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審議経過 

１．開 会 

原田委員長 : それでは、第６回の政策評価委員会を開催いたします。 

企画課長 : 出欠について申し上げます。外山委員、大﨑委員、齊籐委員から欠席のご連絡を受け

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、まず資料６-１-１「安全・安心の確保」について、これは６つ目の地域づ

くりの方向の残り１つの政策でございますけれども、ご説明をよろしくお願いいたしま

す。 

総務部長 : それではご説明をさせていただきます。まず政策の概要については「安全・安心の確

保」ということで、区民・事業者・警察その他関係機関と連携して、区民の自主的な防

犯・事故防止活動の支援をし、犯罪や事故などを未然に防いで、安全・安心なまちづく

りをすすめます、としております。施策の体系としては、治安対策と交通安全対策がご

ざいます。所管部局は総務部と都市整備部でございます。 

次に成果指標の進捗状況でございますが、それぞれ担当の課長からご説明をさせてい

ただきます。 

治安対策担当課

長： 

まず、成果指標の進捗状況ということで、１番の防犯パトロールの団体数を挙げさせ

ていただいております。理由につきましては、治安回復のため、犯罪を減少させるため

には、自主防犯努力の向上が不可欠ということから選定をしております。設定年度の平

成 21年度が 125団体ということで、目標といたしましては平成 27年度には 160団体と

いうことで設定をしております。 

設定目標の根拠でございますが、区内３つの警察署がございまして、防犯活動には警

察の協力が必要ということで、警察署単位で年２団体を目処に努めていただきまして、

年間６団体、それを年度ごとにかけまして、端数を切りまして 160団体ということで設

定をさせていただいております。 

取組状況といたしましては、区としては、パトロール団体はボランティアでございま

すので、ボランティア団体を補助するための活動といたしまして、防犯団体にベストや

誘導灯等の機材を貸与しているところでございます。 

達成に向けた課題でございますが、防犯に取り組む皆さまの高齢化など後継者が不足

しておりまして、若年層の確保といった課題が現在残っております。総合的に評価Ａと

しておりまして、現在順調に進んでいる状況でございます。 

続きまして、２番の犯罪の発生件数ということでご報告いたします。指標に選んだ理

由につきましては、犯罪が減ることで、区内の安全・安心にまさに直結することから選

定させていただいております。設定年度の平成 21 年度の刑法犯の認知件数は、豊島区

内では 7,855件でございました。平成 27年度には 20％を目途に減じた数ということで、

6,300件という数字を挙げさせていただいております。なぜ 20％減じた数にしたかとい

いますと、犯罪をゼロにすることは不可能でございますし、犯罪抑止に取り組む中、10

年連続で刑法犯の認知件数が前年を下回っている状況下、下げ止まりにきている状況下
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でございます。可能な数ということで 6,300件と設定をしております。 

取組状況といたしましては、安全安心パトロール隊による区内パトロールであると

か、防犯カメラ設置促進等を行いまして、刑法犯の認知件数は年々減少しております。

ちなみに平成 16 年は刑法犯の認知件数が 10,739 件であったのが、平成 25 年度末には

5,960件に減るなど、成果が出ているところでございます。 

達成に向けた課題といたしましては、繁華街における迷惑な客引きであるとか、傷害

事件なども増加し、強盗事件等重大事件の発生、また、振り込め詐欺対策などが課題と

して挙げられている状況下でございます。 

続きまして、３番の犯罪の不安がなく安心して暮らせると考える区民の割合という項

目については、体感治安をパーセンテージで表わしたものということでご認識をお願い

いたします。アンケートにつきましては、「協働のまちづくりに関する区民意識調査」

ということで、３年に１回、区民 5,000人を対象に実施をさせていただいているもので

ございます。平成 22年度の結果では、池袋駅周辺の体感治安が、「とても安心」また「や

や安心」と回答した方がだいたい 25％であったということで、それを基に設定をさせて

いただいております。「安心」という答えが増えなければ、体感治安が上がったと言え

ませんので、そのように目標を設定させていただいおります。 

取組状況といたしましては、安全安心パトロール隊によるパトロール、あるいは防犯

カメラの設置促進、犯罪の発生状況、また不審者情報等を安全安心メールで配信するな

どの取組を実施しております。区内における刑法犯の認知件数は年々減少しており、現

状につきましては、効果が上がっていると思われます。なお、数値的には平成 25 年度

の結果しか載ってございません。したがいまして、次回のアンケートでさらなる飛躍を

目指すということで、パトロール等の強化に向けて取り組みたいと思っております。 

達成に向けた課題につきましては、先ほどと同様で、繁華街における客引きであると

か、傷害事件の増加、強盗等の重大事件、あるいは振り込め詐欺対策を積極的に推進い

たしまして、区民の皆さまの体感治安を向上する活動に傾注したいと考えております。 

交通対策課長: 続きまして、交通事故発生件数につきましてご説明をさせていただきます。 

まず設定指標でございますけれども、区内道路において、車輌あるいは区内は路面電

車、都電も走っております。それから地下鉄等の列車の交通によって起こされる人の死

亡または負傷を伴う事故数をカウントすることによりまして、安全・安心の指標とした

いと思っております。目標の設定年度の平成 21 年度は、豊島区の交通事故発生件数と

しましては 958 件ございました。目標年度の平成 27 年度にはこれを 800 件まで下げた

いということで目標を設定してお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、豊島区交通安全計画に基づきまして、交通事

故の減少傾向を定着させるということと、さらなる減少を目指す必要があるためにこの

指標を設定しております。 

目標の設定根拠でございますけれども、毎年３％ずつ交通事故件数を減少させるとい

うことで設定をしております。 

取組状況・成果でございますけれども、こちらはセーフコミュニティの活動と連携を

図っております。セーフコミュニティは自転車事故のほうをメインに特化しております

けれども、そちらと連携を図りながら交通安全の普及啓発、交通事故発生件数を減少さ
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せるということに力を入れておりまして、現在のところ予想を下回っているという結果

