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1. 傍聴の許否について
許可することとなる。
1．豊島区基本計画について
島本長期計画策定担当課長より説明を受ける。
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午後 1時 34 分開会
○岡里議長

0

それでは、ただいまから議員協議会を開会いたします。
本日は豊島区基本計画につきまして、理事者より説明を受けます。
'0島本長期計画策定担当課長
それでは、豊島区基本計画につきましてご説明を申し上げます。まず、配付資料の確
認からいたさせていただきます。席上の一番上に、 1枚もので配付資料という印刷物が
ございます。ここの記載のものが、本日席上にご配付申し上げました品物でございます。
まず 1でございますが、豊島区基本計画でございます。これは冊子でございまして、右
農に議員協議会 1という資料番号が振られているものでございます。それから 2 、豊島
区基本計画説明資料でございます。これは薄い印刷物でございまして、右肩が議員協議
会 2 という記載のあるものでございます。それから 3 、豊島区基本構想審議会会議録
(2 ）でございます。この審議録（ 2) につきましては、基本計画の審議の内容の平成
7 年度分の会議録でございます。この会議録は既に議員の皆様にはお送りをしてござい
ますが、本日は改めまして基本計画の審議内容がわかるようにということで重ねてご配
付を申し上げたものでございます。それから 4 、豊島区基本構想審議会会議録（ 3 ）で
ごぎいます。これは、平成 8 年度の基本構想審議会の審議録でございまして、最終の審
議会になりま L た昨年の 12 月 26 日の会議録まで記載をいたしてございます。それか
ら、 5 が豊島区基本構想でございます。これは既に議員の皆様にはお送りをしているも
のでございますが、本日参考ということで改めまして席上に用意をさせていただきまし
た。本日、ご説明申し上げますのは、この資料のうち 1と 2 につきまして説明を申し上
げます。 3- 4,.. 5 につきましては、説明は省略をさせていただきたいと存じます。
それでは説明に入りますが、まず資料 2 の方の豊島区基本計画説明資料をお取り上げ
願いたいと存じます。この説明資料の中で順番が少し逆になりますが、審議会の審議経
過をご説明するということで、後ろの方のページ、 19 ページ、一番最後から 2 枚目、
戻ったところでございますが、 19 ページをお開き願いたいと存じます。豊島区基本構
想審議会開催経過でございます。豊島区基本構想審議会は、平成 6 年に設置をされたと
ころでございます。第 1回の設置と諮問が、平成 6 年 5 月 23 日に行われました。そこ
での諮間の事項でございますが、ここに記載のように豊島区基本構想並びにこれに基づ
く基本計画の策定についてということで諮問がなされたところでございます。まず基本
構想の審議をいたしまして、平成 6 年 12 月 26 日に第 12 回豊島区基本構想審議会に

おきまして、基本構想の答申がなされたところでございます。翌年、平成 7 年 a 月、平
成 7 年第 1回定例会におきまして議決をいただいたところでございます。弓は続きまし
て、基本構想審議会では基本計画の審議が開始されたところでございます。平成 7 年 7
月 10 日から基本計画の審議が開始されましたが、基本構想の答申から基本計画の審議
まで大分間があいてごぎいます。これはこの期間の間に地方選挙がございまして、その
関係で時期があいているということでございます。なお、委員の方のうち 2 名の委員の
方が交代をされまして、基本計画の審議に入ったというところでございます。以降、一
番下の段から 3 つ上のところでございますが、平成 8 年 12 月 26 日まで審議がなされ
まして、第 19 回豊島区基本構想審議会で結審をいたしたというところでございます。
この審議会の審議の経過でごぎいますが、例えば 7 月 10 日のところでは、第 13 回豊
島区基本構想審議会でございます。これは基本構想審議会の全体で行った審議会という
ことでございます。その下の 7 月 31日、第 1回第一部会とございます。その下が 9 月
20 日で第 1回第二部会でございます。これは、基本計画の審議の内容は非常に膨大に
わたりますので、部会に分けてご審議を願ったところでございます。第一部会と第二部
会ということで分けた部会の開催がこのように記載をしてございます。審議会の回数で
ございますが、基本計画の審議といたしましては全体会が 7 回、部会が 12 回、合わせ
まして基本計画は 19 回の審議を行ったところでございます。なお、基本構想で 12 回
の審議を行いましたので、基本構想と基本計画を合わせますと、全部で 31回の審議が
なされたということでございます。平成 9 年になりまして 1月 l0 日、先週の金曜日で
ございますが、答申をいただいたところでございます。それから、昨日 1月 13 日、豊
島区基本計画を庁議で策定をしたという経過でございます。
それからその次のページ、 20 ページでございますが、 20 ページは平成 9 年
1月 10 日に会長から区長に答申がなされました、その答申の写しでございます。

0岡田議長
ちょで二〕と課長さん、すみません。ただいま、豊島新聞社、立花様より傍聴の申し出が
ございます。許可してよろしゆうございますね。
「 異 議 な し 」

0島本長期計画策定担当課長
それでは、もとに戻って説明を続けさせていただきます。 1ページをお開きを願いた
いと存じます。 1ページ、一番上のタイトルが基本計画の項目数とございます。この基
本計画の項目数のところでございますが、見方といたしまして左に並んでおりますとこ
ろでございますが、まず網がかかっている「いきいきと健康に暮らす」、それからその
下の網のところで「豊かな人間性を育てる」、その下「多様な活力を生みだす」、その
下「ゆとりある生活空間をきずく」、その下「美しい環境と共生する」。ここの内容に
つきましては、基本構想で第 5 章というところがございまして、そこに地域社会づくり
の方向という記載がございます。この基本構想第 5 章、地域社会づくりの方向を受けた
ものが、ただいま申し上げました「いきいきと健康に暮らす」から始まったところでご
ざいます。なお、一番下の「計画実現のために」のところは、基本構想では第 6 章「構
想の実現のために」ということになってございます。それから一番上の欄、表頭のとこ
ろでございますけれども、長期目標と施策の方向、計画事業、一段あきまして（参考）
細目数とございます。まず長期目標でございますが、これはその右にございます施策の
方向の基本方針となるものというところでございます。それからその右側の施策の方向
が、基本計画の期間内 10 カ年間で区が向かうべき方向、施策の内容ということでござ
います。その右の計画事業でごぎいますが、これは施策の方向の中から数量化、計画化
ができるものにつきまして取り上げたものでございます。
一段あきまして、 （参考）細目数のところでございますが、これは施策の方向が、例

えば「いきいきと健康に暮らす」では 68 あるということでございますが、この施策の
方向の中には複数のものが含まれているところがございます。したがいまして、その複
数の枝を細部まで勘定した場合、それが細目数ということで、 「いきいきと健康に暮ら
す」であれば 99 になるという見方でございます。なお、一番下のところでございます
が、合計のところでございます。長期目標は 8 4 、施策の方向が 279 、計画事業
が 98 、細目数が 481とございます。計画事業といたしましては、 98 事業というこ
とで計上いたしましたが、先ほど申し上げましたように計画事業は豊島区全体の施策の
方向 27 9 の中から数量化できるもの、計画管理ができるものということで取り上げた
ものが 98 ということでございます。したがいまして、基本計画として区政全般を見渡
した区政の方向というところでは、施策の方向の 279 あるいはその枝まで勘定いたし
ました一番右側 481ということが基本計画の内容の柱になるということでございます。
それでは、 2 ページをお開きを願いたいと存じます。まず、この説明資料の見方でご
ざいますが、この説明資料は本文、厚い方の基本計画でございますけれども、その中の
該当箇所をそのまま抜き書きをしたということでいたしてございます。例えば 2ページ
であれば、本文のところでは 6 ページ、 7 ページのところに相なります。計画の性格と
構成というところでございます。したがいまして、ここの説明資料の 2 ページ、 3 ぺー
ジにつきましては、そのまま持ってきてございますので、この説明資料をご覧いただけ
ればよろしいんですが、それ以降のところにつきましては本文とあわせながら見ていた
だく方が内容がわかるということになろうかと思いますので、あわせてご覧いただきた
いと存じます。まず 2 ページのところでございますが、これは基本計画構成の基本とな
書 るところでございますので、朗読をさせていただきます。計画の性格と構成。 1、計画
雪 の性格。基本計画は、基本構想の実現を目的とする区政の基本指針であり、次のような
盗性格を持つ。①、区が推進する施策を体系的、総合的に明らかにした行財政運営の指針。
②、区の各分野の補完計画を総合的に調整する指針。③、国、都及びその他の関係機関、
民間組織等が進める計画や事業を議整し、誘導していくための指針。④、区政と区民と
意J のパートナーシップに基づき施策を展開していくための指針。 2 、計画の期間。平成 9
年度（ 1997 ）を初年度とし、平成 18 年度（ 2006 ）までの 10 カ年を計画の期
間とする。なお、計画の期間中において、社会経済状況や都区制度改革の実現など行財
政制度に大きな変化が生じた場合には、必要に応じて修正や見直しを行うものとする。
3 、計画の構成。基本計画は、分野別計画、地域別計画、計画の実現のためにをもって
構成する。 (1)、分野別計画。基本構想に基づき、区が対応すべき 24 の課題を設定
し、長期的に推進する施策を体系的に明らかにしている。各課題ごとに現状と課題、長
期目標、施策の方向、計画事業をもって施策の内容を示している。 (2)、地域別計画。
豊島区を 5 つの地域に分け、各分野別計画の内容を区民の身近な地域レベルで総合的に
示すことで、今後のまちづくりの推進に方向を与えている。 (3) 、計画の実現のため
に。基本計画を推進していく上での執行体制のあり方等について、基本的な方向を示し
ている。 4'
実施計画による計画事業の推進。区の財政はこれまでの行財政改革の取り
組みによっても危機的な状況を脱しておらず、極めて深刻な状況に直露している。また、
経済の本格的な景気回復までには、なお時間を要するものと見込まれ、今後も厳しい財
政環境が続くと予想される。こうした状況下において lO 力年にわたる数量的な目標や、
実施年次等を基本計画の中で具体的に示すことは難しい状況にある。このため分野別計
画の計画事業においては、事業名称を示し、事業量等の数量的側面については実施計画
で明らかにしていくものとする。また、基本構想の実現に向け、基本計画を推進してい
くため、同時にさらなる行財政改革を強力に押し進めていく。
3 ページでございます。 3 ページは、基本構想とこの基本計画、それにただいま 2 ぺ
ージで読み上げました実施計画、それと各分野の補完計画の関係というイメージでござ
います。右側を朗読をさせていただきます。まず、基本構想でございます。 21世紀に
おける豊島区のあるべき将来像を描くとともに、区民、事業者、行政が協働して実現に

