
Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部

1 12月12日 不忍通りふ
れあい館

コミュニ
ティ・産
業・文化

地域コミュ
ニティ

　近年、地域での支え合い
が希薄化している。ちょっ
としたことでいいので、マ
ンション住民との交流の場
やきっかけがあるといい。

　子どもや地域行事を切り口と
して、マンション住まいの方が
地域との関わりを持つきっかけ
が生まれるケースがあり、行政
としても支援していきたい。ま
た、社会が変わっていく中で、
子育てについて、家庭や地域だ
けで支えきれない部分を、素案
の計画事業「文京区版幼児教
育・保育カリキュラムの実践と
検証」や「文京版　スターティ
ング・ストロング・プロジェク
ト～人生の始まりこそ力強く
～」などで補っていく。しかし
ながら、行政ができることは限
られており、どうしても教育的
な色合いが濃くなってしまう。
これからも、地域のコミュニ
ティづくりの支援を行ってい
く。

　少子高齢化や核家族化の進展
に伴う地域コミュニティの希薄
化が課題とされ、とりわけ、東
日本大震災以降は、災害時にお
ける地域コミュニティの大切さ
が見直されております。そのよ
うな中、まずは、地域コミュニ
ティの核となる町会・自治会の
活性化と担い手育成等を図るた
めの事業を展開してまいりま
す。さらには、地域活動セン
ターをそれぞれの地域の拠点と
して、マンション住民も含めた
地域の交流の場となるような事
業も展開してまいります。

区民部

2 12月14日 目白台交流
館

財政状況
と今後の
財政見通
し

　素案14ページでは「一般
会計当初予算（歳出）の見
通し」を取り上げている
が、歳出ばかりではなく、
歳入の見通しも掲載すべき
ではないか。歳入の見通し
を立てずに、歳出ばかりが
増加していくというのはい
かがか。

　予算編成に当たっては、必ず
歳入と歳出を同額で組むため、
歳出の動向のみを示せば十分と
いう考えの下で作成したもので
ある。13ページの表では、歳出
を下のほうに載せており、29年
度の歳出合計を89,962百万円と
している。歳入についても、経
済動向や人口動向から推計して
おり、単年度収支不足額を示し
ている。

　歳入の見通しは、素案13ペー
ジに掲載しており、経済動向や
人口動向等から推計し、単年度
収支不足額を示しております。
　予算編成に当たっては、歳入
と歳出を同額で組むため、同14
ページの歳出の見通しの額につ
いては、同額の歳入予算を組む
必要があり、不足額を補填する
財源が必要となります。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

3 12月14日 目白台交流
館

財政状況
と今後の
財政見通
し

　今後は人口が減少し、一
人当たりの負担が増加する
ということか。

　単年度収支がマイナスとなっ
た場合は、これまで積み立てて
きた基金を取り崩して財政運営
を行っていく。15ページでは、
ある一定の時期以降、基金残高
が急激に減少しており、グラフ
からもそのことが分かる。今
後、この結果に基づき、中長期
的な見通しを踏まえた財政運営
を行っていくこととなる。

　予算規模が同水準のまま人口
が減少した場合、単純計算では
一人当たりの負担額は増える計
算となります。
　しかしながら、人口減少によ
る区民負担への影響について
は、人口構成、予算規模、基
金・起債残高等の多くの要素が
関連するため、一概に推計する
ことは難しいと考えておりま
す。
　単年度収支がマイナスとなっ
た場合は、基金を取り崩して財
政運営を行っていくこととなり
ますが、素案15ページ図2-16の
とおり、一定の時期以降は基金
残高が減少することから、中長
期的な見通しを踏まえることが
必要となります。

企画政策部

4 12月14日 目白台交流
館

財政状況
と今後の
財政見通
し

　これまで積み立ててきた
貯金を取り崩すのは、世代
間の負担の公平性の観点か
ら、いかがなものか。

　大規模な建築工事を行う際に
は大きな経費を要し、そのとき
の住民だけに負担を求めるわけ
にはいかないため、基金を活用
する。基金というのは、将来の
財政需要の見通しを基に、積み
立てているものであり、世代間
の公平性を確保するためのもの
である。

　区民施設整備基金や学校施設
建設整備基金は、区民施設や学
校などの改築･改修に活用するた
めに、財政調整基金は社会経済
情勢の変化等により財源不足を
生じた場合などに活用するため
に積み立てております。
　大規模な建築工事を行う際な
どには一時的に大きな経費を要
し、そのときの収入だけで賄う
とすると、他の行政サービスに
影響を与える可能性が生じるこ
とから、基金を活用するもので
す。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

5 12月14日 目白台交流
館

子育て・
教育

子育て支援 　素案18ページ及び33ペー
ジに「子どもの貧困対策」
とあるが、何を基準に貧困
としているのか。現代社会
は、終戦の頃とは状況が違
う。

　平均的な所得水準と比較し
て、収入が著しく低い家庭を貧
困としている。
　母子家庭や父子家庭など、
様々な事情を抱える家庭が少な
からず存在する。最近、そう
いった相談が増加していること
から、区として、貧困の状況は
あると捉えている。

　子どもの貧困は、相対的貧困
であり、平均的な生活水準と比
較して、所得が著しく低い状態
を問題にしています。なお、国
の国民生活基礎調査によると、
我が国の子どもの貧困率は
16.3％で、およそ６人に１人が
厳しい状況にあります。こうし
た中、子どもの将来がその生ま
れ育った環境によって左右され
ることがないよう、また、貧困
が世代を超えて連鎖することの
ないよう、子どもの貧困対策を
推進していくことが必要となっ
ております。