になっております。 

今後の課題でございますけれども、減少傾向は続いております。しかし、この傾向を

一時的なものにするのではなく、これからもこの傾向を定着させて、さらに交通事故の

死傷者数を減らしていく必要があるというところを今後の課題としております。 

総務部長： 最後に、政策全体の評価をご説明させていただきます。 

まず進捗状況でございます。区内における刑法犯認知件数は、年々減少してございま

す。その他の成果指標からもおわかりのとおり、区内の安全・安心なまちづくりは一定

の成果をあげているものと考えておりますけれども、本年６月に危険ドラッグと呼ばれ

る薬物を吸引したことが原因とされる死傷事故が池袋駅西口で発生してしまいました。

我々も非常に冷水をかけられた思いだったのですけれども、ただ、区では事故の 10 日

後には議会で「違法ドラッグ・脱法ドラッグ撲滅都市宣言」を議決する他、翌日には区

民 1,000人を集めた区民集会、撲滅のための集会を開かせていただきました。このよう

にドラッグをＮＯということを全国に発信できたと考えてございます。この辺りはセー

フコミュニティ認証ということで、区民の皆さまと一緒に安全・安心をつくっていこう

という気運が現れたものと考えてございます。それから、交通安全対策のほうでござい

ますけれども、こちらも交通事故の絶対数は減少しておりますけれども、高齢者や自転

車の関与する事故の比率が高くなってございます。区民から自転車運転のマナー向上や

事故防止を求める声が高まっておりまして、そうした状況を踏まえて、平成 24 年９月

に「豊島区自転車の安全利用に関する条例」を制定、施行したところでございます。 

次に環境変化でございます。区内をはじめ日本全国において、危険ドラッグ撲滅の気

運が高まっておりまして、豊島区においても、色々ございますけれども、この危険ドラ

ッグ販売店の一掃が緊急の課題となってございます。交通安全のほうもセーフコミュニ

ティのまちづくり実現に向けて、特に自転車利用の安全対策が官民協働で推進すべき重

要課題となってございます。 

今後の方向性について、危険ドラッグ販売店を区内から一掃するための取組を進める

とともに、その他、悪質な客引き、振り込め詐欺等の色々な課題がございますので、そ

の辺りを区民、警察等の関連機関との連携を密にしながら対策を進めてまいります。交

通安全対策のほうでございますが、広報紙やホームページをはじめ警察や関係機関、地

域とともに、自転車安全利用キャンペーンや街頭での交通安全指導を行うなどの様々な

活動を通じて交通ルール順守、マナー向上の取組を行う必要があると考えております。 

原田委員長： ありがとうございました。まず私からひとつだけ質問いたします。今回、成果指標に

ついて４つすべて目標を達成していて、Ａという評価がなされています。それは非常に

望ましいことだと思うのですが、目標が達成できても、それが例えば、全国的に車の台

数が減っているとか、通行量が減っているとか、あるいは犯罪の認知件数が例えば重要

犯罪に偏っているとか、そのような区役所以外の努力というか、色々な社会経済状況の

変化によって生じているのであれば、努力はしているのだけれども努力以上の他のファ

クターの影響が大きいということもあり得るかもしれない。他の区と比べて、犯罪発生

件数や交通事故発生件数は一定の成果をあげているといって本当に良いのかどうか。要

するに、エビデンスとして、そうしたものがあるのかどうかをお聞かせいただければと
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思います。いかがでしょうか。 

治安対策担当課

長： 

まず２番の犯罪発生件数につきましては、平成 14年に警察のほうで、「犯罪抑止総合

対策」というのを始めまして、それから 11年連続で下回っている状況下でございます。

委員長のご指摘のとおり、他の区につきましても、同様に下がっているところでござい

ますが、豊島区といたしましては、他の区の模範となるような防犯対策を行っておりま

す。池袋という大繁華街で、これだけ 50％近く犯罪を減らすというのは非常に難しいと

ころでございますので、そういったことを評価させていただいているところです。 

原田委員長： 具体的に、どのような活動が成果につながったのでしょうか。 

治安対策担当課

長： 

区民の皆さまの自主的に行うパトロール活動につきましては、他区と比較しても、数

段努力していただいているものだと思いますので、そこについて評価をしております。 

原田委員長： 交通のほうはいかがでしょう。何が良かったのでしょうか。 

交通対策担当課

長： 

例えば、平成 21 年度を 100 件としますと、平成 25 年度は約 70 件という、交通事故

件数が約 30％減っております。他区の事例がございませんでしたので東京都の事例でい

いますと、東京都は 75％くらいですので、東京都全体よりは５％ほど交通事故発生率が

下がったのかと思っております。 

豊島区独自のキャンペーンも色々とやっていますけれども、やはり警視庁、警察の尽

力も大変大きいものがあると思っています。特に豊島区は、自転車の事故が多いという

ことで、特に池袋周辺で取り締まりといったことも重点的にやられていることもありま

すので、豊島区独自の事業だけではなくて、警察との連携がうまくいって、この件数が

減ってきたというように考えております。 

Ｄ委員: 委員長の質問と若干被るところもあるのですが、犯罪件数と交通事故件数について

は、重大なものとそうでないものの発生件数がそれぞれ１件と、同じようなウエイトで

単純に加算されていると。それ自体も問題だと思うのですけれども、具体的に、犯罪件

数でいえば殺人事件が一番重たく、交通事故でいえば死亡事故が一番重たくなると。そ

のような重大な事件・事故というのが実際に減っているのかどうかというのは、豊島区

としては把握されているのでしょうか。 

治安対策担当課

長： 
毎月、警察からデータをいただいておりますので、把握をしているところです。 

Ｄ委員: 実際には減ってきているのですか。 

治安対策担当課

長： 

全体数が減っておりますので、減っておりますが、身体犯ですね、傷害や暴行につい

ては若干増加傾向にあるという状況下でございます。 

Ｄ委員: ここの犯罪率は、軽いものとしてはどのように考えるのですか。 

治安対策担当課

長： 

一番軽いのは、万引きであるとか。 

Ｄ委員: 万引きも入るのですか。 

原田委員長： 窃盗ですよね。 

治安対策担当課

長： 

圧倒的に多いのは、万引きと自転車の泥棒でございます。 

Ｄ委員: わかりました。 

交通対策担当課 交通事故でございますけれども、やはり死亡事故が一番重いものでございますけれど
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長： も、本当にその年によってまちまちでございます。ここ数年をみますと、平成 23 年が

１人死亡、平成 24 年が４人死亡、平成 25 年が３人死亡で、平成 26 年は年度途中です

けれども３名の方ということになっています。過去に多い年では７人くらいの方もいら

っしゃったのですけれども、その年によってまちまちです。最近は、３人から４人くら

いで推移しております。また、重傷者につきましては、年々低下傾向にありまして、平

成 23年が５人、平成 24年が６人、昨年が２人ということで、こちらは減ってきている

のかなと。ただし、交通事故はなかなか偶発的なものがありますので、全体としては少

なくなっていますけれども、死亡事故などは偶発的なものがありますので、一概に低下

傾向にあるかといわれると、そういったことはちょっと見当たらないということです。 

Ｅ委員： 確認と質問が１つずつあるのですれども。評価の中で、防犯パトロール団体数が増え

たので犯罪発生件数や体感治安に関して良い面が出ているというように、ここの文章の

中で受け止められます。先ほど委員長のお話ではないですけれども、ここの関係性とし

ては、それで正しいということでよろしいでしょうか。 

治安対策担当課

長： 

そのとおりでございます。 

Ｅ委員： そうすると、防犯パトロール団体数は数なのですけれども、区内の団体としての数で

はなくて、なにかカバー率とか、そのようなものは資料としてございますか。 

治安対策担当課

長： 

防犯パトロールで積極的に活動しておりますのは、池袋西口と東口、巣鴨の駅前地区、

大塚の駅前地区で、環境浄化団体というものを設置させていただきまして、取組を行っ

ております。平成 25年度は、約 80回前後のパトロールに取り組んでいるところでござ

います。 

Ｅ委員： もうひとつよろしいですか。大変すばらしい結果で評価がＡということになっている

のですけれども、計画のほうでは平成 26年度は、全て平成 25年度と同じか、交通事故

発生件数に関しては目標を下げていらっしゃるように数字として見られます。例えば、

この防犯パトロール団体数や関係機関との連携をもっと強めていけば、特に犯罪件数と

交通事故件数に関しては、これは次の課題かもしれませんが、平成 26 年度以降、もっ

と高い目標を掲げられてもおかしくないのではないかと感じたのですが、いかがでしょ

うか。 

治安対策担当課

長： 

計画ということで、それぞれ平成 25 年度の数を計上させておりますが、実際、中身

といたしましては、非常に高い努力をするような取組を行っているところでございます

ので、ご理解のほどをお願いいたします。 

Ｂ委員： 委員長などの先ほどの質問と重なってしまうのですけれども、おそらく現場の担当者

の方は、現場の勘のようなものがあって、数値目標の設定をする場合にも、例えば「犯

罪発生件数 20％減で妥当だな」とか、「交通事故発生件数毎年３％程度減少するものと

してやれば妥当だな」ということは、現場の人たちとしてはわかるのかもしれないので

すけれども、外にいる私のような者にはなかなかわかりにくいです。先ほど説明の中に

ありました都の平均数値といったものをお出しになられると、「最初の設定自体が甘か

ったのではないか」「もうちょっと違うのもあったんじゃないか」というように思われ

ないで、あくまでも「私たちの努力によってこれらの実績をあげたんだ」というような

説明ができるようなかたちになり、実際に取組が反映されて良いのではないかというよ
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うに思いました。それが１点目です。 