取り組む地域社会づくりの方向を示す。基本理念。人間性を尊重する。地域の誇りを創
造する。地球市民の自覚を持つ。都市像。 「暮らし豊かに こころ輝く都市」。地域社
会づくりの方向。 1 、いきいきと健康に暮らす。 2 、豊かな人間性を育てる。 3 、多様
な活力を生みだす。 4' ゆとりある生活空間をきずく。 5 、美しい環境と共生する。
次に、基本計画でございます。基本構想を実現するため、送が推進する施策を体系的、
総合的に明らかにした行財政運営の指針。期間、平成 9 年度から平成 18 年度までの 1
0 カ年間。構成、 1 、分野別計画。 24 の課題ごとに施策を体系的に示す。 2 、地域別
計画。 5 つの地域ごとに施策を総合的に示す。 3' 計画実現のために。その下に※で各
分野の補完計画とございますが、これは例示として掲げたものでございます。それから、
下の基本計画の人口フレームでございます。これは、本文では S ページから 9 ページに
なるものでございます。本文の 8 ページから 9 ページでは、人口の推移等を記載をいた
しまして、最終的に人口世帯の推計という記述をいたしでございます。ここの説明資料
のところでは、その結論の部分を持ってきてございます。本文では、 8 ページから 9 ペ
ージのところでございます。説明資料の方を朗読をいたします。基本計画の入口フレー
ム。人口世帯の推計。これまでの人口世帯の推移をもとに将来の推計を行うと、平成 I
8 年の人口は 23 万 2 千人、世帯数は 12 万 6 千世帯となることが見込まれる。この推
計値をもって基本計画の人口フレームとする。
次の 4 ページでございます。 4 ページからは本文の第 1 章、分野別計画の記載のとこ
ろでございます。なお、分野別計画は本文では 11 ページから 108 ページにわたって
ございます。まず、分野別計画についてということでございまして、本文012 ページ、
そのページをそのまま引き写しをしてごぎいます。これも基本的なことでございますの
で、朗読をさせていただきます。分野別計画について。分野別計画では、基本構想に基
づき、区が対応すべき 24 の課題を設定し、長期的に推進する施策を体系的に明らかに
している。各課題ごとに現状と課題、長期目標、施策の方向、計画事業をもって施策の
内容を示している。①、現状と課題。各課題について社会の流れ、地域の現状と課題、
これまでの区の取り組み状況等を記述している部分。②、長期目標。基本構想の地域社
会づくりの方向に示された内容を各課題に沿って広げるとともに、現状と課題に対応し
て施策の方向の基本方針を示す部分。③、施策の方向。長期目標に示す基本方針に沿っ
て 10 カ年間の施策の方向性等を示す部分。④、計画事業。施策の方向に対応して、計
画的な進行を確固すべき事業を示す部分。各事業の具体的な事業量、事業費、実施時期
等については、実施計画の中で示す。下の図でございますが、これは分野別計画の体系
ということで記載をいたしてございますが、ここの本文の上から 2 行分、 「分野別計画
では基本構想に基づき、区が対応すべき 24 の課題を設定し」という書き出しから始ま
りますけれども、その基本構想での地域社会づくりの方向、この 5 つと、それから 24
の課題、これが一覧に見られるようにいたしたものでございます。
それから、 5 ページでございます。 5 ページからは各分野の個別のところに入るわけ
でございますが、まず最初、いきいきと健康に暮らす、本文では 13 ページから 33 ペ
ージになるところでございます。そのいきいきと健康に暮らすの最初が、 1 、福祉のま
ちづくりでございます。本文の 14 から 16 ページでございます。なお、この後の説明
につきましては 24 の課題、同じような記載をしてございますので、詳細については省
略をさせていただきますが、ただ福祉のまちづくりは初めてのところでございますので、
見方ということで福祉のまちづくりについてだけ若干細かい説明あるいは朗読というこ
とでさせていただきたいと存じます。
本文の 14 ページをお開きを願いたいと存じます。本文の 14 ページでございます。
ここが説明資料に対応いたします、福祉のまちづくりのところでございます。先ほどご
説明を申し上げましたように、基本計画の分野別計画のつくり方といたしましては、ま
ず現状と課題を記載をいたしました。その後、長期目標にいきまして施策の方向、そし
て最後に計画事業というふうになるわけでございます。福祉のまちづくり以隆につきま

しては省略をさせていただきますが、福祉のまちづくりについてだけ、見方ということ
で若干朗読をさせていただきたいと存じます。現状と課題、長期目標、それから施策の
方向のーつのところまで朗読をさせていただきたいと思います。イメージということで、
ご確認いただくということでございます。 1、福祉のまちづくり。現状と課題。人生 8
0 年時代を迎え、区民の福祉ニーズは増大、多様化するとともに、福祉サービスの量的
拡大、質的向上が求められている。一方、核家族化の進行やファミリー世帯の区外流出
などにより、区民同士のつながりや心のふれあいは薄れ、家庭や地域における介護や相
互扶助の機能は低下しつつある。こうした状況に対応し、高齢者、障害者、子供など、
すべての人が住み慣れた地域の中で安心していきいきと暮らせる福祉社会を形成してい
くためには、公的な福祉サービスの充実とあわせ、行政と区民、民間組織、企業などが
相互に連携し、協働していくシステムづくりを進めていくことが重要となっている。福
祉のまちづくりは施設の整備にとどまらず、だれもが人間として尊重され、相互に支え
合い、自由に行動し、社会参加できる「人にやさしいまち」を築いていくことである。
そのためには、すべての区民が高齢者や障害者等の問題について関心と理解を深めるこ
とが大切であり、福祉教育の推進や幅広い交流により、地域社会のあらゆる場において
福祉意識の高揚を図っていく必要がある。また、高齢化が進行している現在、だれもが
安全で快適に暮らせるまちづくりは、障害者のみならず高齢者を含むすべての区民にと
っての願いである。豊島区では、昭和 63 年に福祉のまちづくり整備要綱を制定 L、区
施設はもとより民間の公共的施設、交通機関等の整備・改善に努めてきたところであり、
今後とも障害を持つ入も持たない人もともに生きることのできる社会を形成しようとす
るノーマライゼーションの実現のために、だれもが安全かつ快適に行動できる福祉環境
整備の一層の推進が必要である。一方、近年のボランティア志向の高まりや、自由時間
の増加に伴い、幅広い分野での福祉活動への参加が期待されている中、豊島区では社会
福祉協議会を拠点として、区民同士の相互援助活動やボランティアグループによるサー
ビス提供など、多様な福祉活動が展開され、地域福祉の場は着実に広がりを見せている。
しかし、こうした活動に参加したい意向はあっても、どのようにすればいいのかわから
ない人も多いなど、参加意識と参加実態には依然として大きな隔たりがあるのが現状で
ある。このため社会福祉協議会をはじめ、民生委員、児童委員、社会福祉団体との―層
の連携のもとに、地域福祉活動を促進し、ふれあいと思いやりに満ちた福祉のまちづく
りを進めていかなければならない。ということで、現状と課題をまず整理をいたしたと
ころでございます。この現状と課題に基づきまして、その下の長期目標を記載したとこ
ろでございます。①、ふれあいと思いやりのある福祉のまちをつくるため、幅広い交流
により相互理解を深めるとともに、地域社会のあらゆる場において福祉教育や啓発活動
を推進していく。②、ともに支え合う豊かな福祉社会を築くため、区民や民間諸団体等
の自主的な地域福祉活動を推進していく。③、高齢者や障害者等すべての人が地域の中
で安心して快適に暮らせるよう、民間施設を含め、公共的施設、公共交通機関などの福
祉環境の整備に努める。ということで、長期目標をここでは 3 つ定めたところでござい
ます。この長期目標0)8 つのそれぞれの柱に応じまして、施策の方向を進めていくとい
うことで組み立てをしてございます。本文0)15 ページでございますが、施策の方向の
ところ、大きな 1で「福祉のまちづくり思想の普及」とございます。これは 14 ページ
の長期目標の①の内容に対応してくるとういことになるわけでございます。 1-iのと
ころだけを朗読をさせていただきます。福祉教育の推進。区民一人ひとりの福祉への関
心と思いやりの心をはぐくむため、学校教育や生涯学習の場において福祉教育を推進す
る。ということでございまして、長期目標に基づきました施策の方向、大きな柱からそ
の内容を引き出すということで組み立てているところでございます。以下、 1 -2 から
先も同じ形態ということでございます。
以上が、基本計画の分野別計画の組み立て方ということでございます。それでは、説
明資料の 5 ページの方にお戻りをいただきたいと存じます。ただいま、福祉のまちづく