子ども家庭部

6 12月14日 目白台交流
館

福祉・健
康

生活福祉 　一概に母子家庭や父子家
庭といっても、例えば母子
家庭の中には、夫が不慮の
事故で亡くなった場合だけ
でなく、単なる夫婦間の事
情で離婚するケースもあ
る。母子家庭という条件だ
けで支援するのは、自己責
任の観点からいかがか。

　様々な家庭があるため、まず
は相談を受けて、支援の程度に
ついて判断している。

　母子・父子家庭であることに
より支援を行うものではなく、
様々なケースにおける困窮の状
況について相談を受け、必要な
支援を行っております。

福祉部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

7 12月14日 目白台交流
館

子育て・
教育

教育 　素案38ページの指標で、
不登校児童・生徒の率とあ
るが、分母がよく分からな
い。小学校においては、不
登校の児童が全体の15.4％
も存在するのか。指標名を
分かりやすくしてほしい。

　不登校にも様々な事情があ
り、一律に善し悪しを判断でき
ない面があることから、不登校
児童・生徒の割合そのものを指
標とはしていない。ここでは、
不登校児童・生徒の中でも、関
係機関と関わっておらず孤立し
ている児童・生徒の割合を指標
としている。

　不登校については、その背景
が多様で、様々な要因が複合的
に重なり合っていることから、
様々な関係機関との連携協力の
ネットワークによる児童・生
徒、保護者へのきめ細やかな支
援の継続が必要です。そのた
め、ここでは、該当年度の不登
校児童・生徒のうち、関係機関
との関わりが全くない児童・生
徒の割合の減少を指標といたし
ました。

教育推進部

8 12月14日 目白台交流
館

コミュニ
ティ・産
業・文化

生涯学習 　素案102ページに「小石
川図書館の改築」とある
が、改築を行う基準と工事
の実施時期を知りたい。近
所にある目白台図書館も、
今後、改築の時期を迎える
のか。

　小石川図書館は、今後、改築
するかどうかも含めて検討を
行っていく。基準としては、建
物の老朽化やバリアフリー非対
応であること等が挙げられる。
耐震性については、区の公共施
設は全て耐震診断を実施し、耐
震性が低い施設の補強も済んで
いる。また、目白台図書館につ
いては、他の公共施設と同様、
老朽化への対応が必要となった
際には、検討について計画化し
て対応していくこととなる。

　小石川図書館は築50年を経過
していることから、今後、改築
するかどうかも含めて検討して
いく予定です。改築を行う基準
としましては、建物の老朽化や
バリアフリー等を考慮する必要
があります。
　また、目白台図書館について
は、他の公共施設と同様、老朽
化への対応が必要となった際に
は、検討について計画化して対
応していくこととなります。

教育推進部

9 12月14日 目白台交流
館

行財政運
営

区の公共施
設

　素案164ページに「新た
な活用を図る区有地及び区
有施設」とあるが、これら
は、売却するのではなく別
の形で活用するということ
か。

　旧岩井学園のグラウンド及び
旧教職員住宅については、売却
を進めていくこととしている。

　素案で示した区有地や区有施
設については、様々な行政需要
に対応するための、今後の利活
用の方向性を示しております。
その中で、旧岩井学園のグラウ
ンド及び旧教職員住宅について
は、売却を進めていくこととし
ております。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

10 12月14日 目白台交流
館

行財政運
営

区の公共施
設

　過去に、区の施設等を売
却した事例はあるか。ま
た、今後は、区が抱え込ん
でおかなくていいようなも
のは売却を進め、区の歳入
としていく方針か。

　区内ではないが、千葉県南房
総市の旧岩井学園は、売却先は
決まっていないものの、売却に
向けて進めている。
　現状では、保育所や高齢者施
設等といった様々な行政需要が
あるため、どちらかと言えば、
場所が必要な状況にある。しか
し、今後の人口構成の変化の中
で、区有地や区有施設において
新たな活用の可能性が生じた場
合は、合理的な対応をとってい
くこととなる。

　新たな用地取得が困難な都心
区に位置付く本区においては、
様々な施策に必要な施設を整備
する場合には、既存の区有地や
区有施設を積極的に活用するこ
とを基本的な考え方としており
ますが、これまでの区有施設の
見直しの中で、売却に至った施
設もあります。
　区有地や区有施設の利活用に
ついては、様々な社会状況の変
化や多様な行政需要を踏まえた
総合的な観点から、その方向性
を検討してまいります。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

11 12月14日 目白台交流
館

福祉・健
康

高齢者福祉
健康づくり

　健康寿命の延伸を図るこ
とは、歳出の削減につなが
ると思う。素案の中に、健
康寿命の延伸のための施策
はあるのか。また、健康寿
命の延伸に係る事業の大半
において所管部が保健衛生
部とされているが、これら
は福祉分野との連携が重要
だと思うが、区役所の中で
連携は図られているのか。