あと、少し細かいのですけれども、政策全体の評価の進捗状況に「このような日本社

会全体の安全・安心を脅かす事件が発生した際に、豊島区から全国に向けて対策を呼び

かけるメッセージを発信できたことは、セーフコミュニティ認証都市であればこその役

割を果たしたものと考えている」というのが、なんとなくひっかかるものがあります。

具体的にどのような取組をしたのかを書くか、または、「セーフコミュニティ認証都市

であったのだけれども、このような事故が起きたので、さらに対策を強化した」とか、

そのほうが外の人からすると、前後が逆かなと思いまして、ここがどうしてもひっかか

る表現だと思いました。 

原田委員長： 確かに私たちにとって危険ドラッグのあの事件は非常に残念な大きな事故ですけれ

ども、政策全体の評価において何かその色が非常に強いなという感じが私もします。 

全般的に各委員からの発言からすると、進捗状況はかなり望ましい状態で、それ自体

としては評価できるのですけれども、例えば、これをもって残りのあと 22 区に「うち

は凄いんだよ」というように自信を持って自慢ができるというか、「こういう施策、事

業がうまくいったんだよ」ということがいえるくらいの実際の評価ですね、成果が出て

いるのであれば良いという話ではなくて、なぜうまくいったのかということを掘り下げ

て分析してみることは引き続き要るのかなと。その場合に、ひとつのきっかけとしては、

先ほどご紹介いただいた都や他区の状況で、単純に前より良くなったということだけが

本当に区の努力なのかどうかというようなところを、きちんと見定めるところが必要な

のかなという気がいたしました。 

Ｆ委員： この「安全・安心の確保」について、私ども非常に力を入れております。人と予算と

公的な面の規制を強化すると、この３点セットを中心にしてやっています。例えばこの

防犯パトロールにしても、もちろん民間の方のお力なのですけれども、区の職員も年間

を通して当番制で一緒に歩いているというような取組もしております。さらに、危険ド

ラッグの関係の条例も直ちにつくり、今、議会に提案しているところです。それから、

明年の第１回定例会では、今、立案中なのですけれども、ここにあります客引きの規制

も他に例のないような条例を立案しています。さまざまな取組を積極的に行っておりま

す。そういったものが全部まとまってこのような成果になっているわけです。 

治安対策担当課

長： 

危険ドラッグの対策につきましては、６月の本当に痛ましい事故を受けまして、官民

あげて撲滅対策に取り組んでいる状況下でございます。具体的な成果といたしまして

は、事故発生当時、区内に危険ドラッグを売っている店が 10 店舗ございました。新宿

のほうは、確か 16 店舗くらいあるということで、現在も相当数あるということでござ

います。そんな中で豊島区については、条例あるいは不動産業界との覚書等、様々な施

策を行いまして、10店舗あったのが現在２店舗まで減少しているところでございます。

その１店舗も系列店が取り締まりを受けたという報道が今朝出ましたので、おそらくな

くなるのではないかなと、ゼロに向けてさらなる強化をしていきたいと思っておりま

す。10店舗あったのをゼロにしたというのは、おそらく他区でもないと思いますので、

今後とも頑張っていきたいと思います。また、客引きにつきましては、池袋駅西口、東

口、確かに減ってはきているのですが、やはり数十名はいるという実態でございます。

ただ、新宿の繁華街比べますと、これはまちを歩いていただきますと本当にわかると思
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いますが、おそらく 500人くらい客引きがいるのではないかと思っております。やはり

それにつきましては、先ほどから何度もご報告させていただいておりますが、まちの

方々の努力であるのかなと。ただ、パトロールをボランティアでやるだけでは、客引き

を減少させることはできませんので、既存の客引きを禁止した生活安全条例をさらにグ

レードアップして対応したいと思っております。これは 2月の議会のほうにできれば上

程したいと考えております。 

原田委員長： このテーマは、やはり豊島区にとっては生命線の指標なので、自信がおありになるの

であれば、本当にどんどん看板でも垂れ幕でも下げてもらって、どんどん人に住んでも

らうような、やはりそのような指標なのかなという気が、個人的にはいたしました。あ

りがとうございました。 

それでは続きまして、資料６-１-２「みどりのネットワークを形成する環境のまち」

ということで、ご説明をいただくことにいたします。 

土木担当部長： それでは、まず５－１「みどりの創造と保全」から説明をさせていただきます。こち

らにつきましては、公園や屋上緑化といったような様々なみどりによって、色々な環境

浄化やヒートアイランドといったものに対して貢献していくというものでございます。 

まず１番目の緑被率につきましては、現在、平成 12 年度の測定によりまして 12.9％

というような指標でございます。計画では本年が調査だったのですけれども、１年先送

りというかたちで、今回のところについては来年度調査ということになりますので、数

値は入っておりません。 

取組状況・成果ですけれども、様々な施策によって、現状を維持していくといった目

標でございます。 

次に２番目の一人あたりの公園緑地面積でございます。豊島区は 23 区の中で一番公

園が少ない区でございます。国立、都立の大きい公園がございません。長崎中学校の跡

地にできました、南長崎スポーツ公園の 1.2haが最大の公園でございます。それと、160

か所の公園等がございますけれども、そのうち半分が 500㎡以下というようなことで、

小さいものがいっぱいあるのですけれども、大きいものがないという状況でございま

す。こちらのところは、この間、色々と整備をしておりますけれども、ここ３、４年間

で豊島区は非常に人口が増えておりまして、分母が増えるというようなこともあります

ので、当初のところ 0.72㎡ございますけれども、現状、平成 25年度末では、0.76㎡と

いうような一人あたりの状況でございます。こちらにつきましては、今後、造幣局跡地

といったものを整備していきますけれども、今のところ人口が増え続けているという現

在の人口増の状況ですと、ほぼ横這いの想定でございます。 

３番目の公園緑地面積でございます。21年度のところで、187,812㎡というようなと

ころでございまして、平成 25年度末で約 16,000㎡増えました。豊島区の場合ですと、

都立の公園や国立の公園は今後も見通しも予定もございません。ですので、この辺りの

ところは区単独で、地道な努力でやっていくというところでございます。このため、や

はり経費の部分、財源の部分、あと大きい空地が豊島区はほんとないのです。今後、大

学や高校などが移転するというようなことがない限り、まとまった土地ができる見込み

がないものですから、この辺りも引き続き、着実に地道に取り組んでいくところでござ

います。 
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次に４番目の区の街路樹本数でございます。先ほど、みどりを増やすということで、

