
○社会教育系施設

３　図書館
　図書館の配置状況を図4-3-1、基本情報を表4-3-1、維持管理費を図4-3-2、利用
状況を表4-3-2に示します。

図4-3-1　図書館の配置状況
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表4-3-1　図書館の基本情報（平成28年３月末現在）

番号 施設名称 運営形態 施設
形態

延床面積
（m2）

代表建物（最も延床面積が大きい棟）

主体構造 建築年 全面的な改修
工事竣工年

1 真砂中央図書館 直営 単独 2,892.71 鉄筋コンクリート造 1975 2016

2 本郷図書館 指定管理 併設 985.01 鉄筋コンクリート造 2006 ―

3 小石川図書館 指定管理 単独 1,993.50 鉄筋コンクリート造 1965 ―

4 本駒込図書館 指定管理 併設 1,302.26 鉄筋コンクリート造 1974 ―

5 水道端図書館 指定管理 単独 1,771.66 鉄筋コンクリート造 1977 ―

6 目白台図書館 指定管理 単独 944.84 鉄筋コンクリート造 1983 ―

7 千石図書館 指定管理 併設 976.59 鉄筋コンクリート造 1993 ―

8 湯島図書館 指定管理 併設 1,180.40 鉄筋コンクリート造 1980 ―

9 根津図書室 指定管理 併設 199.80 鉄筋コンクリート造 1997 ―

10 大塚公園みどりの図書室（大塚公園内） 指定管理 併設 141.68 鉄筋コンクリート造 1991 ―

：建築後30～59年　 ：建築後60年以上

図4-3-2　図書館の維持管理費（平成26年度実績）

年間総経費
1億7,657万円

光熱水費
2,651万円

維持管理
委託費

5,176万円
指定管理料

（人件費等を除く。）
9,452万円

維持補修費
378万円
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　図書館の現状と課題、今後の方針等は、以下のとおりとなります。

表4-3-２　図書館の利用状況

番号 施設名称
貸出冊数（冊）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 真砂中央図書館 601,506 597,023 597,410 

2 本郷図書館 486,404 491,880 496,884 

3 小石川図書館 653,028 654,924 639,764 

4 本駒込図書館 331,191 331,137 358,402 

5 水道端図書館 434,002 428,119 422,790 

6 目白台図書館 299,787 323,083 323,637 

7 千石図書館 593,620 593,654 607,888 

8 湯島図書館 200,677 210,012 224,517 

9 根津図書室 224,657 231,318 229,918

10 大塚公園みどりの図書室（大塚公園内） 150,925 148,678 154,794 

合　　計 3,975,797 4,009,828 4,056,004 

現状と課題

・ 昭和37年に本郷（旧鷗外記念本郷）図書館、40年に小石川図書館を建築して
以降、49年から58年までに６館が開設され、その後、根津図書コーナー等の
図書室を開設し、現在では８館２室という施設整備が行われ、その結果、区
内のほとんどの地域から徒歩１km以内に図書館がある全域サービス体制が整
備されました。

・ 平成27年度の向丘地域活動センターにおける予約資料の取次業務や、28年度
の真砂中央図書館のリニューアルオープンにより、利用者の利便性、快適性
を高めています。

今後の方針

・ 図書の貸出しだけでなく、レファレンスや行事等のサービスについても充実
を図り、地域の情報拠点としての役割を担っていきます。

・ 真砂中央図書館を除く７館２室は指定管理者制度を導入しています。民間の
ノウハウや柔軟な発想を有効に活用しながら、従来のサービスを向上させる
とともに、創意工夫を凝らした新たなサービスを展開していきます。

・ 築30年を経過し、大規模改修が実施されていない施設は、老朽化の進行状況
等を考慮し、改修等の対策を検討していきます。なお、大規模改修や改築を
検討するに当たっては、利便性の向上やコスト削減を図っていきます。

個別の施設に関する特記事項

【小石川図書館】
・ 地域の情報拠点であるとともに、地域住民のコミュニティの場として、あらゆる世

代に快適な空間を提供するため、老朽化の進む小石川図書館の改築を検討します。
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○スポーツ・レクリエーション系施設