りにつきまして朗読をさせていただきましたが、福祉のまちづくりのところで施策の体
系を説明資料では記載をいたしてございます。これは本文では 16 ページになるもので
ございます。一方、この体系の後に計画事業を記載をするというスタイルをとってござ
いますが、福祉のまちづくりのところでは施策の方向の中から計画化、あるいは数量化
を行う内容というものがございませんので、ここでは計画事業は福祉のまちづくりの中
には記載がされていないということでございます。以下、 2 の高齢者・障害者等の自立
支援、本文では 17 ページから 21ページになりますが、組み立て方は同じ組み立てで
ございます。長期目標という形では 1の在宅福祉サービスの充実からはじまりして、 5
の自立支援体制の整備というところまで長期目標を定めました。それに応じまして、そ
の右側にまいりますが、 1の在宅福祉サービスの充実のところでは 3 つの施策の方向を
定めたということでございます。なお、計画事業につきましては下の欄にございます、
①の福祉総合情報システムの開発からはじまりまして、⑩、福祉マンパワーの確保まで、
計画事業の計上化をいたしたところでございます。
次, 6 ページでございます。 6 ページ、 「子ども・家庭」でございまして、本文では
22 ページから 25 ページの内容でございます。まず、長期目標としましては 10子ど
ものための環境づくり、 2 、子育て支援活動の推進、 3 、多様化する保育ニーズへの対
応、 4 、家庭生活の安定という 4 本の大きな柱でございます。それに対応いたします施
策の方向、 101、子どもの権利を尊重する社会づくりから始まりまして、ここでは I
5 の項目がございます。計画事業は①、子どもモニターの導入から以下、⑦、母子寮の
建設までということでございます。以下、 6 ページ 04 が男女共同参画型社会の形成、
7 ページが 5 、健康づくりと保健医療でございます。それから 8 ページは、地域社会づ
くりの方向が変わります。大きなくくりが変わりまして、 「豊かな人間性を育てると」
いう大きなくくりになります。 1が文化でございます。それから、 2 番目が生涯学習。
それから 9 ページにまいりまして、 3 、生涯スポーツ・レクリエーションでございます。
4 が学校教育でございます。それから 10 ページでございますが、 5 、開かれた学校づ
国際交流ということで、ここまでで豊かな人間性を育て
くり、 6 、コミュニティ、 7'
るが終わります。 11ページ、 「多様な活力が生みだす」という大きな柱が変わります。
1が中小企業、 2 が商店街、 3 が消費者でございます。それから 12 ページにまいりま
して、これも大きな柱が変わりまして、 「ゆとりある生活空間をきずく」というところ
に入ります。 1が地域防災の推進、 2 が防災まちづくりでございます。この地域防災の
推進と防災まちづくりでございますが、これは防災をーつのくくりとはいたしませんで、
いわばソフト、それとハードという 2 つに分けたというとでございます。そのうちソフ
トの部分が地域防災の推進、ハードに関係が深いものが防災まちづくりというところで
アメニテ
ございます。 13 ページでございますが、 3 、市街地整備でございます。 4.'
ィの形成でごぎいます。それから 14 ページでございますが、 5 、住宅・住環境、 6 、
交通体系でございます。さらに 15 ページのところで、また大きな柱が変わりまして、
「美しい環境と共生する」ということでございます。 1、みどりと広場、 2 、環境保全。
リサイクル・ごみ減量でございます。
それから 16 ページまいりまして 3'
以上、 16 ページのところまで、本文で言えば 103 ページのところまでが分野別計
画ということに椎なるわけでございます。
それから 17 ページでございますが、ここから第 2 章、地域別計画。本文では 109
ページから 131ページになるところでございます。ここの 109 ページのところで、
地域別計画の最初のページというところで、地域別計画とは何ぞや、どういう構成なの
かということで記載をしてございます。これも基本的なことでございますので、このペ
ージは朗読をさせていただきます。地域別計画について。これからの高齢社会の中で多
様化する地域社会のニーズに応えていくためには、各分野の施策を地域や区民生活の視
点から総合化し、より効果的、効率的に施策を展開していかなければならない。また、
福祉、文化、防災・まちづくり、環境・リサイクルなど、さまざまな分野において区民、

事業者、非営利団体等との間に良好のパートナーシップを築き、多様なサービスを供給
する仕組みづくりを進めることが必要である。地域別計画はこうした考えのもと、各分
野ごとの施策を身近な地域を単位としてわかりやすく総合的に示すことにより、地域社
会への関心を高め、選政への区民の幅広い参加を推進することを目的とするものである。
①、地域設定の考え方。人口や面積、土地利用の状況、地域の成り立ち等を勘案し、 5
つの地域を下図のとおり設定した。②、地域別計画の構成。 5 つの地域ごとに現状と特
性及びまちづくりの方向を示している。まちづくりの方向は分野別計画の中から、地域
に密着した展開が重要な施策について示している。という内容が地域別計画の基本的な
内容でございます。
なお、恐れ入りますが本文の 112 ページ、 113 ページをお開きを願いたいと存じ
ます。地域別計画は、 1 つの地域を 4 ページで記載をいたしてございます。そのうち、
2 ページ分が現状と特性ということで、現状分析に充てているということでございます。
112 ページ、 113 ページでいいますと、ここは東部地域になります。東部地域のど
こに当たるのかというのは右の上の方に地図がございますが、この地域を東部地域とし
たということでございます。東部地域の現状と課題を記載をいたしまして、データ等も
用意をしたところでございます。こういう状況のもとで、分野別計画に記載されている
ものを地域に落とし込むとどうなるのかというのが、その後の 2 ページでございます。
114 ページと 115 ページになるわけでございますが、後半の 2 ページ分で基本計画
期間内のまちづくりの方向を地図に落とし込むということでございます。この東部地域
でご説明を申し上げますと、 114 ページのところ、まちづくりの方向ということでご
て ざいまして、前の章の分野別計画で記載をされていた内容を地域に落とすということで
奉ございます。その落とし方としまして、くくりを 3 つ用意をいたしました。 1つは、ゆ
乞急とりでございます。それから 2 つ目が幕らし、 3 つ目がまちということでございまして、
ゆとりといいますと、文化とかアメニティーとかという内容になろうかと思います。暮
奪 らしであれば福祉関係というようなことになりますし、まちということであれば都市整
兼備、防災関係というような形になるわけでございます。ここの地図につきましては最初
議 申し上げましたが、基本計画の分野別計画の内容を落とし込むということで、地域の皆
様方に分野別計画では単に仕事が縦割りになるわけでございま L て、それを地域という
目で見たときに横のつながりがよくわからないということになろうかと思います。それ
を地図に落とし込むことによりまして、地域で総合的に見られるのかなということで、
わかりやすさを求めたということでございます。
以上、同じように S 地域につきまして、同様の記載をいたしているというところでご
ざいます。それから説明資料の最後でございますが、 18 ページでございます。本文で
言えば、 113 ページからになるわけでございますけれども、第 3 章、計画の実現のた
めにというところでございます。この計画の実現のためににつきま L ては、本文の記載
の柱を見出しという形で説明資料の方には抜き書きをいたしているところでございます。
基本計画の説明につきましては、雑駁でございますが以上でございます。よろしくどう
ぞお願いいたします。
○岡田議長
理事者からの説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
○垣内議員
まずお伺いしたいのは、 3 ページのところにあります図式のところなんですけれども、
この位置づけがちょっと私よくわからないんですけども、基本計画があって、その下に
実施計画があって、その右に各分野の補完計画というのがありますけれども、どれまで
が基本計画というふうに呼ぶのか、これをまずはっきりさせていただきたい。
○島本長期計画策定担当課長
まず、この説明資料では 3 ページになるわけでございますが、ここの丸で図案化して
ございますが、あくまでもここに書いてあります内容のものしか、これは指してござい