やはり面的な部分で公園を増やす、線でつなぐというようなネットワークということ

で、街路樹の本数、そういったものも少し植えられるところでも、なるべく植えていく

というかたちで少しずつ増えてございます。こちらにつきましては、目標値を超えたと

いうようなことでＡという評価をしてございます。 

次に５番目の区道の街路樹の設置割合でございます。闇雲に道路に木を植えられるわ

けはでありませんで、最低でも道幅が 10ｍないと、歩道をつくることができません。歩

道をつくって初めて街路樹や低木を植えられるというようなことでございますので、道

路幅員 10m以上の区道に対して、どれだけ街路樹が植えられるかという目標を立てたも

のでございます。こちらのところにつきましては、今のところ約４分の３のところにつ

いてそれが達成できているということでございます。今後、区施工の都市計画道路 173

号線ができあがりましたら、もう少し増えるだろうというものでございます。 

施策の進捗状況でございますけれども、これだけでなかなかみどりが増えないという

ことで、成果指標にございませんけれども、平成 21 年度より「グリーンとしま」とい

うようなことで、「いのちの森」のところで、椎、タブ、樫の苗を植えております。10

年間で 10 万本という目標で、初年度が学校、２年目が公共施設、３年目が公園、その

後５年目は都立の学校というようなところにも働きかけてやってございます。これまで

47,000本あまりの植樹を行ってまいりました。この辺りのところ、だんだん植える場所

が少なくなってきておりますけれども、公園の開園時には必ず植樹を行うなど、そのよ

うな活動で地道にやっていっております。 

今後の方向性ですけれども、みどりのそのようなネットワークの問題、苗木配布であ

るとか、みどりで地域の活動をやっていくという向こう三軒両隣に苗を提供して植えて

いく「界わい緑化制度」という取組も始めてございます。このようなところで少しでも

緑を増やしていこうと。あとは、ただ単純に植えるようなみどりだけではなくて、質的

な問題であるとか生物多様性地域戦略に基づいて、例えば外来種をやめて、日本固有・

古来のものを植えていくというような取組も今やっているところでございます。 

原田委員長： ここまでで、少し私からコメントをいたします。先日の都市整備部のところでも申し

上げたのですが、指標がないというのは話にならないので、基本構想審議会では「まさ

か次回はこんなことになりませんよね」というようなことまで申し上げております。私

以外にも委員の方が非常に厳しい反応をなさっていたので、おそらくこういったことは

次回ないように、定期的に取れるものをぜひとも挙げてくださればと思います。特に、

緑被率の調査を延ばしたというのは、何か理由があるのですか。予算的なものですか。 

土木担当部長： ５年に１度、調査をかけているのですけれども、平成 26 年度の新規予算要求に上げ

たのですけれども、残念ながら１年先送りというような、予算取りのところで落ちたと

いうことです。 

原田委員長： わかりました。ここは大きく変わることはないのだろうという気がするので、例えば

緑被率ではなくて、新規にどこが増えたとか減ったとかということはわかりますか。例

えば公園が１つ増えた場合には緑被率がどれくらい増えたというのは、一応数字では出

せそうな気がするのですけれども。 

土木担当部長： 例えば、そのような公園が増えたとか、マンションの建設に伴って屋上緑化とか、そ
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のような平面的に、条例に基づいて緑化指導を行っているところについては把握できま

す。しかし、そのようなところにかからない部分、住宅のところのお庭がなくなってカ

ーポートになるとか、貸家を庭先につくるというようなかたちで減っていくものについ

ては、面積が小さいものは届け出が要りませんので把握ができないというところがござ

います。 

原田委員長： なるほど。ばっちり正解を求めるということではなくて、だいたいこのようになって

いると、わかる範囲で一定程度ぼやっとつかまえていくというような指標も今後はあっ

ても良いのかなと。「あまりきっちり出ないので答えません」と言われるよりは、「き

っちりわかりませんでしたけど、こうでした」というほうが、まだディスカッションが

しやすい。多分、指標というのは区民と行政とのキャッチボールの第１球目ですので、

１球目が投げられないとなかなか議論としてはしづらいし、関心を持たれづらいのかな

という気がいたします。 

Ｄ委員： ひとつ意見としては、今後の方向性に書かれている民間との提携なのですけれども、

生垣を進めたり苗木を配ったりというのは、現状ではほとんどされていないのですか。

ちょっとそれは遅れているなというのが正直な感想なのですが。 

土木担当部長： この辺りのところは、やっているのですけれども、やはり生垣の場合ですと、１年に

２回くらい切らなければならないというような手間がかかると。 

Ｄ委員： 補助金を出したりされているのですか。 

土木担当部長： 補助金とかそういったものも、だいたい 23 区の平均よりは少し上のところで設定は

しています。新たにつくるものですね、今、塀となっているものを除却してつくる部分

について、あまり進んでいかないというところがございます。 

Ｄ委員： ということはやられているということですね。 

土木担当部長： はい。 

Ｄ委員： それと、総事業費が平成 23年度の実績から平成 26年度の計画で毎年かなり増えてい

っているのですが、その大きな理由は何でしょうか。 

土木担当部長： 平成 24、25年度のところでは、新たに公園として整備しているものがありますので、

その辺りのところで事業費が増えているというところがございます。4,000 ㎡近くの公

園がだいたい毎年、この辺りの平成 24、25年度で、平成 26年度も 3,000㎡と 4,000㎡

を今つくっておりますので、7,000 ㎡くらいまた増えていくのですけれども、ちょうど

今その時期にかかってきているというところで、この辺りのところが増えているという

ことでございます。 

Ｄ委員： わかりました。 

原田委員長： 私は、他の自治体でも政策評価をさせていただく機会があって、生垣だとか苗木の無

料の配布というのは、緑の拡大につながらないのではないかと。実際につながらないと

いう自治体もやはりあるのですよね。ですが、もう豊島区の場合には、これをするしか

ないかなというか、なかなかやりようがない、やや手詰まり感もあるような気もいたし

ます。なかなか難しいですね。 

Ｅ委員： 評価のＡ、Ｂ、Ｃの話なのですけれども、それぞれの事業がお金も時間もかかるもの

ばかりですので、拝見すると年度ごとに着実に数値を伸ばしている。もしかしたら平成

27年度は目標に達成するかもしれないという数値に私には見えます。そのような場合に



第 6回会議録(H26.11.19) 
 

