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本書について

１．掲載施設について

(1)

(2)

1.区が保有、管理する不動産

　　①公用施設(区が事務または事業等を執行するために使用する施設）

　　②公共用施設（主に区民が使用する施設）

　　③その他施設（施設整備予定事業用地、資産活用財産、民営化された施設等）

2.①,②及び③民営化された施設と同様の機能を果たす民間施設

　（高齢者在宅サービスセンターは民営化された施設に限って掲載する）

※以下の不動産は除く

　主たる施設の簡易な付帯的建築物

　私道、道路用地、廃道敷

(３) 掲載順序は、豊島区基本計画の分野別体系順とした

２．本書の構成

(１) 主な施設の概要（ 4 ～71  ページ）

(２) 施設現況データ（72～16９　ページ）

(３)

(４) その他のデータ（20６～21７　ページ）

・各区民集会室等の利用状況

・道路面積

(５) 施設マップ（218～229　ページ）

・主な施設種別ごとに地図に掲載した。

(６) 主な施設の改修経過表　（230～244　ページ）

　主な施設の大規模な改修補修工事、金額を掲載した。

３．「経常的な施設管理経費」について

(1) …大規模改修以外の修繕についての支出額

(2)

(3) …土地･建物等の賃借のための支出額

掲載基準日は平成２２年4月1日とした。基準日以降に閉館等があった施設については、その旨

を注記した。

掲載対象施設は、以下のとおりとした。

　施設種別ごとに、施設数、運営形態、利用形態、利用状況、経常的な施設管理経費等を掲載
した。

個々の施設の、所在地、構造、土地･建物面積、所有権等を掲載した。

複合施設一覧　（168～20５　ページ）

概要掲載施設で、複数の施設が併設しているものを掲載した。

　　「1.主な施設の概要」の「Ⅳ経常的な施設管理経費」については下記の基準により算出し

た。

修 繕 費

委 託 費 …施設管理に関する委託（受付、清掃、保守点検、警備、指定
管理等）のための支出額

賃 借 料
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(4)

(5)

(6) …使用料・貸付料等、施設使用の対価の収入額

４．掲載内容について

　　　「2.施設現況データ」は下記により記載した。

(1)

(2) 複合施設の場合は以下のとおりに表記した。

・建物構造、建設年、土地面積、所有権等は主たる施設に記載

・従たる施設については、「親施№」欄に上記親施設の№を記載

・用途面積 ： 当該施設のみの床面積を記載

(3) 建物の構造は、下記の分類により表記した。

・SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・RC ： 鉄筋コンクリート造

・S ： 鉄骨造 ・W ： 木造 ・B ： ブロック造

(4) 補助金襴には、施設整備のための補助金の交付の有無を掲載した。

(5)

区立施設

民営施設

運営欄については以下の通りとした。

・区が直接運営している施設は「直営」とした

・施設の運営を民間企業等に委託している施設は「委託」とした

・指定管理者が管理・運営をしている施設は「指定管理者」とした

・区立施設以外で区内に存在する同種施設（区から民間に移行したもの含む）

人 件 費 相 当 額 …「各施設の維持管理に従事する職員数×平成21年度の職員平

均給与額」で算出

使 用 料 等

(注1)減価償却費及び人件費相当額以外の経費は、平成2１年度の決算額による。

(注2)数値は千円未満を四捨五入し、端数処理はしていないため、合計額と一致しない場合が
ある。

面積欄の数値は、原則として財産台帳の数値によった。

減 価 償 却 費 …「財産台帳の現在価格÷建物の耐用年数」で算出（定額法）

　耐用年数は、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート造

を50年, 鉄骨造、ブロック造を30年、木造を20年として算出

　（法定耐用年数を簡略化し適用）
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