　素案72ページ以降に「健康づ
くり」の分野がある。その中で
「生活習慣病予防教室参加者の
意識向上度」「各種がん検診の
受診率」などの指標を設定する
とともに、具体的な事業として
は、77ページ以降で「生活習慣
改善の支援」「食育普及」「健
康診査・保健指導」「各種がん
検診」「歯周疾患検診」などを
計画化し、実施していく。
　また、「高齢者福祉」の分野
では、54ページの「一般介護予
防事業の推進」で、高齢者の健
康維持・増進のための介護予防
体操などを実施するほか、「元
気高齢者が活躍！介護施設ワー
クサポート事業」で高齢者の活
躍の場を提供し、いきがいや健
康の維持につなげていく。この
ように、健康や高齢者、いきが
いや運動といった側面から様々
な施策を展開することで、健康
寿命の延伸を図っていく。

　健康寿命の延伸には生きがい
づくりや運動など様々な取組や
要素がありますが、主な施策と
しては、健康づくり分野におい
て「生活習慣改善の支援」「食
育普及」「健康診査・保健指
導」など、高齢者福祉分野にお
いて「一般介護予防事業の推
進」「元気高齢者が活躍！介護
施設ワークサポート事業」など
があります。
　次に、福祉分野との連携につ
いては、医療・介護・住まい・
生活支援・介護予防を一体的に
提供する地域包括ケアシステム
の構築を推進するため、平成26
年度に福祉部に認知症・地域包
括ケア担当課長を設置し、保健
衛生部を含め関係部署との連携
を図っています。
　また、27年度には地域医療連
携推進協議会と地域包括ケア推
進委員会の兼務部会を設置し、
医療と介護の連携強化を図って
おります。

保健衛生部
（福祉部）
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

12 12月14日 目白台交流
館

子育て・
教育

子育て支援 　日本では、子どもの貧困
率が６人に１人と言われて
いるが、文京区の割合はど
のくらいか。また、虐待の
発生率はどのくらいか。

　貧困については、家庭の収入
のみから単純な判断はできない
ため、具体的な貧困率は把握し
ていない。虐待については、手
元に資料がなく、この場で発生
率の回答はできないが、虐待の
捕捉の方法としては、子ども家
庭支援センターで相談を受けた
り、保健衛生部で子どもの虫歯
などから見受けられる生活環境
等の状況からネグレクトの可能
性を疑ったり、学校での様子、
といったところから情報を寄せ
集めて対応をしている。

　子どもの貧困率については、
各世帯ごとの可処分所得等を取
得することが困難なため、算出
しておりませんが、ひとり親世
帯の状況や生活保護世帯の子ど
もの数など、一定の状況につい
て把握しております。
　また、虐待の発生率について
は、集計しておりませんが、新
規の児童虐待件数として、
25,26,27年度でみると242件、
369件、505件と増加傾向にあり
ます。

子ども家庭部

13 12月14日 目白台交流
館

子育て・
教育

子育て支援 　虐待の可能性を捉える部
署は複数あると思うが、そ
れを集約して一元的に情報
を管理する部署はあるの
か。

　児童虐待については、子ども
家庭支援センターで担当してい
る。

　児童虐待については、関係機
関で組織された要保護児童対策
地域協議会が中心となって、未
然防止と早期発見、迅速的確な
対応を図っております。本協議
会の調整機関としての役割は、
子ども家庭支援センターが担っ
ております。

子ども家庭部

14 12月14日 目白台交流
館

行財政運
営

　区役所は、サービスを充
実させるだけではなく、自
己責任を持つことが原則で
あることもアピールしてほ
しい。日頃から健康管理に
気を配りながら生活してい
る人がいる一方で、日常的
に喫煙や深酒、暴飲暴食を
している人に対して、一律
に税金で支援するのはいか
がか。

　単純にサービス提供を行うだ
けでなく、区民が、自身の健康
等について自然と向き合えるよ
うな意識付け等についても、更
に行っていく。

　区としては、健康に関する
サービスの提供のみならず、区
民が自身の健康等について自然
と向き合えるような意識付け等
についても、注力してまいりま
す。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

15 12月14日 目白台交流
館

行財政運
営

区民サービ
スの向上

　素案159ページの「指定
管理者・委託事業等の管
理・監督」については、民
間事業者に委託等を行った
としても、区は、区の仕事
として責任を持つべきであ
る。

　「『文の京』自治基本条例」
や「基本構想」でも示している
ように、区政は、区役所だけで
なく民間事業者や区民の方等も
含めて、それぞれが責任と役割
を果たしながら動いている。民
間活力の活用に当たり、区とし
ては、事業者の評価や労働条件
モニタリングを実施し、安定的
なサービス提供が確保されるよ
う、引き続き、責任を持って事
業者の管理・監督を行ってい
く。

　「『文の京』自治基本条例」
や「基本構想」でもお示しして
いるとおり、区政は、区役所だ
けでなく、民間事業者や区民の
方等も含め、それぞれが責任と
役割を果たしながらつくり上げ
ているものです。民間活力の活
用に当たり、区としては、事業
者の評価や労働条件モニタリン
グを実施することで、安定的な
サービス提供が確保されるよ
う、引き続き、責任をもって事
業者の管理・監督を行ってまい
ります。

企画政策部

16 12月14日 目白台交流
館

子育て・
教育

子育て支援 　素案19ページの指標「妊
婦全数面接の実施率及び乳
児家庭全戸訪問事業の訪問
率」について、乳児家庭全
戸訪問事業の訪問率は、区
役所が家庭を訪問するもの
であれば、88％にとどまら
ず、より高い数値となるの
ではないか。