- 11 - 

は、この時点での評価としてはＡでも良いのでないかと思ったのですが、逆にいうと、

これをなぜＢになさったかというのが、ひとつ疑問がございます。 

土木担当部長： 確かに目標値を超えたもののところの「区の街路樹本数」については、Ａにしたので

すけれども、他のところについては、大きくとると急には上がっているのではなく、本

当に微増のところでやっているというようなかたちになっています。確かにこの 95％を

超えているものですから、Ａでもいいかと思うのですけれども、その辺りは微増でまだ

100を超えていないので、少し遠慮してＢというようなかたちにしております。 

原田委員長： 他の部局でも申し上げたのですけれども、また、私はいつも質問していたのですが、

何をもってＡにするのか、Ｂにするのかということが予め定められていないと、部局に

よって甘辛がでてきて、これくらいだったらＢと思うところが、他のところでＡになっ

たりすると。これは政策評価全体の問題ですけれども、予め「こういう指標を立ててい

て、これくらい達成したのだからＢだ」というような、何をもってというところは、ぜ

ひ今後も考えていただきたいと思います。 

Ｂ委員： 教えていただきたいのですが、政策全体の評価の中に、「成果指標にはないが、平成

21年度より「グリーンとしま」再生プロジェクトとして、10年間で 10万本を目標に」

植樹を進めている、「25 年度までに４万７千本余りの植樹等を行ってきた」というとこ

ろなのですけれども、この数字は指標でいうと、１つ目の緑被率の指標にのってくると

理解して良いですか。「この成果指標にはないが」のところがちょっとよくわからなく

て、この「４万７千本」はどこで把握されるのか教えていただきたいのですけれども。 

土木担当部長： やはり把握するとなると、１つ目の全体の緑被率のところでの向上につながってくる

のかなと。区でやれるところについては、隙間があるところについては、とにかく全部

植えたというようなかたちになっています。 

Ｂ委員： そうすると、政策全体の評価のところに、本来はその前のところをまとめたようなか

たちの評価をするのだけれども、のっていないものがここに新たに出てきて、しかも進

捗状況の半分くらいを占めているわけですよね、その後も出てくるから。全体の評価と

しては、異質なものが入ってきたように見えてしまうのですね。そうであるなら前に使

えばよいのにというような素朴な感想を持ちました。 

原田委員長： これは豊島区全体の、この政策評価の書類のつくり方自体の課題なのですけれども、

やはり“on going”で仕事をしていらっしゃる方からすると、こういった指標として掲

げているものは、既に過去でやったことであって、今やっていることをやはり書きたい

ということにして、どうしても書いてしまうのですよ。ですから本当は、全体のところ

から演繹してこうなんだという書きぶりでないと、何か議論が飛んでいるというような

気がすると。違うファクターが入っているわけでしょう。やはりそれは、まとめになっ

ていないのではないかと。ここからどうやって演繹して、要するに前のところがあるか

ら、こうなのだというかたちにしていただいたほうが、少なくとも進捗状況のところは

良いのかなという気が私はしますけれどもね。今後、ぜひこの辺りはお考えください。 

Ｅ委員： お伺いしたいのですけれども、前回の委員会でありました、東京都木造密集地域の解

消というプロジェクトは、都市整備部のご担当でしたか。 

土木担当部長： はい。 

Ｅ委員： 評価とは関係ないのかもしれませんけれども、木密を解消していく政策の中で、この
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みどりのネットワークあるいは緑被率等が、同時に進むというお考えはありますか。 

土木担当部長： 当然、木造密集地域のところですから、ゆとりなくぎっちり建っているわけですので、

非常にみどりの量が少ないところです。そのようなところに都市計画道路が入る、そう

いうようなところですと街路樹が植わる。それと、共同化して共同住宅とか建ちますと、

そのゆとりの空間のところに、当然、附置義務としての緑化、屋上緑化とかそういった

ところの可能性も出てきます。その木密の改善とともに、みどりの量も増えていくよう

なところは当然あろうかと思います。 

Ｅ委員： それですと、平成 26 年度以降の計画の中にはそれが入っていてということで理解で

きるわけですね。つまり先ほどと同じことで、平成 25 年度の評価はＢではなくてＡの

ほうが良いのではないかという意見なのですが、平成 26年度以降が平成 25年度のもの

あるいはそれ以下の目標になっているのが、他の政策と一緒にやることでもっと改善が

できると説明されたほうが、先ほどの住民の方も含めてなにか納得感があるのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

土木担当部長： ご指摘のとおり、そのような他の施策とともに、こちらの施策もなろうかと思います。

ただ、実現のところについては、若干タイムラグがどうしても出てくるという、当然、

道路とかそういったものですと、用地買収があって、初めて一定のところで進んでから

建物が建ち始めてきますので、そのようなところでのタイムラグも考慮して、その政策

の摺り合わせができるようなかたちにしていきたいと思います。 

原田委員長： 以前、区長にお会いした時に、「これだけ緑が少ないんだよ」という話をしたことを

非常に印象的に覚えています。やれることはやったと先ほどおっしゃったような言葉に

も典型的に象徴されていますが、なかなか区として、ドラスティックにやることは非常

に難しいでしょうし、コツコツやっていくしかない、なかなか手詰まり感のある分野な

のかなと。もしあるとすると、側面の緑化とかですかね。どうですか。 

Ｆ委員： 造幣局の話はあろうかと思います。 

原田委員長： 造幣局はドンといきますよね。ああいう出物があれば良いのですよね。 

土木担当部長： 出物がでてきますと当然いけるのですけれども、壁面緑化につきましても、助成制度

を創設してございます。昨年度は残念ながら 1件ですけれども、少しずつ垂直の面を使

ってやっていくというようなところも、新たな緑化の取組とか、そういうところも研究

しながら、また色々な手法を創設していきたいと思います。 

原田委員長： ありがとうございました。この５-１のところは、指標がかなりかぶっている指標で、

そのような意味では、非常に多面的に議論ができる、特定の指標だけでないというもの

は良い点だったのかなという気がいたしました。 

では続きまして、５-２「環境の保全」について、こちらは指標が２本でございます。

ご説明をよろしくお願いいたします。 

環境政策課長： まず政策についてでございます。人の活動による二酸化炭素の排出を原因とする地球

温暖化の対策が地球規模で求められております。本区におきましての取組・施策でござ

います。地球温暖化対策など地球環境に対する区民の関心が高まる中、人と自然が調和

した環境への負担の少ない環境重視の都市づくりを目指してまいります。区民・事業

者・行政の三者が一体となって、環境管理の仕組みを整備して定着を図るとともに、地

域の理解についての取組を推進するというものでございます。 
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成果指標の進捗状況の説明に移ります。まず１つ目ですが、温室効果ガス（ＣＯ2）の

排出量を設定しております。温室効果ガスの区内の年間排出量でございます。こちらを

設定しておりますのは、環境基本計画におきまして、平成 17 年度と比較して、20 年後

の平成 37 年度において 30％以上を削減するという目標を掲げておりまして、ここでも

同様の目標を掲げております。年度途中の平成 27 年度の目標というものを設定してい

ない関係で、平成 30 年度達成の目標に向けて排出量を減らすという方向性を矢印で示

しております。現状値は平成 19 年度の 1,612,000ｔでございます。平成 22、23 年度を

現状値と比較しますと平成 22 年度が 8.4％の減、平成 23 年度が 3.4％の減となってお

ります。 

指標の選定理由ですが、先ほど申し上げましたとおり、環境基本計画で掲げている目

標、温室効果ガス（ＣＯ2）排出量の削減ということで、二酸化炭素に限定して設定して

おります。 

目標の設定根拠ですが、目標数値は国・東京都の考え方を基本としまして、それより

も高い数値・目標を設定しております。温室効果ガスは６ガスございますが、95％以上

を二酸化炭素が占めておりますので、二酸化炭素を環境基本計画と同様に、削減目標の

数値として設定しております。 

取組状況ですが、再生可能エネルギーの普及拡大に向けた助成の実施、環境配慮行動、

家庭・事業者の行動の促進、また普及啓発を実施するということでございます。二酸化

炭素排出量は現状値よりも減少しております。また、平成 24、25 年度について数値を

記載しておりませんのは、この数値は私どもが算出しているわけではありませんで、特

別区協議会でまとめておりまして、その算出結果が出るのが２年後になっておりますの

で、数値は記載しておりません。 

達成に向けた課題ですが、エネルギー消費量は減少しているという状況はあります

が、原発の停止、火力発電所の稼働に伴いまして、化石燃料の使用が増えておりますの

で、ＣＯ2 排出量が今後も増加することが見込まれております。目標を達成するには、

あらゆる主体の行動がこれまで以上に必要となるというように考えております。 

環境課長： 続いて、２番の指標、道路や公園、街角などにポイ捨て等がなくきれいであると考え

る区民の割合についてご説明させていただきます。こちらは「協働のまちづくりに関す

る区民意識調査」の割合を指標にしております。 

指標の選定理由でございますが、多くの来街者でにぎわう池袋を中心とした地域で、

空き缶吸い殻のポイ捨てや落書きによるまちの美観低下が問題となっているため、この

ような意識調査の結果を使用しております。 

取組状況でございますが、路上喫煙・ポイ捨て防止のパトロール、啓発のキャンペー

ン、周知啓発活動等を展開いたしまして、きれいでさわやかな安全・安心のまちづくり

を目指して事業展開をしているところでございます。このような取組の結果、路上喫煙

率調査等の低下というかたちで現われてきているということでございます。 

達成に向けた課題でございますが、ポイ捨て防止は人々のモラルに頼るところが大き

いということで、このため、啓蒙・啓発活動はもとより、ポイ捨て実行者に対する直接

な注意・指導が有効な手段であると区としては考えておりまして、目標達成のために路

上喫煙・ポイ捨て防止パトロール員の増員を図りながら、徹底した指導体制を敷いてい
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く必要があると考えております。 