４　スポーツ施設
　スポーツ施設の配置状況を図4‑4‑1、基本情報を表4‑4‑1、維持管理費を図4‑4‑
2、利用状況を表4‑4‑2に示します。

図4‑4‑1　スポーツ施設の配置状況
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表4‑4‑1　スポーツ施設の基本情報（平成28年３月末現在）

番号 施設名称 運営形態 施設
形態

延床面積
（m2）

代表建物（最も延床面積が大きい棟）

主体構造 建築年 全面的な改修
工事竣工年

1 六義公園運動場 指定管理 単独 112.52 鉄筋コンクリート造 1975 ―

2 後楽公園少年野球場 指定管理 単独 23.18 鉄筋コンクリート造 2000 ―

3 竹早テニスコート 指定管理 単独 88.23 鉄骨造 1986 ―

4 小石川運動場 指定管理 単独 943.30 鉄筋コンクリート造 2012 ―

5 文京総合体育館 指定管理 併設 6,474.32 鉄筋コンクリート造 2013 ―

6 文京スポーツセンター 指定管理 併設 8,588.54 鉄骨鉄筋コンクリート造 1986 ―

7 江戸川橋体育館 指定管理 単独 2,420.82 鉄筋コンクリート造 1981 ―

：建築後30～59年　 ：建築後60年以上

図4‑4‑2　スポーツ施設の維持管理費（平成26年度実績）

年間総経費
2億5,864万円

維持管理委託費
153万円

指定管理料
（人件費等を除く。）
2億5,711万円
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　スポーツ施設の現状と課題、今後の方針等は、以下のとおりとなります。

現状と課題

・7施設中４施設が築30年を経過しています。
・健康志向の高まりに伴い、年間利用者数はおおむね増加傾向にあります。
・ 個人利用者数の増加に伴い、利用料金収入は増加しています。また、指定管

理者の自主事業利益還元についても、会員数の増加に伴い、増加しています。

今後の方針

・老朽化が進行した施設については、改修等の対策を進めていきます。
・ 区民の身近なスポーツの場として、区立小・中学校を活用したスポーツ交流

ひろばの更なる実施を検討していきます。
・指定管理者と連携しながら、効率的な運営を推進していきます。

個別の施設に関する特記事項

【六義公園運動場】
・防球ネットの一部かさ上げを、平成29年度に実施します。
・ 管理棟は、昭和50年の竣工から築40年以上が経過し、老朽化が進行している

ため、施設全体のバリアフリー化及び利用者の快適性向上を目的として、平
成29年度以降に改築工事を実施していきます。
【竹早テニスコート】
・ 管理事務所が昭和61年、クラブハウスが63年の竣工で、建物及び設備面の劣

化が進んでいます。改修に当たっては、竹早公園に隣接する小石川図書館の
状況も踏まえ、検討していく必要があります。
【文京スポーツセンター】
・ 昭和61年10月の開館から30年以上が経過し、施設本体や諸設備が老朽化して

きていることから、各種設備等の更新と合わせ、施設全体のバリアフリー化
や省エネルギー対策等に対応した施設にするための改修工事を実施します。

・ 平成29年２月から30年６月（予定）までの間、改修工事の実施に伴い休館と
なりますが、この間の区民のスポーツ環境を確保していきます。

表4‑4‑2　スポーツ施設の利用状況

番号 施設名称
利用者数（人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 六義公園運動場 34,725 31,569 38,465 

2 後楽公園少年野球場 13,492 13,997 15,923 

3 竹早テニスコート 57,254 55,301 51,887 

4 小石川運動場 62,764 77,760 83,683 

5 文京総合体育館 154,479 270,787 309,138 

6 文京スポーツセンター 437,105 422,757 439,954 

7 江戸川橋体育館 38,300 45,709 53,462 

合　　計 798,119 917,880 992,512
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５　山村体験施設
　山村体験施設の配置状況を図4‑5‑1、基本情報を表4‑5‑1、利用状況を表4‑5‑2に
示します。
　なお、山村体験施設については、現在建物使用貸借契約による貸付けを行っており、
光熱水費等の維持管理費は計上していません。