　この指標に対しては、区民の
方にご参加いただいている基本
構想推進区民協議会でもご意見
をいただき、事業自体は好評だ
が、様々な事情により訪問でき
ない場合があるとご説明をし
た。訪問できない家庭に対して
は、「文京版　スターティン
グ・ストロング・プロジェクト
～人生の始まりこそ力強く～」
など、他の事業も実施する中
で、確実な支援を行っていく。

　乳児家庭全戸訪問事業では、
生後４か月までの乳児のいる家
庭に保健師又は助産師が訪問
し、育児や健康の相談に応じて
おります。実施率が100％に至ら
ない要因としては、医療的ケア
が必要で乳児が長期入院してい
る、里帰り期間が長くなってい
る、外国籍で母国と行き来をし
ている等が挙げられます。こう
した理由と過去の訪問実績を勘
案して目標値を設定しておりま
す。
　なお、訪問できなかった家庭
にも乳児健診などの様々な機会
を捉え、確実に支援を行ってい
くよう努めております。

保健衛生部

8



Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

17 12月14日 目白台交流
館

その他 　東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会に
向けた語学ボランティアを
始め、ボランティアに対し
ても高い能力が求められる
ようになってきている。ボ
ランティアという名のもと
に、高度な能力を有する方
がうまい具合に使われてい
るという記事を時々目にす
るが、文京区としてはどの
ように考えているのか。

　そもそもボランティアとは何
なのかという話にもなるが、文
京区を始め、様々な場でボラン
ティアの方にご活躍いただいて
いる。以前は、ボランティアと
は無償とのイメージがあった
が、最近は、ボランティアの方
に対して実費程度の弁償をする
ようになってきている。個別の
ボランティアごとの具体的な弁
償額についてはこの場で説明で
きないが、例えば、NPO団体の活
動場所を区が提供するなど、ボ
ランティアの方との信頼関係を
築いた上で、区の事業を進めて
いる。

　以前は、無償で行うものとい
う印象があったボランティア活
動ですが、事業の内容によって
は、ボランティアの方に対して
実費程度の弁償を行うことが通
例となってきております。文京
区では、例えば、NPO団体の活動
場所を区が提供するなど、ボラ
ンティアの方との信頼関係を築
いた上で、区の事業を進めてい
るところです。

企画政策部

18 12月14日 目白台交流
館

行財政運
営

行財政運営 　予算編成に当たり、財源
の無駄を無くすといった着
眼点をもっているか。

　経費削減については、目立た
ない点ではあるが、使えるもの
は再リースをするなどの内部努
力をしている。また、予算の査
定において、無駄がないかとい
う点については、財政当局とし
て目を光らせている。

　予算編成方針の中で、事業の
スクラップ・アンド・ビルドや
内部努力を徹底しており、各経
費削減については、見積りの適
正化や機器の再リースなどにも
努めております。
　また、財政課としては、予算
の査定方針に基づき、厳しい視
点で査定を行っております。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

19 12月16日 駒込地域活
動センター

財政状況
と今後の
財政見通
し

　文京区では、学校改築等
に大きな予算がかかるため
貯金（基金）が大きく減少
する、というのは本当か。
また、財政状況はどのよう
な状況か。

　素案10ページで、経常収支比
率等の状況を示している。近
年、経常収支比率は、人口増に
よる特別区税の増収の影響に
よって改善傾向にあり、平成27
年度決算においては、適正水準
（70％から80％まで）となっ
た。したがって、健全な財政運
営ができていると言えるもの
の、財政見通しでは、人口構成
の変化に伴う社会保障関係経費
の増や施設の老朽化等への対応
のため、今後、歳出額が大きく
増えるとの結果が出ていること
から、基金を取り崩す必要が生
じる。平成34年度頃から基金残
高の減が顕著となり、中長期的
な視点をもった財政運営が求め
られるが、実施計画の計画期間
中においては、大きな財政状況
の変化はないものと想定してい
る。

　素案15ページの特定目的金残
高の見通しが示すとおり、今
後、老朽化した校舎の改築や公
共施設等の改修等が引き続くこ
とから、学校施設や区民施設の
整備を目的とする基金残高の減
少が見込まれております。
　同10ページ図2-11のとおり、
近年の経常収支比率は、人口増
による特別区税の増収等の影響
によって改善傾向にあり、平成
27年度決算においては、適正水
準（70％から80％まで）となり
ました。
　しかしながら、今後の財政見
通しでは、人口構成の変化に伴
う社会保障関係経費の増や施設
の老朽化等への対応のため、今
後、歳出額が大きく増えること
が予測されます。
　このため、基金を取り崩す予
算編成が必要となりますが、平
成34年度頃から基金残高の減が
顕著となることから、中長期的
な視点をもった財政運営が求め
られております。    

企画政策部

10



Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

20 12月16日 駒込地域活
動センター

財政状況
と今後の
財政見通
し

　基金残高について、目標
額はあるのか。

　目標額は定めていないが、素
案９ページのグラフにあるとお
り、総基金残高が最も少なかっ
た平成15、16年度頃の残高には
近づけたくないと考えている。

　目標額は定めておりません
が、公共施設等の大規模改修・
更新に係る経費の見込み等も見
据え、中長期的な基金残高の見
通し等を立てております。
　素案9ページのグラフに、平成
16年度に総基金残高が最低と
なった状況が示されております
が、同じような推移をたどるこ
とのないよう、引き続き適切な
予算編成と執行により生じた財
源を基金に積み立てることによ
り、一定の残高を維持しつつ、
有効活用を図ってまいります。