ません。したがいまして、基本計画というものは分野別計画あるいは実施計画は含みま
せん。それぞれ単体の名称でございます。この図で言えば、実施計画、各分野の補完計
画というのは、これは別のもの、基本計画には入らないということでございます。
0垣内議員
そうしますと、基本計画に基づいてそれぞれ下の実施計画についても、各分野の補完
の計画についても勝手にやれと、こういう図式ですよ。図式からすると、そういう位置
づけですよね。だって今、基本計画があって、それとは全く別の問題だから、勝手に推
進したって、これはおかしくないよという図式ですよね。そこをはっきりしてください。
○島本長期計画策定担当課長

3 ページの図は位置と、それから線をイメージしているところでございます。基本構
想が一番上に来ているということでございまして、上の方が上位計画あるいは上位概念
ということになります。したがいまして、基本構想が豊島区の中の一番上位のものであ
ると。それを受けた行政計画としては、基本計画は最上位計画であると。一方、その下
位計画として実施計画あるいは各分野の補完計画がございます。ただ、各分野の補完計
画というのは分野ごとにたくさんごぎいます。それらにつきましては、基本計画を上位
計画として構成をされると。基本計画の中でそれぞれの補完計画の調整をとらなくては
いけませんし、また実施計画では基本計画の施策の方向に基づきまして、各分野の具体
施策が記載をしてございますが、その具体施策については基本計画の下位計画という位
置づけですので、その中で基本計画で総合調整権を発揮しながら実施計画で具体的数字
を計上していくということでございます。
0垣内議員
そうしますと数学で言えば、この基本計画に全部、実施計画も各分野の補完計画もこ
れに含まれると、こういう 「＞」 という記号ありますよね。数学で。これにこういう形
の記号の位置づけとして考えていいのか悪いのか、そこをはっきりさせてください。
○島本長期計画策定担当課長
まず、基本計画と補完計画が性格とレベルが違うというのがございます。まず、基本
計画は区政の最上位計画といたしまして、すべての分野を見渡すということでございま
す。一方、各分野計画はその中で自分の分野の計画ということでございます。それから
もうーつ、計画の内容の細かさといいますか、そういう価値観といいますか、その違い
がございます。基本計画は、言わば基本的な視点を持つと。それから、各分野計画はそ
の自分の各分野の中の、言わば非常に細かいところまで見渡すということでございます
ので、そいう意味で基本計難と各分野の計画の基本的な性格の違いはございますが、向
かうべき姿勢はどこにいくかというと、基本計画が最も基本になるということでござい
ます。
0垣内議員
だから、基本計灘があって、それぞれの分野別の計画があって、含まれているという
意味なのかということ。つまりピラミッド型の、最終的には区民に対する供給ですよね、
福祉にしようが何にしようが。それがそういうーつの構想があって、基本計画があって、
それで実施計画があって、それに対する補完計画があって、それが全部こういうピラミ
ッドみたいな形になって推進していくのかどうか、そこがはっきりさせてもらいたいと
いうことなんですよ。
0島本長期計画策定担当課長
ピラミッドの構成ということであれば、ピラミッドでごぎいます。基本計画が計画の
中で一番上に立つピラミッドということでございます。
0垣内議員
そうしますと、基本的に基本構想があって、そこから出て、基本計画があって、そこ
から推進するものがあるとするならば、さまざまなものがあるというならば、このピラ
ミッド型のものが普通は、考え方ですよ、基本計画と呼ばれるものでなければ私おかし

いというふうに思うんですよ。そもそも基本計画があって、そこからいろいろな全部推
進していく、これを総合して計画というんでしょう、普通は。計画というものを持たな
ければならないわけ。では、そこにーつの土台があって、そこから物事が出発するとい
うふうになるならば、これはいわゆる方向と呼ぶものであって、計画というならば、こ
のピラミッドの総合的なものが計画であって、最終的にこういう計画に基づいてこうい
う施策を行うというものが基本計画でなければおかしいのではないですか。
〇島本長期計画策定担当課長
計画論をどう考えるかということになろうかと思いますが、言ってみれば今のお話は、
例えば基本計画 I本あればほかがいらないのではないかということにもなろうかと思い
ますけれども、ただ基本計画ですべての豊島区の内容の細部にわたるものまで計画化を
するということは事実上、難しいことではないかなと思います。したがいまして、補完
計画でそれぞれの捕完計画の姿勢を示すときにも、本来そのよりどころがどこにあるの
かというのがまた必要になります。それを示すのが基本計画ということでございまして、
それに基づいて細部にまでわたるものについては補完計画に、言ってみれば任すという
形態になろうかと思います。ですから、全部を基本計画というものではなくて、計画体
系という言い方であれば全部含まれますが、固有名詞で呼ぶときには基本計画は上のレ
ベルを受け持つ計画、それに基づいて、言わば分野の細かいところは補完計画に任すと
いうのが今回の組み立て方でございます。
0垣内議員
それで、では実施計画と補完計画との違いというの、ちょっと私わからないんですけ
ども、例えば各分野の補完計画といって高齢者社会の対策総合計画とか障害者福祉計画
嶋 とか住宅マスタープランとかありますね。これは基本計画があって、住宅の推進はこう
噂 しましょうということで、マスタープランが補完計画になってますよね。では、このマ
スタープランは実施計画とは違うわけですか。ここがよくわからないんですね。‘
ら O島本長期計画策定担当課長
臨 まず、実施計画はストレートに基本計画からつながってまいります。この図のありま
議 すように、上から下まで一本のところに流れるんですね。これはどういうことかと言い
ますと、基本計画の中で計画事業というのを用意をいたしました。この計画事業という
のは、先ほど数の問題でご説明を申し上げましたが、基本計画全体では 279 の施策の
方向、それ枝まで勘定しますと 481の豊島区が行うべき方向というのを示してあるわ
けですが、その中で数量化ができる、あるいは計画管理ができるというのは 481すべ
てではございません。ごく限定されます。それが 98 というふうにカウントをいたした
ところでございます。実施計画はこの数量化ができる、計画管理ができるものの 98 に
ついて、基本計画の体系としてくみ上げるというのが実施計画でございます。一方、補
完計画でございますが、補完計画は各分野の中で細かいものを検討いたしますときに、
やはりそこでは計画事業みたいに数量化あるいは進行管理ができないものもございます。
それらを全部含めて分野の中のものを漏らさず検討するのが分野の中の、分野別計画に
なるわけですから、分野別計画の中でも計画管理ができるもの、できないものはありま
す。したがいまして、その中で計画管理ができるものは実施計画の中で基本計画の姿勢
に基づいて調整を図っていくということになりますので、実施計画イコール補完計画で
はありません。
○垣内議員
それで、この数量の計画については 3 年間の口ーリングでいくというわけでしょう。
では、このローリングという言葉を使うのは実施計画の方なの、それとも各分野の補完
計画についてもローリングしていくんですか。ここはどうなんですか。
○島本長期計画策定担当課長
ローリングは実施計画だけでございます。補完計画は、実はもう時間もたっているも
のもございますし、現在策定中のものもございます。現在策定中のものは、基本計画に

あわせて 10 カ年間ということの計画期間を持った補完計画ということで計画をいたし
ます。それらは策定のときに補完計画は完成をしたということでございます。ローリン
グというものは実施計画だけを、財政状況等は毎年見直し等いたして推計をいたします。
それらという意味で、ローリングするのは実施計画だけということでやられています。
O垣内議員
それでは、各分野の補完計画の方については、それこそローリングということではな
いんだから、数量もはっきり示せるものだということだよね。つまり今、基本計画があ
って、それで実施計画については 3 年間のローリングで数量も示せないんだというふう
に今、課長おっしゃるから、では各分野の補完計画はそれとはまた別の問題の考え方だ
からいろいろなもの出ていると。そうすると、こっちの方については数量は示せるんだ
という意味だよね。 3 年間のローリング、こっちは考えてないんだから。例えば、住宅
マスタープランなら今見直しを図っているわけですよ、審議会の方にもかかっているわ
けですね。そうすると、この住宅マスタープランの方は各分野の方の補完計画というん
ですから、当然、基本計画との整合性はありながらも、こっちはでもローリングすると
いう話ではないんだから、これについては数量もきちんと示していかなければならない
という答弁で聞こえるんですけど、そのとおりですね。
0島本長期計画策定担当課長
繰り返しになるようで申し訳ございませんが、実は基本計画の中で数量化できる、計
画管理ができるものしか計画事業としては取り上げませんでした。それを実施計画で数
量化を毎年しながらローリング、 3 カ年計画ということでございますね。一方、補完計
画は補完計画の中に数量化できるものもございます、内容としてですね。あるいは数量
化できないものもあろうかと思います。したがいまして、補完計画はすべて数量化でき
るということではございません。それは内容によりまして、基本計画のように数量化で
きるものについて基本計画は計画事業といたしたわけですが、補完計画もその補完計画
の内容の中には数量化できないものも、あるいは数量化できるものも、その内容によっ
て異なっております。ただ、実施計画と補完計画の違いは、実施計画は毎年ローリング
をし康すが、補完計趣がいつの時点で改定するのかは、その補完計画の考え方によると
いうことでございますので、例えば短期間に、例えば 5 年ぐらいで補完計画を改正する
ところもあるかもわかりませんし、 10 カ年間は補完計画を改定しないのかもわかりま
せん。ただ、改定しないからといって、それは数量化できるから改定しないということ
とは全然関係ないということでございます。
0垣内議員
私、お聞きしたいのは、この各分野の補完計画については数量化できるものについて
は数量化ができるのかどうかということをお聞きしているわけですよ、これは。つまり、
今実際に基本計画については数量化示せないから、いわゆる実施計画の中で数量を示し
ている。これも 3 年間のローリングだというふうに言ったわけでしょう。そうすると、
ではこらちの各分野の方の補完計画については数量が示せるものと示せないものがある
と。まあ、これはいいでしょう。では、この数量が示せるものについては数量を示せる
んですねということを、 3 年間のローリングということではなくて、示していけるので
すねということを確認したかったんですよ。
0島本長期計画策定担当課長
内容として示せるものについて示す、あるいは示さないというのは、補完計画の中の
考え方の組み立ての結論になろうかと思います。したがいまして、その中では数量を示
せるものももちろあろうかと思いますし、あるいは不可能なものもあろうかと思います。
それは補完計画の中で判断されるのかなということでございます。
0垣内議員
それでは具体的に話進めますけども、今先ほど出ました住宅マスタープランで、この
1月末には、昨年からずっとこのマスタープランの今、見直しを図っているわけですよ。

