基礎データ（ハード面）

施設数 31 人

総面積 13,114 ㎡ ㎡

平均築年数 10 年

２．運営状況データ

利用者数（率）推移

利用者（人）

利用率（％）

主な達成度指標

指標名

延利用者（人）

豊島区公開事業評価（平成24年度）施設データシート

自転車駐車場

設置目的 自転車の適正な駐輪利用および放置防止

施設当たりカバー人口 8,644

施設当たりカバー面積 419.7

施設様態
屋内駐輪場11箇所・屋外駐輪場 9箇所
路上駐輪場 9箇所・桁下駐輪場 2箇所

運営形態・運営主体 31施設のうち10施設は指定管理、21施設はシルバー人材センターに委託管理

主な営業時間 基本は始発から終電対応、目白・巣鴨地区の指定管理施設は24時間対応

主な休館日 年始の1月1日～1月3日まで

主な利用要件・対象者 区民をはじめ、だれでも利用可

現在の主な利用者 区内および近隣区の通勤・通学者　なお路上については買物客等が主

料金体系
主に、有人管理の駐輪場は3時間まで無料で、1日150円。路上駐
輪場は2時間まで無料、以後一定時間ごとに100円課金。

主な事業内容 自転車利用者の駐輪場所の提供

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1,488,001 1,730,066 1,873,740

93.1% 94.1% 90.7%

平成21年度 平成22年度 平成23年度

1,488,001 1,730,066 1,873,740



３．運営コストデータ （単位：千円または％）

事業費（A)

人件費（B)

受益者負担（C)

実質コスト（A＋B－C）

区民一人当たりコスト

利用者一人当たりコスト

受益者負担比率

減免率

人件費比率

４．その他データ

他区市町村（公営）の同種施設の状況（人口あたり設置数等比較すべきもの）

区民割引等の状況

区内及び近隣区の同種民間施設の状況（施設数・料金設定等）

今後の見通し・計画（利用数（率）・コスト・修繕等）

課題と認識している点

【参考】　関連する主な平成24年度事務事業評価名及び所管課による評価

現状の評価 方向性評価

普通 拡充

平成21年度 平成22年度 平成23年度

357,572 371,922 353,338

10,200 10,200 10,200

204,706 209,229 226,852

163,066 172,893 136,686

0.609 0.645 0.510

0.110 0.100 0.073

55.7% 54.8% 62.4%

2.4% 2.3% 2.5%

自転車駐車場管理運営経費

2.8% 2.7% 2.8%

減免要件 障がい者手帳・愛の手帳所持者、児童育成手当・生活保護費受給者は免除

練馬区78か所
板橋区63か所
中野区27か所
文京区27か所
北   区36か所

区内在住者は、一般2,500円・学生1,250円
区外在住者は、一般3,000円・学生1,500円

豊島区14か所
練馬区33か所・板橋区19か所・中野区7か所・文京区3か所・北区7か所

24年度中に池袋駅東口、新大塚駅路上、巣鴨駅白山通り路上に整備予定
25年度以降に大塚駅前地下、池袋駅南口公園内に整備予定

○自転車利用者は依然として多く、、駐輪需要への対応が求められている。
○既存の駐輪場施設の老朽化に伴い、大規模修繕が必要になりつつある。
○自転車の電動化、大型化に対応できる駐輪施設整備が求められている。

評価事業名