環境政策課長： 政策全体の評価でございます。省エネ・節電への意識が浸透して行動は定着しつつあ

りますが、原子力発電所停止の影響を受けて、二酸化炭素の排出量が増加して、エネル

ギー消費量が減少しているにもかかわらず二酸化炭素排出量は増えているという状況

になっております。低炭素地域社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大、

環境配慮の促進、交通対策による低炭素化、安全・安心で低炭素なまちづくりといった

取組について、あらゆる主体の行動が必要となってきております。 

また、環境美化の点についてでございますが、喫煙所の再整備は、現在の喫煙所の機

能の充実、新しい場所の開設などにより、たばこの火から歩行者を守るとともに、分煙

を徹底しているという進捗状況でございます。環境の変化としましては、パトロールの

強化、喫煙環境の整備が求められておりましたので、平成 23年５月 30日に「路上喫煙

及びポイ捨て防止に関する条例」を、前の条例の題名を変更しまして、路上喫煙の禁止

規定を新たに盛り込みまして施行したものでございます。今後の方向性ですが、安全・

安心できれいなまちづくりと副都心豊島区のきれいなまちづくりを目指しまして、より

一層、環境美化事業を展開していく必要があると思っております。 

Ｄ委員： ＣＯ２の問題とポイ捨ての問題を同列に扱われていて、かなり無理があるなというの

が正直なところで、このＣＯ２の問題というのは、清掃環境部のほうでどうにかできる

という問題では基本的にないですよね。何かに投資したら何かがあるとしても別のセク

ションだと思いますので、私はここでＣＯ２が出てくるというのは、あまり意味のある

評価をされているのかなという気が正直いたします。先ほどおっしゃっていた喫煙の場

所ですとか、そういうものの数ですとか評価すべき項目は他にもあったのではないかな

という感じはするのですが、いかがでしょうか。 

原田委員長： ＣＯ２削減の何か具体的な事業として区はなさっていらっしゃるでしょうか。それも

併せてお聞かせください。 

環境政策課長： 清掃環境部は、地球温暖化の対策のための事業あるいは普及啓発活動などを担当する

セクションになっております。こちらの環境の保全という大括りの中のひとつとして、

温暖化防止の対策事業を位置づけているという状況があると思っています。 

区の直接的な事業としましては、家庭・事業者に対する省エネ設備の導入に対する助

成金の交付、あるいは省エネ診断の実施、そういったようなことを実施しております。 

Ｄ委員： 清掃環境部としては、普及啓発をされているので、ある程度関与されているというこ

とですね。 

環境政策課長： 委員がおっしゃるように、区として二酸化炭素の削減にどれだけ取り組めるか、主体

的に取り組んで、その取り組んだ成果がいったい二酸化炭素の排出量の削減にどの程度

貢献しているのか、削減量はいったいどれくらいなのかというようなところは、環境基

本計画策定の際には一定の考え方がありまして、助成事業によって何トン減らすといっ

た目標があります。一方で、計画自体で、ここにありますように、平成 37 年度 30％以

上の削減といった場合に、それを区の事業として一体どれだけ削減できるかというと、

３％くらいの割合しかないというような状況があります。そのようなことから、目標達

成には、区民、事業者、区、都、国あらゆる者の行動が必要になるというような説明の

仕方をさせていただいているわけです。 
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Ｄ委員： 助成事業で何％削減できるかわかるというのはおっしゃるとおりだと思います。指標

がざっくりしていて、なかなか区の施策と効果がつながってこないのではないかという

気がします。 

原田委員長： 議論としては、このような大きな指標とともに、例えば３％だけ削減できるとすると、

助成事業がどれくらいなされたのか、というようなことで計ろうと思ったら、その３％

に限っては達成できたかどうかがだいぶわかるのではないかなという議論だろうと思

います。 

Ｂ委員： 指標１については、ＣＯ２排出量の結果公表が２年とって２年休んで２年とってと、

そのようなパターンになっているのでしょうか。 

環境政策課長： 説明が不十分でわかりにくくて申し訳ございません。毎年とっておりますが、算出結

果が確定して公表されるのに２年かかるという意味でございます。平成 24 年度の結果

については、来年の年度末に決定しまして、翌年の５月頃に公表されるというような見

込みになっております。 

Ｂ委員： わかりました。もうひとつ教えていただきたいのですけれども、指標２のほうは、ど

のような質問を投げかけて回答はどのようなものを聞いているのか、確認なのですが。 

原田委員長： 事務局のほうで今わかりますか。 

事務局： まず質問のほうでございますけれども、「道路や公園、街角などにポイ捨てや落書き

がなくきれいである」というのをどう思うかについて選択股からお答えいただくという

ようになっております。25 年度の結果では 28.5％の方が「どちらかというときれいで

ある」というように思っていると。「そう思わない」という方が 32.2％であるというこ

とになっております。 

原田委員長： この辺りは先ほどＤ委員がおっしゃったところもございます。実際に家庭の中でのＣ

Ｏ２の削減というものや、それと比較した事業者の削減の量からすると圧倒的に事業者

が多いわけであります。そうしたところについては、例えば東京都は電力使用量ではな

にか一定量使い過ぎると罰金のようなことはやっていますよね。 

環境政策課長： はい。 

原田委員長： そのような事業者の取組が多いのですが、区民の意識向上という点で、やはり区役所

がなさる事業は当然存在するわけで、そういった辺りをこうした全体のマクロな排出量

と併せて、掴まえていただくというのが必要なのかなという気がいたしました。 

それでは最後でございます。５-３「リサイクル・清掃事業の推進」について、２つ

ほど指標がございます。こちらは比較的、区役所の事業として掴まえることができるか

と思いますが、ご説明をお願いします。 

資源循環課長： まず政策の概要でございますが、資源循環型社会の構築を目指し、３Ｒを実現する施

策を展開しまして、さらなるごみの減量と限りある資源を有効に活用することにより、

廃棄物による環境負荷を軽減するということです。また、区民・事業者・行政の三者が

協働いたしまして、役割分担を明確にしつつ、廃棄物の発生抑制や再資源化などを進め

てまいります。 

次に成果指標の進捗状況の１番でございます。ごみ量を成果指標としてとっておりま

す。これは、区で収集している可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの年間収集量を合計した

ものでございます。平成 21年度の設定 64,496tが平成 27年度の目標は 59,292tという
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ことで設定をしております。 