企画政策部

21 12月16日 駒込地域活
動センター

財政状況
と今後の
財政見通
し

　民間企業は、貯金が減少
してきた際には支出の抑制
を図るとともに増収を目指
すが、地方自治体では、税
収の増が期待できない際に
資産売却という手法がある
と思う。財政見通しには、
資産売却を含めていないの
か。

　中長期的な財政運営の視点か
らは、資産売却も一時しのぎの
手法であり含めていない。歳出
規模が拡大する中、行政サービ
スの水準を維持するためにはど
うすべきかを考えると、借金や
基金の取崩しを含めた財政運営
が必要となってくる。

　中長期的な財政運営の観点か
らは、資産売却は一時的な手法
であり、財政見通しには含めて
おりません。
　歳出規模が拡大する中、行政
サービスの水準を維持するため
には、社会経済状況及び国や都
の予算編成の動向等を見据え、
特定財源の積極的な確保に努め
るとともに、基金や起債の活用
による安定的な財政運営が必要
となります。

企画政策部

11



Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

22 12月16日 駒込地域活
動センター

その他 　何を指標とするかは政策
によるところだが、素案で
は、106ページに「森鷗外
記念館の入館者満足度」が
掲載されるなど、所管部に
偏りのないように指標選定
がなされているように感じ
る。実施計画では、指標と
計画事業のいずれにおいて
も、前年度と比較して予算
の増分が大きいものを載せ
ることでメリハリを持たせ
るべきではないか。変化を
伝えることが実施計画の役
割だと思う。素案の見せ方
があまりにも稚拙である。

　高齢者や障害者など様々な区
民がいて、また、興味のある分
野についても文化やスポーツな
ど多岐にわたる中、基本構想を
実現するためにどのような施策
を行うべきかを検討した上で指
標の選定を行っている。区役所
の仕事の性格上、経済性の観点
からのみ選定すべきものではな
いと考えている。
　なお、年度の予算を重点的に
投入して実施する事業について
は、毎年度、重点施策として選
定し、公表している。

　本計画に掲げる各分野の指標
は、基本構想を実現するために
どのような施策を行うべきかを
検討した上で選定しておりま
す。「公共サービス」の性格
上、経済性の観点からのみで選
定すべきではないと考えており
ます。
　なお、年度の予算を重点的に
投入して実施する事業について
は、毎年度、重点施策として選
定し、公表しているところで
す。

企画政策部

23 12月16日 駒込地域活
動センター

行財政運
営

区の公共施
設

　シビックホールのよう
な、文の京にふさわしい国
際水準の「フラッグシップ
（旗艦）」をつくるべきで
ある。学校改築や老朽化施
設への対応に予算がかかる
ため、全くできないという
ことか。素案には何と書い
てあるのか。

　計画に載せるまでの事業構築
の流れとして、まずは事業実施
についての検討を行った後、実
施が決定してはじめて計画事業
とする。したがって、フラッグ
シップについては、次の３年間
に計画化する段階にはない。現
行実施計画の３年間では総合福
祉センターや教育センター、総
合体育館や森鷗外記念館などの
施設建設を行ってきたが、次の
３年間では学校改築がメインと
なる。

　計画事業として掲載するまで
の事業構築の流れとしては、ま
ずは事業実施についての検討を
行った後、実施が決定して初め
て計画事業といたします。ご指
摘のフラッグシップについて
は、実施の検討がなされておら
ず、平成29年度からの３年間に
計画化する段階にはありませ
ん。
　現行の基本構想実施計画の３
年間では、総合福祉センターや
教育センター、総合体育館や森
鷗外記念館などの施設建設を
行ってまいりましたが、次の３
年間では学校改築がメインとな
ります。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

24 12月16日 駒込地域活
動センター

行財政運
営

区の公共施
設

　寿会館廃止時のような大
きな決断はできないのか。
私はとりわけ図書館行政に
ついて、新しいことを全く
やっていない印象を持って
いる。他区では、立派な施
設を区役所に併設するなど
の施策を展開しているが、
文京区では目玉となるよう
な施設建設のニーズは全く
ないのか。

　計画期間ごとの行政需要に見
合った事業規模となる。次の３
年間では、３校の学校改築を計
画化するほか、計画事業には
載っていないが、民設民営の特
別養護老人ホーム２施設への建
設補助や老人保健施設（100人規
模）１施設への建設補助を実施
する。教育施設や福祉施設がか
なり整備される３年間と言え
る。

　基本構想実施計画は、計画期
間ごとの行政需要に見合った事
業規模となっております。次の
３年間では、３校の学校改築を
計画化するほか、民設民営の特
別養護老人ホーム２施設への建
設補助や老人保健施設（100人規
模）１施設への建設補助を実施
するなど、教育施設や福祉施設
が多く整備される３年間である
と考えております。

企画政策部

25 12月16日 駒込地域活
動センター

コミュニ
ティ・産
業・文化
行財政運
営

生涯学習
区の公共施
設

　小石川図書館の改築や元
町公園・旧元町小学校の活
用に当たっては、この３年
間での財政需要はなく、改
築に着手することもないと
いうことか。

　予算については、いずれも検
討に係る経費のみとなる。

　施設整備を検討するという方
向性のみ示したものです。予算
についても、検討に係る経費の
みとなっております。

企画政策部
（教育推進
部）
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

26 12月18日 シビックセ
ンター

まちづく
り・環境

災害対策 　文京区に住み続けて45年
となるが、高層タワーマン
ションの建設が進むなど、
次第に住みづらくなってい
る。首都直下地震や南海ト
ラフ地震の発生は時間の問
題である。首都直下地震が
発生した場合の区の被害想
定や避難所の受入れ体制等
について知りたい。