これは基本計画の補完計画であるということで、数量も具体的にね。もう住宅なんてい
うのは、数量がきちんと明確にならなければこれおかしな話で、各供給の区民に対する
どれだけのプログラムを供給するかということを前期、後期と分けて、これ見直しの時
期が迫ってきたから今、見直しを図って改定をしようということで、その数量を早く示
しなさいということで私ずっとしてきたんです。ですから、それは待ってくれというこ
とで、基本計画との整合性を図っていきましょうということで、ずっとこの間審議して
きて、 1月末ぐらいには示せますよということで、来週の月曜日と 2 回にわたって審議
会を開催するという予定が来てるんです。私、先ほど住宅審議会の委員あてに、事前に
配付する約東でしたが事務の都合により実施できなくなりましたという通知をもらった
んですけど、これは非常におかしな話で、 1月末には実際に具体的に数量も示した形で
の供給ブログラムについてはどうするかということを検討して、審議会を開いてくださ
いと区側の方から委員の方に諮問していただいている今、マスタープランなんですよ。
だから私、この数量がどういうふうな形になるのかというのかというの非常に興味があ
って、待ってた一人です。しかし、 20 日から予定しているものについては開催します
が、その際使用する資料は事前に配付する約東でしたけども、事務の都合によりできな
くなりましたと、これは一体どういう理由でできなくなったのかと聞いたら、まだ実際
の数量は示せるかどうかというのはわからないというのが担当の課の課長の言い分でし
たけども、ここには部長さんいますから、数量を示したものを出す予定なのか出す予定
ではないのか、そこを私はっきりさせていただきたいんですよ、この基本計画の関係で。
0山谷都市整備部長
鷺 垣内議員がご熱心に住宅審議会の中でご審議いただて、いろいろなご意見承っており
帯 ます。そういうご意見、私ども十分踏まえた上で検討させていただいているということ
費 を前段に申し上げたいと思います。したがいまして、垣内議員がおっしゃっているご趣
旨、ご意見、十分理解した上でお答えしているというふうにご理解をいただきたいと思
離 いますけれども、私ども基本計画が今、見直しの中でそれとの整合でやると、こういう
縛 ことになっておりますけれども、要するに基本計画の中で、上位計画で今、担当の課長
驚 から申し上げてますように、上位計画の中で財政フレーム、そういうものを示せないわ
けですから、下位計画の中でそれを示すということはまず不可能というふうに考えてお
ります。したがいまして私どもとしましては、それでは今回の供給計画をどういうふう
につくっていくかと、こういうのが今現在、正直に言いまして悩んでいると、こういう
ことでございます。では、何も数量を示さない供給計画になるのかと、こういうことに
なりますと、そうはならないのではないかと。したがいまして今現在、これはまた審議
会の中でご論議をいただくことでございますから、私が一定の方向を何か今決めてしま
うと、こういう話ではないんだろうと思ってますけれども、事務当局としての考え方を
というご質問ですからそのレベルで答えますと、私どもは平成 18 年までの 10 カ年の
中で住宅がどれだけ今現在の人口フレームの推計を含めて、どれだけの住宅が豊島区の
中で供給として必要なのかと、こういう数量はきちんと示そうではないかと。その数量
に向かって、では実際に毎年度どういうふうにやっていくのかというのは、この実施計
画の中でそういう組み立てになっているわけですから、その実施計画の中で、 3 年の口
ーリングの中でその必要数量に対してどういうふうに供給していくかというのは、実施
計画の中で示していこうと、こういうふうに今現在考えて、そういう考え方で住宅審議
会の中ではご説明し、ご審議をいただく、こういうふうに考えております。
0垣内議員
それ部長さん、話ちょっと違うと思うんですよ。審議会の中では、いわゆる今までの
前期やった分で見直しが迫られたと。この 10 カ年計画はどういう供給プログラムでい
くのかという一番焦点だったわけですよ、いろいろ考え方ありますけどね。区民の実態
を掌握をして、それで必要な住宅対策はこれだけだというのを示すのがあのマスタープ
ランの改定の意義だったわけですね。確かに財源の裏づけというのはあるのはわかりま

すけども、、ただ区民の需要から出発してどれだけ必要かというものに対して計画という
のは図るべきで、できるできないは別としてですよ、計画ですよ。これに区民住宅はこ
れだけ必要だ、あるいは家賃補助対策にはこれだけ必要だというものが私示せるものだ
と思ったら、それをまた今度、今の話ではローリングだと言うから、だから私一番最初
に、冒頭にこの問題について聞いたんですよ、各分野の補完計画はどうなんだろうと。
だから、そういうこの問題については具体的にまた審議会では話をしますけども、資料
についてはこういうやり方では私本当にまずいと思うんですよ。 20 日にいずれにして
もその審議会で出すという方向で約東をしているわけですから、そちらの都合で資料も
出さないで事前に当日渡しますなんて、こういう話はないわけですから、これは一刻も
早く資料を届けていただきたいんですよ。 20 日に行われる審議の資料。審議会の答申
のための資料ですから、当日配られて、それで審議してくださいといったって、それは
いろいろな形で見ながら、それは意見は言いますよ。しかし、慎重に審議なんかできな
いですよ、そんな直前に渡されただけでは。だったら延ばすしかないですよね。ですか
ら、この問題についてはそういうことに、ぜひ資料については早く出していただきたい
というふうに思うんです。さまざまなこれからの各分野の補完計画についても、実施計
画についても今あるもの、この基本計画に沿った形でこういう形でやっていくというも
のについては、一体いつまで 3 年間のローリングというのですから、ローリングするた
めにはその材料がなければローリングしようがないですから、それぞれの分野はどうい
う形でいつまで実施計画を出していくのかというのは、そこはどういうふうになってい
るんですか。 3 年ごとにローリングするといったって、 3 年後待って何も出ない分野も
あれば、すぐ出せる分野もあるんでしょうけども、そこの位置づけはローリングしよう
にもローリングできないのではないですか、何も示されてないなら。
○島本長期計画策定担当課長
まず、基本計画を組み立てるときに、各分野の補完計画については十分に整合を図り
ながら基本計画を進めてございます。時期がたってございますので、各分野の補完計画
も時期的に現状に合わないようなところも実はあるものもございます。それらにつきま
しては、基本計画を組み立てる中で基本計画の方向性ともし違うものがあれば、それは
基本計翻く優先されるというふうにな‘でございます。一方、実施計画に補完言価かど
う担保されるのかということであろうかと思いますが、実施計画をつくり上げるときに
は当然、基本計画の姿勢の中で毎年度の財政状況の裏打ちを持ちながら組み立てるとい
うことでございまして、そのときには基本計画の精神は各分野の補完計画の精神もくみ
取ってございますし、また実施計画を具体的に計上するときに、もう一回各分野の補完
計画も見ながら組み立てていくということでございます。
○垣内議員
ですから、それぞれの分野のものについては実施計画は 3 年間のローリングだと言っ
てるんだから、それぞれの示した実施計画、それから各分野の補完計画についてはこの
年度には数量も出しますということについて具体的なものというのは持ってらっしゃる
のですかと聞いているんです。全然持っでないんだったらローリングしようがないから、
それぞれめ分野の、これから実施計画というのを立てるわけでしょう。それについての
計画は区側の方で持ってらっしゃるのですか。
0島本長期計画策定担当課長
あくまでも実施計画は毎年度の財政状況に応じながら、その中でどういうことが組み
立てられるかということでございまして、ただいま策定中でございますが、その中では
各分野の補完計画の内容はもちろんすべて承知をしているということでございます。
0垣内議員
では、その内容なんですけども、それはこの年度って、補完計画も含めて承知をして
るものがあるのならば、これは出していただきたいというふうに思うんですよ。いずれ
にしたって今、検討している内容があるんでしょうけども、実際に基本計画があって、