指標の選定理由でございますが、循環型社会形成のために各主体による取組の進展度

合いを計測・評価してさらなる取組を促すためでございます。 

設定の根拠でございますが、ごみの発生抑制や資源回収量の増加によるごみ減量の推

進目標として設定しているものでございます。 

取組状況・成果でございますが、各主体のゴミの発生、抑制や資源化の取組によって

順調にゴミが減量しているということでございます。平成 25 年度実績においては、す

でに平成 27年度目標を達成している状況でございます。なお、平成 26年度を計画期間

の初年度として「第３次豊島区一般廃棄物処理基本計画」を策定しておりまして、新た

な目標を設定しているところでございます。 

達成に向けた課題でございますが、池袋副都心を中心に事業系のごみが多いというこ

とがありまして、事業者の自己処理責任に沿った廃棄物の民間収集移行を進めることが

一層重要であるというように考えております。 

続きまして、２番の資源化率の指標でございます。こちらはゴミの減量とともに、資

源量も近年微減傾向にあるということでございまして、新たな指標として資源化率を設

定しております。なお、後期目標は「平成 20 年度一般廃棄物処理基本計画」によって

おります。 

設定根拠でございますが、区で収集するごみと資源のうち、資源が占める割合を計測

することによりまして、循環型社会形成の進展度合いを評価することができるというこ

とでございます。 

取組状況・成果でございますが、ごみの減量が順調に進む中、使用済み蛍光管の拠点

回収や粗大ごみにおける金属分の売却など新たな資源化にも取り組んでいるところで

ございます。 

達成に向けた課題でございます。この後期目標の数字は「平成 20 年度一般廃棄物処

理基本計画」によるものですが、民間事業者によるリサイクル等の状況を把握すること

が困難なため、区の地域全体のリサイクルの進展が反映されていないということが伺え

ると思っております。 

続きまして、政策全体の評価でございますが、大幅なゴミの減量を達成しているとい

う状況です。ごみの減量を目的とした取組の進展を計測・評価するための一指標である

資源化率については、先程申し上げたとおりに、民間事業者等が行っているリサイクル

の状況を把握することができないため、資源化率の数値目標を改めたところでありま

す。資源循環型社会の構築に向けた区民・事業者・区の協働による取組は順調に進んで

いるということでございます。 

最後に今後の方向性でございますけれども、リデュース、リユースにおける地域の取

組を拡大させつつ、すでに民間事業者が担っているリサイクルルートの積極的な活用を

進めるなど、さらなるゴミの減量を目指してまいります。 

原田委員長： ありがとうございました。それでは質疑応答といたします。 

東京都内には、ごみの処理に関して自治体としてお手上げ状態というような団体が残

念ながらありましたよね。都市部ではごみ処理をきちっと区内でできる限りして、やっ

ていくことが自治体としての存続可能性に実は関わる、他の団体になかなかやってもら
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うわけにはいかないということがあり得ると思います。そういった意味で、豊島区とい

うのはどのように考えればいいのかと。広域処理せず自分の自治体の中で処理をすると

いうことに対して、どれくらい容量がまだあって、今どのような状況にあるのかという

のはおわかりになりますか。 

資源循環課長： 23 区のごみ処理については、23 区共同で一部事務組合を設立してやっており豊島区

については自区内に清掃工場を持っております。 

400ｔの焼却が可能な 200t×２という炉を持っておりますけれども、自分のところの

区のごみを焼却するには十分な容量でございます。だいたい 180t くらいの焼却で自区

内ではいけるような状況になっております。その他の余った分につきましては、他区の

ごみを少しずつ受け入れながら、容量をまかなっているような状況でございます。 

原田委員長： 粗大ごみあたりは広域処理しているわけですよね。 

資源循環課長： 粗大ごみにつきましても共同処理でございますが、集めまして、今は豊島区だけでは

なく複数の区でやっております。金属とそれ以外のものに選別しまして、金属は回収業

者に売却しまして、それを歳入に充てている状況でございます。他の木質のものや、破

砕して埋め立てなければならないものについては、江東区にあります中央防波堤内側埋

立地にある施設に持っていきまして、それを破砕処理して埋めているという状況です。 

原田委員長： そういった広域的なごみというのは、結果的に都市部では広域的な処理にならざるを

得ないのですけれども、この指標の達成の観点でいうと、区単独としてのエフォート(努

力)というのはあるものなのでしょうか。要するに、処理自体は一部事務組合で、収集

自体は区でやっているということですよね。そのような意味では、清掃事業というのが、

ひとつのフローとしては一部事務組合と区単独のものとがあり得るわけですよね。 

資源循環課長： はい。 

原田委員長： 一部事務組合としては処理するだけか、何か一部事務組合でも例えばごみの量を削減

するような努力をしているということはあるのか。それはないのでしょうか。 

資源循環課長： そうですね、区の努力というかたちになってきます。 

原田委員長： なるほど。実際に処理のほうは広域的にやっているのだけれども、ごみの量そのもの

を抑えていくのは区の努力と。資源化するのはどうでしょうか。 

資源循環課長： それも区の努力です。 

原田委員長： 資源化するのは区。それは一部事務組合とは関係あるのでしょうか。 

資源循環課長： 関係ないです。 

原田委員長： なるほど、わかりました。 

Ｄ委員： 今もお話に出ていて、まだ理解できていないのですが、２番の目標の設定根拠で、区

で収集するごみと資源のうち、資源が占める割合云々なのですが、区がリサイクルした

割合をいうのならわかるのですが、これは単に収集したことですよね。それと豊島区の

努力と成果率と何か影響があるのでしょうか。 

資源循環課長： お答えになっているかわかりませんが、こちらは区が収集したものしか反映できてい

ない状況なのです。 

Ｄ委員： 収集したものを区が積極的にリサイクルしている率が増えたのですよということな

らわかるのですけれども、これだと単に収集のことを書かれているので、そうではなく

て、区がリサイクルしたものという趣旨なのでしょうか。 
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資源循環課長： 資源として収集したものがこの量だということです。 

Ｄ委員： 新聞紙などは資源として収集すると思うのですが、粗大ごみで出されていて、その中

で区の判断でリサイクルにまわすというものがあると思うのですが、その辺りの扱いは

どうなっているのですか。 

資源循環課長： それは入っていないです。 

Ｄ委員： 入っていないのですか。そうすると区の努力とあまり関係がないですよね。 

企画課長： 事務局のほうで若干補足させていただきますと、ごみとリサイクルということで申し

上げますと、最終的には、どこかに埋め立てなければならないものが必ず出てまいりま

すので、ごみ量を限りなく減らすというのが自治体にとって大きなテーマということに

なっております。ここで資源化率といっているのは、ごみとして出されるもののなかに、

まだ資源になるものがたくさん入っている。その割合を減らしていくことが、ごみの最

終の埋立処分量を減らすことになりますし、限りある資源を有効に活用するルートに乗

っていったということも表わす指標の立て方ということでございます。 

Ｄ委員： わかりました。私が申し上げているのは、最初から資源として出されているものを資

源として使いましたということが豊島区の努力と何か関係があるのですかということ

なのですね。ごみを減らすというのはわかるのですが。 

資源循環課長： 今話があったように、どれだけごみを減らすかということが最大の目標になっており

ますので、初めからごみではなく資源に出してもらう。 

Ｄ委員： それは啓蒙活動をしているとかそういうことですね。 

資源循環課長： そうです。それが大切なことだと。 

Ｄ委員： その辺りは何かされているということで良いのですか。 

資源循環課長： もちろん、豊島区は他区に先駆けて分別を始めていますので、区民の皆さんの意識も

非常に高いということで、引き続きそういった啓蒙活動をしながら、資源化率を上げて

いくということが、ごみの減量につながるということです。 

Ｄ委員： その辺りが説明にあるとよくわかったのですが、ありがとうございます。 

原田委員長： 私がもうひとつわかっていないのですが、資源化率というのは、例えば、これは資源

として出します、そういう量が増えるということは望ましいということですよね。 

資源循環課長： 基本的にはそういうことです。 

原田委員長： 例えば、金属部分の売却などというのは、それは区の事業としてなさるのですか。 

資源循環課長： はい、現在は粗大ごみとして出されているものにつきまして、処理の手前で、運搬・

収集した段階で選別をして、それで一部は売却しているということです。 

原田委員長： それを区の事業としてされていると。 

資源循環課長： そうです、やっています。 

原田委員長： わかりました。 

Ｂ委員： ２点教えていただきたいのですけれども、１つ目の指標は、ごみの量が全体として減

少傾向にあるのは、廃プラスチックサーマルリサイクルの実施によって不燃ごみが大き

く減少したことが一番効いていると、そのような説明になるのですか。 

資源循環課長： 平成 20 年度でしょうか、そのサーマルリサイクルが実施されて、そこから今まで不

燃ごみでだされていたものが可燃ごみとして燃やせるようになって、それで不燃ごみが

減っているということを書いておりますが、極端に量が減ったのは、そのサーマルリサ
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イクルが実施された年からというかたちになります。 