　東京都が公表した「首都直下
地震等による東京の被害想定」
のうち、東京湾北部地震の被害
想定を前提条件として、地域防
災計画に文京区の被害想定を載
せている。文京区の死者は約200
人、建物被害等は約5,000～
6,000棟である。避難所は区立
小・中学校を中心に33か所、妊
産婦・乳幼児救護所は区内大学
を中心に確保している。先ほど
の高層タワーマンションも含
め、建物は耐震や免震の設計が
なされていることから、避難の
前提として、区民20万人が避難
するということではなく、約４
万人の避難生活者が発生すると
いう想定に基づき、避難所の収
容可能人数もおおむね同数とし
ている。

　東京都が公表した「首都直下
地震等による東京の被害想定」
のうち、文京区で被害が最大と
なる東京湾北部地震（冬の夕方
18時）を前提として、地域防災
計画に文京区の被害想定を載せ
ております。文京区の死者は253
人、建物倒壊（全壊）は3,602棟
と想定されております。避難所
は区立小・中学校を中心に33か
所、妊産婦・乳幼児救護所は区
内大学に4か所確保しておりま
す。高層タワーマンションも含
め、建物は耐震や免震の設計が
なされていることから、避難の
前提として、区民約20万人が避
難するということではなく、約
４万人の避難所生活者が発生す
るという想定に基づき、避難所
の収容可能人数もおおむね同数
としております。

総務部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

27 12月18日 シビックセ
ンター

まちづく
り・環境

災害対策 　横浜でマンションが傾斜
した事件が発生して以来、
高層マンションの耐震構
造、免震構造は信用してい
ない。一番の関心事は災害
であり、引き続き、充実し
た防災施策の実施をお願い
したい。

　今後も防災対策、災害対策に
力を入れて取り組んでいく。素
案では、141ページに「今後３か
年の方向性」として「中高層共
同住宅等が実施する防災訓練に
対する助成制度を実施して、地
域での助け合いを進め、自助及
び共助の意識の向上に努めま
す」と記載しているほか、145
ページには計画事業として「区
民防災組織の育成」を掲載して
いる。

　現在、首都直下地震は「今後
30年間に約70%の確率で発生す
る」と言われております。その
ため、確実な備えが必要であ
り、今後も防災対策、災害対策
に力を入れて取り組んでまいり
ます。素案では、141ページに
「今後３か年の方向性」として
「中高層共同住宅等が実施する
防災訓練に対する助成制度を実
施して、地域での助け合いを進
め、自助及び共助の意識の向上
に努めます」と記載しているほ
か、計画事業として145ページに
「区民防災組織の育成」、146
ページに「中高層共同住宅の支
援」を掲載しております。

総務部
（都市計画
部）
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

28 12月18日 シビックセ
ンター

その他 　他自治体と比較して、文
京区が先行している施策、
遅れている施策、それらを
実施するために削った施策
が知りたい。

　基本構想の体系に基づく４分
野は、いずれも重要であり力を
入れているが、その中でも他自
治体と比較した文京区の特徴的
な部分としては、子育て支援施
策が挙げられる。その背景とし
ては、区内に19の大学やそれ以
外の教育機関が集積しているこ
ともあり、教育に期待感をもっ
て転入してくる方が多い。教育
は、行政だけで完結できるもの
ではないため、それらの資産を
活用した施策展開を進めてお
り、具体的には、素案31ページ
の「お茶の水女子大学こども園
の運営」などがある。課題のあ
る施策としては、高齢者や保育
所待機児童の増加に対応するた
めの施設を建設する土地が不足
していること等が挙げられる。
限られた資源の中で、ニーズに
対応していくことが求められて
いる。

　基本構想の体系に基づく「子
育て・教育」「福祉・健康」
「コミュニティ・産業・文化」
「まちづくり・環境」の４分野
は、いずれも重要であり力を入
れておりますが、その中でも他
自治体と比較した場合に文京区
の特徴的な部分としては、子育
て支援施策が挙げられます。
　その背景として、区内に19の
大学やそれ以外の教育機関が集
積していることが挙げられ、こ
れにより、多くの方が教育に期
待感をもって転入される状況に
あることが考えられます。教育
は、行政だけで完結できるもの
ではないため、それらの資産を
活用した施策展開を進めてお
り、具体的には、素案31ページ
の「お茶の水女子大学こども園
の運営」などがあります。
　課題のある施策としては、高
齢者や保育所待機児童の増加に
対応するための施設を建設する
土地が不足していること等が挙
げられ、限られた資源の中で、
ニーズに対応していくことが求
められております。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

29 12月18日 シビックセ
ンター

財政状況
と今後の
財政見通
し

　小学校の統廃合や柳町小
学校の教室数不足の話も
あったが、将来人口推計
は、どのように行ったの
か。

　国立社会保障・人口問題研究
所の将来人口推計に準拠し、文
京区が独自に推計したものであ
る。

　平成27年９月に策定した「ま
ち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン」における文京区の将来
人口推計は、国立社会保障・人
口問題研究所の人口推計に準拠
し、区が独自に推計したもので
す。