実施計画があって、それのさまざまな各分野の捕完計画があるわけでしょう。今、進め
ようとしているものが、考えがあるのならば、それをぜひ示していただきたいわけです。
ですから、その資料をぜひ出していただきたい。
O島本長期計画策定担当課長
補完計画の一般的な組み立て方を見てみますと、 10 カ年間の計画期間を用意をしま
して、前期、後期というふうに分けております。その中の前期、後期のときには結局 5
年、 5 年となりますが、その 5 年を年次で分けている補完計画はございません。前期 5
カ年間は例えば何々事業を充実する、後期 5 カ年は拡充すると。あるいは前期 5 カ年間
で検討する、後期 5 カ年間で実施をするというようなことでございまして、年次で何年
締めにはいくつというような補完計画はございません。したがいまして、それらの内容
についてはすべてそういう形で補完計画の精神は承知をしているということでございま
す。

O垣内議員
だから、補完計画のことを言ってるのではなくて、実施計画について考え方がもうあ
るんでしょう。だから、それについてのローリングするというのならローリングするも
とについて計画しているものがあるのだから、それを出してくださいと言ってるんです。
0島本長期計画策定担当課長
実施計画につきましては、ただいま策定中でございまして、今月末にはお示しをする
という予定でございますので、現在は策定中ということでございます。
0垣内議員
費 では、策定したらすぐ議会にも提出して示せるわけね。では、これで終わります。
○岡田議長
共産党さんが今、手が挙がっているんですが、こちらの方はございませんか。

0泉谷議員
議 基本計画拝見させていただきまして、今現状がだんだん何か区政を見てますと衰退し
1議ているというような、区政が衰退しているというより、暮らしがいろいろなものが値上
嘗がりしたり、あるいは廃止になりまして、何か「暮らし豊かに こころ輝く都市」 とい
うのが、今の時点でもこのような状況であるのに、このようなすばらしい計画が何か私
にとっては絵にかいたもちのように見えて仕方ないんですけども、いろいろある中でや
はり福祉、あるいはそういったものにこれから充実していかなければいけないのはわか
るんですけども、→番大事なのはやはり経済が発展していかないと、そういったものに
お金を回せないというのが根本にあると思います。特に、お金さえあれば福祉の施設で
すとか、そういったものも建てられるようなこと言われてますので、やはり横並びに基
本計画がいっぱい書いてありますけれども、まず財政の立て直しと、経済の発展に力を
入れていただきたいということと、特に多様な活力を生み出すということで、中小企業、
商店街、消費者というのがここに載っておりますけども、これを横並びにするのではな
くて、こういった財政が豊かになるための施策をまずやった上で、その下に基本計画と
してこういったものを乗っけていただきたいというのと、先ほどここに人口の推移とい
うものが書いてありましたけども、平成 18 年の人口 28 万 2 千人ということですけど
も、今 24 万 6 千人ぐらいいるんですか。その人たちが、どういう人たちが 1万 4 千人
減るのかというのをちょっとお聞きしたいんですけども。どういった人たちが減ってこ
の人数になるのか。というのは、私、地元の池袋中学というところ卒業してますけれど
も、学年 270 人いた同級生が今、豊島区に 50 人しか残っておりませんで、 220 人
はいないわけでして、しかし私の親の世代ですか、同級生の親というのは豊島区に残っ
ておりまして、私の親も 60 超えてますので、福祉とかそういったものにお金のかかる
人たちはここに残っておりまして、私の同級生は近くにいるんですよね。練馬区とか板
橋区とか北区にいまして、祭りとか言えばすぐやってきますし、何か行事があるとすぐ
やってくるんですけども、そういう若い人たちがどんどん減っておりますので、これは

どういう人たちが残るのかというのをちょっとお聞きしたいんです。それによって福祉
とかそういった考え方も変わってくると思いますので、その辺をちょっとお聞きしたい
と思います。
0島本長期計画策定担当課長
人口の変動の傾向でございますが、豊島区では大きく 3 つのグループで人口の変動が
顕著でございます。この 3 つのグループといいますけれども、実際は 2 つでございます。
説明を申し上げますと、まず一番人口の移動が激しいのは 18 歳から 23 歳ぐらいまで
の着い、学校を卒業したてという方が非常に移動が激しゆうございます。転出も激しい
し、転入も激しいということでございます。そのほかは、実は子供さんでございます。
10 歳未満の方でございます。この方も移動が激しい。もうーつは 30 歳代なんですね。
この 3 つのパターンと申し上げましたが、 20 歳前後と I0 歳以下と 30 歳代と。この
3 つのパターンのうち、 10 歳以下と 30 歳代はこれは 1つではないかなと思います。
ファミリー世帯ではないかなと思います。そういたしますと、 2 つのパターンでござい
ます。この 20 歳前後とファミリーの方々の移動が非常に激しいと。ただ、この移動に
つきましては転出、転入とも最近はおさまってきてございまして、動きそのものがおさ
まってきているということでございますので、豊島区は以前から非常に人口の動きが激
しい区であると。単身者の方は 3 年から 5 年いると、全員が数字上は入れかわってしま
うということがございましたが、最近は人口の変動は落ち着いてきているということで
ございます。
以上でございます。
○泉谷議員
18 から 23 というのは大学生とか専門学校生がいるので、豊島区の場合、そういう
学校に行ってる人が非常に多いものですから、収入がない面で別に苦労はないと思うん
ですけども、やはりヤングファミリーがいなくなるということで、やはり税収が減って
くーるということと、二高齢者が移動をなかなかしないというのは豊島区は福祉が充実して
いるということで暮らしやすいという面もあるのかもしれませんけども、これからほか
の区と比べて非常に高齢化が激しいと思います。そういった面で、保険料の値上げです
とか、これからどんどん暮らしが、何かここに書いてある暮らし豊かにというのがなか
なか実現できなくなると思うんですけども、そういった面で、これ区長さんにお聞きし
たらいいのかどうかわからないですけども、財政はどのように見ているのかと。去年の
―般質間では緩やかな成長して、 I年前何か期待しているようなこと言っておりました
けども、確かに一流企業は、大手企業はリストラとかそういったことによって収益が上
がってますけども、そういった一流会社ではなくて、中小あるいは零細といった面が非
常に豊島区は多いと思うんですけど、そういった面で豊島区はどうなってしまうのかと
いう危慢は非常に多いんですけども、そういった面の経済状況は今どうなっているか、
区長さんの認識だけちょっとお聞きしたいんですけど。
○加藤区長
2 、3 年前までは、恐らく 9 年度ごろは少し明るさ、要するにはっきりと拡大軌道に
乗るのかなという期待を持っておりましたけれども、ご覧のような状況でございます。
しかし、今の状況は簡単に言いますと、先進国の中では最も飛び抜けて高コスト高物価
の日本なんですね。高コストというのは構造的な矛盾なんですから、高コストをいかに
して世界並みにするかということで、規制緩和、自由競争、市場開放ということが叫ば
れているんだと思います。そういった意味で、国も地方も改革の時代ということになっ
ているわけですね。ですから、橋本政権も 6 つの改革の課題を掲げて頑張ろうとしてい
るわけです。ですから、今の特に中小企業の問題おっしゃるとおりだと思います。規制
緩和、自由競争、市場開放ということになりますと、この時代というのは弱肉強食の時
代なんですよね。 したがいまして、必ず弱者が出てくる。経済界では中小企業。 それは
―部の情報通信といったら新しいニューメディアを開発したところはいいかもしれない