表4‑5‑1　山村体験施設の基本情報（平成28年３月末現在）

番号 施設名称 運営形態 施設
形態

延床面積
（m2）

代表建物（最も延床面積が大きい棟）

主体構造 建築年 全面的な改修
工事竣工年

1 四季の郷薬師温泉やまびこ荘 民間委託 単独 1,355.22 鉄筋コンクリート造 1982 ―

：建築後30～59年　 ：建築後60年以上

表4‑5‑2　山村体験施設の利用状況

番号 施設名称
宿泊者数（人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 四季の郷薬師温泉やまびこ荘 5,098 4,940 5,282 

新潟県

魚沼市
1.四季の郷薬師温泉やまびこ荘

図4‑5‑1　山村体験施設の配置状況
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　山村体験施設の現状と課題及び今後の方針は、以下のとおりとなります。

現状と課題

・耐震性は有しているものの、築35年を経過しています。
・ 現在、施設は建物使用貸借契約により貸付けを行っており、施設の管理及び

運営に関する協定を締結し、宿泊施設として、湯之谷薬師スキー場管理組合
が運営しています。

・ 施設の維持管理のほか、山村体験施設としての特徴をいかし、田植え、稲刈
り体験や尾瀬ハイキング等の山村体験交流事業を実施しています。

今後の方針

・ 当分の間、魚沼市との交流と区民の山村体験施設の拠点としていくことを踏
まえ、建物使用貸借契約の期間は、３年ごとに更新を行うため、次期更新の
時期（平成31年度末）までに、今後の施設の維持方針等の抜本的な検討を行っ
ていきます。
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○産業系施設

６　産業系施設
　産業系施設の配置状況を図4‑6‑1、基本情報を表4‑6‑1、維持管理費を図4‑6‑2、
利用状況を表4‑6‑2に示します。

図4-6-1　産業系施設の配置状況
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表4-6-1　産業系施設の基本情報（平成28年３月末現在）

番号 施設名称 運営形態 施設
形態

延床面積
（m2）

代表建物（最も延床面積が大きい棟）

主体構造 建築年 全面的な改修
工事竣工年

1 産業とくらしプラザ（シビックセンター内） 直営 併設 928.80 鉄骨鉄筋コンクリート造 1994 ―

2 勤労福祉会館 指定管理 併設 1,904.08 鉄骨鉄筋コンクリート造 1974 ―

：建築後30～59年　 ：建築後60年以上

年間総経費
4,001万円

光熱水費
1,126万円

維持管理委託費
1,886万円

指定管理料
（人件費等を除く。）
835万円

維持補修費
154万円

図4-6-2　産業系施設の維持管理費（平成26年度実績）

表4-6-2　産業系施設の利用状況

番号 施設名称
利用者数（人） 稼働率（平均）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1 産業とくらしプラザ（シビックセンター内） － － － 52.4% 55.8% 58.1%

2 勤労福祉会館 84,123 86,014 92,273 53.5% 59.6% 62.5%

※産業とくらしプラザは、利用者数を把握することが困難であるため、「－」と記載しています。
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　産業系施設の現状と課題及び今後の方針は、以下のとおりとなります。

現状と課題

【勤労福祉会館】
・ 耐震性を有しているものの、築40年以上を経過し老朽化が進行しています。

特に、給水管等の老朽化が進んでいます。
・ 利用者数は、おおむね増加傾向にあり、会議室等の貸室の稼働率は50～60％

台で推移しています。

今後の方針

【勤労福祉会館】
・ 東京都との使用貸借契約により、平成31年まで用途変更に制限があることも

踏まえながら、当面はサービスを継続していきます。
・ 他施設が併設されているため、改修等の計画に当たっては、併設施設と総合

的に検討していきます。
・ 効率性とサービスの特性を踏まえて、管理の効率化とコスト削減を図ってい

きます。
・ 併設施設との連携や事業の更なる充実などにより、稼働率の向上を目指して

いきます。
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