企画政策部

30 12月18日 シビックセ
ンター

その他 　区報特集号に「行財政改
革推進計画を包含しまし
た」との記載があるが、包
含するとは具体的にどうい
う意味か。

　現在は、基本構想実施計画と
行財政改革推進計画を別々に策
定しているが、別々の計画を一
つにまとめるという意味であ
る。基本的な実施計画の構成の
中に、例えば、素案24ページに
ある「行財政運営の視点」を掲
載したり、153ページ以降に分野
横断的な行財政運営の視点につ
いて記載するなど、基本構想を
実現するための事業実施と、ス
クラップとしての行財政改革に
関連性を持たせ、実施計画とし
て策定するということである。

　現在は、基本構想実施計画と
行財政改革推進計画を別々に策
定しておりますが、これらの計
画を一つにまとめるという意味
です。基本的な実施計画の構成
の中に「行財政運営の視点」を
掲載するなど、基本構想を実現
するための事業実施と、スク
ラップとしての行財政改革に関
連性を持たせ、一つの基本構想
実施計画として策定してまいり
ます。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

31 12月18日 シビックセ
ンター

その他 　基本構想実施計画は、議
会に諮るのか。また、区民
から選ばれた議会の意見は
反映されるのか。

　地方自治法の規定に、議会の
議決を要する事件が制限列挙さ
れている。現行の基本構想は、
議会の議決を得て平成22年に策
定しているが、基本構想実施計
画や行財政改革推進計画の策定
は区長に委ねられた権限であ
り、この素案は11月定例議会総
務区民委員会に報告し、様々な
意見をいただいたところであ
る。

　普通地方公共団体の議会の議
決を要する事件は、地方自治法
第96条に制限列挙されておりま
す。行政計画の最上位に位置付
けられる基本構想は、平成22年
に区議会の議決を経て策定して
おりますが、基本構想実施計画
や行財政改革推進計画の策定は
区長に委ねられた権限であり、
本計画については、素案を11月
定例議会に、案を２月定例議会
に報告し、様々なご意見をいた
だきながら策定してまいりま
す。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

　区民サービスは、施設の利用
者に満足してもらうという視点
のほか、利用する方と利用しな
い方の公平性を確保するため
に、利用者に一定の利用料金を
負担してもらうという受益者負
担の適正化の考え方に基づき、
使用料等を設定し、実施してお
ります。
　施設運営に係る直接的人件費
や光熱水費等の維持管理費につ
いては、利用する方に負担して
もらうという考え方の下、算定
を行っております。
　使用料等については、平成13
年度の一斉改定以降、定期的な
改定は行っておりませんでした
が、行財政改革推進計画（平成
24～28年度）に基づき、新しい
方針を定めております。
　算定対象コストに直接的人件
費を含めるなど、新たな算定方
法に基づき、25年度に引き続き
28年度に改定を行っておりま
す。

　サービス向上の観点について
は、施設利用者の意見を踏まえ
た備品整備を始めとして、施設
運営において様々な意見への対
応を行い、サービスの向上に努
めております。

シビックセ
ンター

12月18日32 　健康センターや総合体育
館を利用しているが、利用
料金の値上げは区民サービ
スの向上なのか。具体的に
は、健康センターの料金は
700円であり、他区と比較
すると高額である。従来は
利用料金が500円であった
が、区によると、当該金額
は、算定コスト850円に基
づく金額であり、今年度か
らの700円は、算定コスト
2,600円に基づく金額との
ことである。しかしなが
ら、算定コスト850円の算
出根拠は資料の不存在につ
き不明との回答であり、算
定コストが大きく増えた理
由についての回答は得られ
なかった。これらについ
て、区はどのように考えて
いるのか。

　区民サービスは、その施設を
利用する方に満足してもらうと
いう視点のほか、利用する方と
利用しない方の公平性を確保す
るために、利用者に一定の利用
料金を負担してもらうという受
益者負担の考え方に基づき、実
施している。そこで、例えば、
施設運営に係る人件費や施設の
光熱水費については利用する方
に負担してもらうという考え方
の下、料金設定を行っている。
　サービス向上という点につい
ては、施設利用者の意見を踏ま
えた備品整備を始めとして、
様々な意見への対応を行ってい
る。
　また、コストの増について
は、算定対象コストに直接的人
件費を含めるようになったこと
による影響もあると考えてい
る。

企画政策部行財政運営行財政運
営

19



Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

33 12月18日 シビックセ
ンター

福祉・健
康

高齢者福祉
健康づくり

　福祉部高齢福祉課が６月
か７月に健康寿命を延ばす
キャンペーンを実施してい
たが、なぜ基本構想実施計
画に載っていないのか。

　素案57ページに「超高齢社会
に向けた事業の改善・見直し」
について記載しており、方向性
を「健康寿命の延伸は、国も重
要課題としており、制度の見直
しが続いているため、これらに
適切に対応しながら、高齢者へ
の介護予防等を推進していきま
す」としている。
　また、個別事業としては「一
般介護予防事業の推進」「元気
高齢者が活躍！介護施設ワーク
サポート事業」などを始めとし
て、多面的に事業を展開するこ
とにより、健康寿命の延伸に向
けた支援を行っている。