けれど、大部分の入は落ちぶれていくと思います。これはもうそういう趨勢ですよね。
弱肉強食、優勝劣敗、勝てば官軍といったようになっているわけです。そういった意昧
では、非常に豊島区は中小企業多いものですから、非常に心配しております。ですから、
中小企業対策というのをもちろん重点置かなければなりませんが、経済の大きな改革の
波から考えますと、区がどこまでやってもなかなかそれは救いがたいのではないかと、
このように認識をしております。
a岡田議長
よろしいですか。なるべく多くの方に発言をいただきたいと思いますので、ご協力を
お願いします。
a泉谷議員
最後に 1点あれなんですけども、基本計画でいろいろあるんですけども、これ箱物を
つくった場合は、ランニングコストとかそういうの非常にかかると思いますので、そう
いった何かやっても経費がかからないものからどんどんやっていただきたいというか、
私はシーリングというのちょっと反対しているんですけども、 シーリングみたいに全部
分配するというのではなくて一極集中にして、できるものは完壁にやって、あとできな
いものは現状維持ということで、そうしていかないと全部何かどっちつかずになってし
まうので、基本計画が計画ですから計画できない場合は営業計画と一緒で、できない場
合は厳罰処するぐらいの意気込みで頑張っていただきたいと思います。
0岡田議長
これは答えいりますか。
○泉谷議員
1 いりません。
」ID遠竹議員
私もちょっと人口の問題ではお聞きしたいと思っておりましたので、この推計ですの
警であくまでそれが 10 年後こういう形になるかどうかは、そういうことになってみなけ
舞ればわかりませんが、先般のときにやはり人口フレームを書かれて現在まで来てるわけ
毒ですが、その辺の差はどうなっているんですか、前期の。
0島本長期計画策定担当課長
前期の旧基本計画では、人口の推計を 25 万入というふうにいたしたところでござい
ます。 10 カ年の、平成 4 年度の時点で確認をいたしましたところでは、外国人を入れ
てぴったりと、推計は当たったということでございます。
○遠竹議員
現実に今のご説明ありましたように、子供たち、ファミリー所帯が非常に流出してい
ると。小学校なんかも今年の入学児童が 6 人しか入ってこない小学校が現実に豊島区に
あるというお話を聞いておりますけれども、そういう面でいったらわかっていることだ
ったと思うんですね、この推計統計が正しいとすればですよ。その割には施策的には後
手後手を踏んでいるのではないかと。現実に、今年上がるお子さんの一人から私は相談
を受けましたけど、 6 人の入学児童のうち、うちの子はたった一人の女子であると。こ
ういうところ今、公的な学校の義務教育の仕組みとして安心して預けられるのかという
疑間が出てるんですね。だから、もし本当にこういう計画がある程度のこういう統計的
なものがきちんと推定ができて、きちんと数量的なものが把握できるのであれば、もっ
と早い時期に施策の展開があってしかるべきだというふうに私は思います。そして、こ
の中小企業のこともここ見てみますと、商店街なんかのことについては法人化や何かを
進めてやるということの項目がありますけれども、現実にうちの今の坂下商店街なんか
の状況見ますと、もし定住化が進んで、住宅政策があれして普通のファミリー所帯があ
る程度回復したとしても、今のような流通革命の時代では生き残っていけない小売り業
界の現状だというふうに私は見ているんですね。そういうことも含めて、もう少し広い
視野でこういう基本的な考え方を持っていただいて、やはりもっと豊島区の本当のあり

方というもの、それでは豊島区の街の住民はどういう構成で、どういう地域はどういう
ような人々が住んで、全体的にはどういう街を目指すのか。ただ単に、かけ声のように
今、副都心というふうな言葉が出てきておりますけれども、そういうものの方向で進ん
でいくのならば、やはり定住対策をいくらやっても追いつかないわけですね。こっちを
やればこっちが引っ張られるという、相反するような政策の展開ではやはり中途半端に
なってしまうというふうに私は思っているんですが、その辺はいかがでしょうか。
0島本長期計画策定担当課長
まず、人口のことから補足でご説明を申し上げます。総人口は 25 万人ということで、
実はぴったりだったわけでございますが、ただいまご指摘のありましたように、その内
訳を見ますと予測を超えてたことがございます。それは年少人口がこれだけ減る、それ
から高齢者人口が増えてくるということ、これ相殺されますと総人口になりますので、
ただ内訳としては違っていたと。豊島区は高齢化というふうに言われますが、高齢化よ
りも実は少子化の方が進展は激しゆうございます。そういう意味で、総数としてはそう
ですが内訳としてはそういう状況であったということでございます。それからもうーつ、
地域の中で、これは言わば基本計画としてどう生かすのかということになろうかと思い
ますが、今回、地域別計画というのを初めて用意をいたしたところでございます。旧基
本計画はあくまでも分野別計画ということで、施策を縦で見ていると。したがいまして、
住民の方が自分の街に帰ったときに、福祉はこうなのか、街づくりはこうなのかとわか
りますが、それではみんなまとめてうちのところはどうなのかというのが実はなかった
わけでございます。今回の基本計画では、それらが地域別計画ということで総合で見ら
れるようにと。そうなりますと、地域の特性ということになってくるのかなと思います
ので、基本計画の中でそういう視点で地域別計画を組み立てたということでございます。
0遠竹議員
私はこの構想の審議会のメンバーではありませんので、これからこの会議録を読ませ
ていただこうと思っておりますけれども、行政のやはり役割というのは一番長期的な展
望、それは一番大事なことなんですね。それを時代の動向を見定めるということが大事
だと思いますね。そういう点でちょっと今のところは合ってなかったのではないかなと、
残念ながら思います。いくら変化が激しいという時代であっても、やはり数量的なもの
は一番行政の方が情報は持っていらっしゃるわけですから、ぜひその辺のところをよく
踏まえたことをこれからもやっていただきたいと思いますし、それからやはり子供を育
てるということは多い少ないに関係せず、これは日本の将来のことを考えますと、今の
ように女性の出生率については非常に低くなっているというお話ありますね。豊島区は
0. 8 だということもありますけれども、全体的に日本の将来的な人口が減るだろうと、
今のようなことでは。やはりこれはどこかで考え方を、もう少し考えを矯正していかな
ければならないだろうと私思っているんですけれど、やはり女性の社会参加、これはも
う避けられないことですし、これは大事なことでありますけれども、一方、やはり子育
て、子供の側から見て、育てられる側から見た環境づくりというのはもっと重視されな
ければいけないだろうと。仕事が先に立って、親の仕事の都合で子供が犠牲にされると、
そういう形はやはりできるだけ避けていかなければ、要するに一番大事な子育ての中で
言われるゼロ歳児のときの脳の発達とか、 3 歳児までの情操の発達とかということを考
えますと、単に保育行政にだけ任せていけばいいという問題ではないというふうに思い
ます。時代の潮流としてどうしても今、子育ては保育園、すぐ働かなければならないか
らと、それはそういう生活のニーズもありますけれども、やはり一歩踏みとどまって日
本の将来というものを考えると、やはり子育てというものはもっと慎重になされなけれ
ばいけないというふうに私は思っています。ぜひその辺のところも行政の方たちにおか
れましては、もう一度、時代の風潮そのものがこれでいいのかどうかということの原点
を見直していただいてかかっていただきたい。それから、この統廃合の問題にいたしま
しても緊急を要していると私は思います。ぜひその辺のところを、それこそ本当に子供