Ｂ委員： 先ほど、人口の伸び率が高いというような発言があったのですけれども、にもかかわ

らずごみの量が減少しているのでその要因がよくわからないというのが率直な感想で

す。何が要因だったと考えたらよいですか。 

資源循環課長： それぞれの事業者や区民の皆さん、行政が一体となって行った、ごみ減量に対する努

力が一番大きいのかなというように思っています。一部、粗大ごみだけは年々増えてい

るような状況にありますが、その他の可燃ごみと不燃ごみについては大きく減っている

という状況があります。粗大ごみが増えている要因は、様々な推測があるのですけれど

も、安い自転車や安い箱物家具など、そういったものがありますので、豊島区の地域の

実情としましてワンルームに住んでいる単身の方が多くて、そういう方が２年なりの短

期で引っ越しをする中で、そういうものをどんどん捨てていってしまうというような傾

向があるのではないかというように推測しております。 

Ｂ委員： ということは、今後の課題としては、その粗大ごみの管理も必要になってくるという

ことですね。 

資源循環課長： まさしく粗大ごみをいかに減らしていけるかが、今後のごみ減量に大きく関わってく

るのではないかというところです。 

Ｂ委員： わかりました。もう１点なのですけれども、政策全体の評価なのですが、進捗状況に

「民間事業者等が行っているリサイクルの状況を把握することができないため」とあり

ます。その一方で、今後の方向性では、「既に民間事業者等が担っているリサイクルル

ートの積極的な活用を進めるなど」とあります。民間事業者の状況を把握できていない

のに、どのようにしてこのルートを積極的に活用されるとお考えになっているのか、教

えていただければと思います。 

資源循環課長： まさしく課題になっている、資源がどれくらいまわっているのかということが、行政

の回収した分については、こちらの数値といいますか、資源化率なり資源化の量という

かたちで算出できるのですけれども、例えば民間のスーパーにペットボトルとか、色々

なものを出せるようになっていますけれども、そういったものがどれくらいの量でリサ

イクルされているのか、はっきり数字として把握できないというのが実態になっていま

す。これは国も課題として挙げているところなのですけれども、そういった中で、もち

ろん民間の事業者さんたちに協力していただいてリサイクルを進めていただくことが

必要なのですけれども、行政が回収するリサイクルというのはやはり限られております

ので、事業者のルートを最大限活用しまして、リサイクルをもっと進めていくというこ

とが大切だということを考えております。 

Ｂ委員： では、今、開拓中ということですね。 

資源循環課長： ある程度、リサイクルルートはあるのですけれども、数字として把握するというのが

現状難しいと、そのようなリサイクルルートを持っていながら、民間の数値をきちんと

把握できていないという実態がありますので、今後そういった量も把握できるような体

制が整ったらより良いだろうと思っております。 

Ｅ委員： ごみの量に関して、数字だけ見ていたときは、「人口も増えて事業者も増えているの

に、これだけ減らしてすばらしいな」と思っていたのですが、ご説明を受けていると、

だんだんわからなくなってきたことがあります。今のお話を総合すると、民間の大口の
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ごみの量が減って、資源化率も高まっているけれども、もしかしたらそうでない部分も

あるという、実態はどうなのかなということが、少し理解ができなくなってきました。

そのような中で、先ほどの区民意識調査の中で、「ごみを減らす努力やリサイクル活動

が活発に行われている」という項目に関しては、誤差の範囲かもしれませんが、わずか

に満足度を下げていることがありましたけれども、この辺りはどうお考えですか。区民

意識調査の平成 22 年度の結果と平成 25 年度の結果の比較だけすると、「ごみを減らす

努力やリサイクル活動が活発に行われている」という項目の満足度は高いほうですが、

わずかに下がってきていることに関しては、どういうご見解かなと思いました。 

資源循環課長： 微減というか、少しだけ減っているような数字にはなっております。区としては、引

き続き啓発活動等はしているのですけれども、本区がリサイクルを 23 区に先駆けてス

タートした頃に比べれば、最近の動きというのは、それほど大きなものではなくなって

きているのかなというところを私自身は感じていますので、そういったところを、区民

の方が感じて若干ではありますけれども減少になっているのかなと、そのような推測で

す。 

原田委員長： その辺りはアンケート調査を指標に使ったりすることも考えられるとすると、全く正

反対のことになってしまうわけですよね。うまくいっている、うまくいっていないとい

うことが、全くベクトルが逆になってしまうので、どうしてなのかというところは、や

はり深堀りをして調査してみる必要があるのではないかということが、おそらくＥ委員

のインプリケーションではないかというように思います。よろしいですか。 

資源循環課長： 色々な要因はあると思いますので、その辺りも探っていきたいと思います。 

原田委員長： それでは、本日全体を通して簡単に振り返りますと、先ほどの６-１-１については、

コメントをいたしましたので、「みどりのネットワークを形成する環境のまち」につい

てだけ私が感じたことを申し上げます。やはり区としてどのようなかたちで、施策・事

業を展開できるかというところは限られていたり、他の要因によって左右されるところ

が多い分野の評価ということで、なかなか評価することが難しいのかなと。実際にその

データをとる・とらない、とれる・とれないというところも含めて、そうした難しさが

ある領域なのかなというのが全般的な感じたところです。 

その上でということでありますけれども、おそらくごみやＣＯ2 といった辺りという

のは、比較的、他の団体や全国的な取組、あるいは先駆的な取組があったおかげで，固

まりつつあるところもあるのかなという気がしております。そのような意味では、非常

に、議論の仕方によっては議論しやすい領域なのかなという気がいたします。色々な各

部局、特に清掃環境部でもそうした議論は相当積み重ねがあるはずで、本日、色々なデ

ィスカッションができる分野なのかなという気がいたします。それだけに、実際の書き

ぶり辺りも政策評価にふさわしいような、現状値があって、目標値があって、達成でき

たので、こういう点から評価がＡあるいはＢで、こういったことからすると今後の方向

性ではこうだし、環境変化はこうだということを論理的に書いていただくようなこと

を、引き続き努力してくださればありがたいと思います。また、それが可能な分野なの

かなという気がいたしました。 

では、本日の一応の議論は以上にいたしまして、事務局から連絡事項がございました

らお願いいたします。 
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（２）その他 

事務局： 最後に次回の日程の確認だけさせていただきたいと思います。次回は 12月 10日（水）

午後６時から、場所は同じく第二委員会室でございます。 

次回で基本計画の８つの地域づくりの方向の残りの２つ、「魅力と活力にあふれるに

ぎわいのまち」「伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち」を評価いただ

きまして、一通り８つの分野が終わるという予定でございます。 

事務連絡は以上でございます。どうもありがとうございました。 

事務局： それでは本日の第 6回政策評価委員会これにて終わりといたします。 

 

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。 

６－５ 安全・安心の確保 

５－１ みどりの創造と保全 

５－２ 環境の保全 

５－３ リサイクル・清掃事業の推進 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料６－１－１ 基本計画進捗状況ヒアリングシート⑥-２ 

資料６－１－２ 基本計画進捗状況ヒアリングシート⑤ 