　健康寿命の延伸については、
様々な施策を複合的に展開する
ことが必要であることから、基
本構想素案57ページ「超高齢社
会に向けた事業の改善・見直
し」の中で、その方向性を「健
康寿命の延伸は、国も重要課題
としており、制度の見直しが続
いているため、これらに適切に
対応しながら、高齢者への介護
予防等を推進していきます」と
掲載しています。
　また、その実現に向けては、
「ミドル・シニア社会参加推進
事業」「一般介護予防事業の推
進」「元気高齢者が活躍！介護
施設ワークサポート事業」など
を始めとした個別事業を多面的
に展開するとともに、高齢期の
ライフステージに適した時期に
アプローチを行うことにより、
健康寿命の延伸に向けた支援を
行っております。

福祉部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

34 12月18日 シビックセ
ンター

福祉・健
康

高齢者福祉
健康づくり

　豊島区では、高齢者等の
体育施設利用促進事業を実
施している。文京区では同
様の事業を実施しないの
か。

　本区においても、様々な健康
施策を展開している。いただい
たご意見は、他区の実施例とし
て所管部に伝える。

　文京区に在住・在勤・在学の
65歳から79歳までの方は、文京
スポーツセンター及び文京総合
体育館のトレーニングルーム及
びプールの利用料金について100
円引き、80歳以上の方について
は無料でご利用をいただける割
引制度を実施しております。
　また、60歳以上の方にご参加
いただけるシニア健康体操教室
や高齢者水中ウォーキング教室
などの高齢者向けプログラムを
実施しており、各プログラムに
ついては、区報等にてお知らせ
をしております。
　さらに、健康づくりは、運
動・栄養・休養が大切であり、
自由参加型の「文の京介護予防
体操」や短期集中プログラム事
業での運動教室等も実施してお
ります。

アカデミー推
進部
（保健衛生
部）

35 12月18日 シビックセ
ンター

行財政運
営

行財政運営 　文京区では、健康を所管
する組織がばらばらだ。一
元化すべきである。

　区民サービスをより効果的に
実施するための組織体制につい
ては、区民の視点に立った分か
りやすいものとなるよう、検討
してまいります。

　健康に関する事業は、福祉、
保健、医療、介護、スポーツ、
教育等、様々な分野にわたって
おります。これらの区民サービ
スをより効果的に実施するため
の組織体制については、区民の
視点に立った分かりやすいもの
となるよう、検討してまいりま
す。

企画政策部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

36 12月18日 シビックセ
ンター

子育て・
教育

子育て支援 　現在、ボランティアとし
て、経済的に恵まれない中
学生に数学を教えている
が、そこにも待機児童がい
る。先生も場所も足りてい
ない状況である。こういっ
た部分にも、区の力を借り
たい。

　子どもの貧困については、庁
内に対策会議を設置し、検討し
ている。今後、学習支援を含
め、充実していく予定である。

　区では、経済的な理由で塾な
どに通えない小・中学生への学
習支援として、生活困窮者自立
支援法に基づく学習支援を実施
しておりますが、平成29年度か
ら、重点施策として実施会場の
拡充や講師の増員等を行うこと
により、支援体制を更に充実し
てまいります。
　また、生活困窮世帯の欠食や
孤食の子ども等を対象に、食事
の提供等を通じた居場所づくり
を行う民間団体等を支援するた
め、子ども食堂等を実施する団
体に支援金の助成を行う、子ど
も食堂等支援金補助を行ってま
いります。

子ども家庭部

37 12月18日 シビックセ
ンター

まちづく
り・環境

住環境 　文京区全体が雑居ビル化
しており、景観の保全に不
満を持っている。まちづく
りに力を入れてほしい。

　素案129ページの「指標の内
容、設定理由・根拠」にある
「区内には、数多くの坂道や歴
史・文化、豊かな緑、人々の賑
わいなど、多様な魅力が溢れて
おり、これらは区民等が誇るこ
とができる貴重な資産として、
守り、引き継ぎ、創っていかな
ければならないものです」との
認識の下、区では、景観事前協
議を通じた景観計画への適合審
査等を行っている。
　また、審議会を設置して、区
内の優れた景観について表彰を
行うほか、区報等で周知するな
ど、身近なところから、区民の
皆さんへの意識付けを行ってい
る。

　区では、景観づくり条例に基
づき景観事前協議を通じて景観
計画への適合審査等を行ってお
ります。また、区内の優れた景
観について、毎年景観づくり審
議会において「文の京都市景観
賞」の選考・表彰を行い、区報
等で周知しております。さら
に、まち並みウォッチングを開
催するなど、身近なところか
ら、区民の皆さんへ景観につい
て考えていただく啓発事業を
行ってまいります。

都市計画部
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Ｎｏ． 日付 会場 意見 （参考）　説明会での回答 区の考え方 所管部分野

38 12月18日 シビックセ
ンター

まちづく
り・環境

住環境 　私の住む地域は２階から
３階建ての建物が多いが、
絶対高さ制限を定める高度
地区の指定に基づき、高さ
47メートルまでは認められ
ることとなった。住民は反
対したものの、区は「すで
に同程度の高さの建物が
建っているため、それに合
わせる」との主張である。
景観への配慮がほしい。

　高さ制限は、パブリックコメ
ントや区議会からの意見聴取を
経て指定しているものである
が、地区計画により制限をかけ
ることも可能である。高さ制限
の指定は、区の景観に配慮した
住みやすい文京区をつくること
も趣旨としており、このような
形で今後も進めていく。

　絶対高さ制限は、区民説明会
やパブリックコメントを実施
し、区議会のご意見をいただい
た上で、都市計画審議会の議を
経て制定したものです。良好な
住環境の保全や景観まちづくり
を推進し、秩序ある市街地の形
成を目指してまいります。

都市計画部
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