たちは今、きょう一日一日を育っているわけですから。 1 年たったらできる、 2 年たっ
たらできるというときは、 1 年たったときはその子はもう次いってるわけですからね。
そういうことをよく考えてやっていただきたいというふうに思います。もしご意見があ
れば聞かせていただきたい。
O川島教育長
人口の減少、事少子化によりまして、 1 クラスのスケールがますます小さくなってお
ります。今、ご質問にございましたように 6 名でございます。今、予測されておる新入
生が。女の子が 1 人で、男が 5 人という学校がございまして、今、保護者、校長と話し
合いを持つ準備を進めているところであります。いずれにいたしましでも 21 世紀を担
う子供たち、健全に育っていくということ、私どもの基本的な責務でございますので、
その点につきましては全力を挙げて学校環境教育の確保に努めてまいりたいと考えてご
ざいます。
以上でございます。
○菊地議員
こういう計画というのは、本当はすっきりとしている方がいいんですよね。さっきい
ろいろな人からいろいろ出されたんですけど、本当に一体、禅問答をやっているような、
何かやるのかやらないのかはっきりわらないんですよ。それでこの前、広報に出してい
ろいろなこと書いてあったんですね。読んでる区民の一人が、これを全部 10 年間にや
ってくれるんですかと聞くわけですよ。だから普通、区民は 10 年間であれを全部やる
んだというふうに思ってますよ。私たちもそう思うんですよね。計画なんだから、 10
h 年間でやると書いてあるんだからね。そして、よくよく聞いてみると何だかかんだかわ
， からないようなこと、もういろいろなこと言ってたでしょう、今。そういうふうなこと
で、一体やるのかやらないのか、やるとすればどれをやるのかということがはっきりし
なければだめなんですよ。区民が主人公なんですから。その区民がわからんという、議
難員もよくわからないと。言ってる方だってわからないんじゃないかなと思うんだ、あれ
鷹ね。本当にどこまでどうするのかということ。これでは民主主義ではないんですよ。何
驚のためにこれ地方自治法でも基本構想つくれとなっているかというと、やはり主権者と
して一体自分たちが住んでいる自治体は将来こういうふうになるんだということがわか
っていていろいろなものに参加するという、こういうことが必要だから出されているん
ですけど、これ本当にやるんだかやらないんだかさっばりわからんと。そして、さっき
泉谷さんも言ってたんですけど、 「暮らし豊かに こころ輝く都市」ということになっ
てますけど、これを目指すんだということになっていると、現在は暮らしは貧しく心は
輝いてないと。そうすると、この計画をやると暮らし豊かに心が輝くことになるのかね。
それからまた、地震が来ても死なないで済むようになるのか。それから、年とったらち
ゃんと福祉のあれを受けられることになっているのかと。現在、狭い家に住んでいる人
いますよ。さっきの話ではないけども、テレビも入れる、パソコンも入れるなんて入れ
られるものではないんだからね。それで、ごみの方だって 9 分別にするんだなんて言っ
たって、あの狭い家にこんなことして 7 つも袋置いておいてこんなことやれるものでは
ないような家がいっばいあるわけ。それだったら、ごみの方が主人公になってしまって、
ごみとパソコンが並んで、それで狭いところにいなければならんと、こういうことにな
ってしまうわけ。だけど、こういうことにはならないんだと。本当に暮らし豊かに心輝
く都市に、これがなる。これを 10 年間でなると、こういう公約なのかどうかというこ
と区長にお尋ねします。
0加藤区長
そういう、わかっておっしゃってるんでしょうけども、暮らし豊かに心輝く都市
が 10 年後に実現する等々公約と、こういうこと、精神的にはそういうことでございま
すが。ただ、どこの都市も同じだと思いますが、負の遺産を引きずって来ているわけで
すからね、歴史上。ですから、 ここで 10 年間で何かをやればそれが実現するとはだれ
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も思ってませんよね。しかし、方向はそっちに向けようと。民のかまどですから、区民
の皆様のかまどは豊かになり、それで心輝く文化の彩りと香りと、こういうことを描い
ているわけですから、それに向かって努力をするということですから、そういうことで
ご理解をいただきたい。
○菊地議員
それならそれで、どのぐらい豊かになるのか、どのぐらい輝くのかということを、や
はりはっきりしなければならんと思うんですよ、 10 年間。だけどこの前のあれを見る
と、ほとんどの区民はどう思いますかと聞くと、こういうことやっていくと 10 年間で
できるんだというふうに思って L まうわけですよ。だけど、それはそんなものはできる
ものではありませんよとこう言うんだから、区長が言うんだからあれはできないと。そ
うすると、一体どこまでやるのかというと、さっきの話ではないけども、これがはっき
りしてないわけですよ。これでは、本当は示したかったんだと、ここにこう書いてある
んです。 10 年間にわたる数量的な目標や実施年次を基本計画の中で具体的に示すこと
は難しい状況にあると、こう書いてますね。だからやれないんだと。難しくない状況に
あったら数量化したんでしょう、この書き方から見ると。どうなんですか、この辺は。
財政状況悪いから書けなかったと、本当は書きたかったんだということなのかどうかね。
書かないのが当たり前だということなのか、どっちなんですか、これは。
0加藤区長
今言われたように、財政状況が安定して、こういう方向ですという財政の収支の見通
しが立てられれば、それの裏づけを持った計画を具体的に出すと、こういうことでやっ
てきました。
○菊地議員
そういうことで、これはちょっとどこまでどうやるのかということが示されないと、
さっき垣内議員と課長の話で聞いてると、やるのかな、やらないんだか、どこがどうな
ってしまっているのやら、ああいう問題ではだめなんですよ。民主主義ではないんです
よ。都区財政調整なんていうのは、あれ本当は自分が払った税金をぴたっとどういうふ
うに使われるかと、ぴたぴたとわかるようになるのが本当は民主主義なんだけども、あ
あいうややこしい制度つくっているということは、財政の民主主義でないということな
んですよね、我々と同じで。本当にすかっとわかるようなことにならないと、これはま
ずいと思うんですよ。そういう点では、これは基本計画、私は全部やれなんて言ってる
わけではないですよ。やってもらっては困るものもいっぱい入っているからね。だから、
いずれにしてもこれはこういうふうにやるんですという公約なのかどうなのか、その辺
はどうなんですか。公約なんですかね、これは。ただ、絵をかいているだけなのか、そ
れともやるという公約なのか、その辺はどうなんですか。
○加藤区長
公約と言えば公約なんですよ、これは。ただ、これ豊島区ばかりではないですよ、東
京都もご存じでしょうけれども。
0菊地議員
よそと比べてない。
〇加藤区長
いや、比べるのではなくて、ちょっと例を申し上げます。生活都市構想というのは、
これは別iこしましょう、全然、数量的なものはない。生活都市構想これは豊島区の基本
構想に当たると思います。それから基本計画というのはなくて、いきなり今度は 3 カ年
の実施計画があるわけです、東京都は。それをローリングしているんです、総合実施計
画ということでね。ちょうどそれに倣った形に豊島がなったわけです、今回。基本計画
も実施計画で 3 年間、東京都も 3 年間で。ですからそういうとこを統率するような形に
なったわけです、結果的にですね。ですから、 3 カ年はもう完全に公約になりますよ。
財源の裏づけを持った実施計画を発表してます。ですから、基本計画は数量がありませ

んから。ただ、 980計画事業をこの 10 カ年間でやりますよと。いくつやるかは書い
てありませんからわかりませんけど、とにかく 980)計画事業には着手または完成をす
るということなんですよ、そういうことのお約東なんです。
0菊地議員
公約だ、公約じゃないかわからんというようなことになると、公約というのはすぐど
こにでも張るけどすぐはがれるというこう薬みたいになってしまって、これはだめなん
ですよ。本当にどこまでやる公約なのか、こんなサロンパスみたいなこう薬じゃない公
約にやはりきちんとした、ここまでは約東するということをやはりちゃんとやるべきだ
と思うんです。そうでなければ、これはつまみ食いになってしまうんですよ。これだけ
ね。どこからやるかということを区民に約東してないわけですから、これでは本当に基
本計画と言えるかというふうに私は思うんです。極めて不十分なものだというふうに言
わざるを得ないんですよ。そして、区民は本当にやってくれるんだか、やってくれない
んだかはっきりしないと、そこが一番疑問を持っているわけです。それで、話はバラ色
になっていて、そこの途中が抜けているというのが、これはごまかす人の常套手段です
よね。詐欺師の話を聞いていると大体そうなんです。うまい話がある。その途中が全然
具体的ではないんですよ。詐欺師の話をよく聞いているとそうなんです。詐欺だと言っ
てるわけではないですよ。そういうのと、バラ色の話だけで途中がないというのは、こ
れはそういうようなことになりかねないそういうことになってしまうので、これはやは
り具体的にここまではやるんですと、苦しいけどここまではやるんですということを、
やはり 10 年間の中だったら苦しいけどここまでやるということを私ははっきりと示す
べきなのではないか。これがないから本当に一体どうなってしまうんだろうなというこ
とになるわけです。ですから、それは私の感想として申し上げておきます。
'0福原議員
実は、この基本計画につきまして作成なさる上で非常にご苦労がおありになったと思
藻います。私、きょう拝見しまして、お聞きしまして、まず私一番心配していた学校の適
臓 正規模の確保、ここらあたり急いでページをめくったんでございますけれども、実は 4,
鷺'5 日前にあるご父兄の方から電話がありまして、先ほど遠竹議員もおっしゃってました
けども、ある学校へ就学健康診断に行ったところが子供が 8 名しか来てないと。しかも、
そのうちの 8 名はあまりにも小人数だから私学を希望していると。私も子供の将来を思
うとどうもあやふやに本当に困ってしまうから、子供の将来考えるとやはり危慢するか
ら私学を受けたくはないんだけど受けようかなと思ったり、あるいはどこかへ住所を変
更してどこか多くの子供さんのいるところへ入りたいと、そういうご相談があったわけ
です。これにつきましては私、親の立場としましてやはり私がいつも申し上げてますよ
うに、適正配置についてはデメリットが大きゆうございますので、メリットよりも。 ぜ
ひ早急な措置を講じてほしいと、子供たちの幸せのためということはもう常々申し上げ
ているわけでございますが、待ってらっしゃいと、今度、基本計画が発表されるから、
それに多分具体的に出てくるだろうからということで私ここを拝見したんですけど、何
も具体的に出てないということで、ちょっとはっきり申し上げて少々という、大変がっ
かりしたんです。こういうことの中で先ほどからお話を伺いますと、各分野における補
完計画、これにつきましては現在策定中もあるし、あるいは実施中もあると、そういう
ことで今後、 3 年間のローリングの中で具体的に示すというようなご意向も伺いました
けども、適正配置につきましては今、本当、焦眉の急であろうかと、私はそう思ってお
ります。こういうことにつきまして、ぜひこの補完計画の中で、具体的な 3 年間のロー
リングの中で具体的に示すというようなことの、ほかの補完計画の中で同じような取扱
いとすれば、大体どういう方向づけがあるかということをぜひお知らせ願いたいと。こ
れは今ここでなくて結構でございますけれども、そういうことを憂慮しているわけです。
いつも福原は適正配置ということを申し上げている、非常に恐縮でございますけれども、
やはり母親の立場に立ち、 いろいろな部分で考えてみますと、やはり子供の将来考えま

すと、寺子屋式ではまずいというような部分ございますので、ぜひこのあたり早急に賢
明な処置を講じていただきたいと。母親たちは非常に心配いたしております。そういう
ことを含めまして、意見は意見として申し上げておきます。お返事はいりません。そう
いうことで、先ほどの関連ということで申し上げておきますので、よろしくお願いした
いと。
以上です。
0岡田議長
では、返事はないことにさせていただきます。
0千葉議員
審議会で私、これ不十分だということで反対をしたんですが、 10 日に答申に出され
て、早速 13 日に庁議で決めたということなんですけど、そっくりやはりそのまま同じ
ということで確認したわけですか。
0島本長期計画策定担当課長
審議会の折にもお話をしてございましたが、人口の推計だけは直近の平成 9 年 1月 1
日の数値に置きかえて再計算をいたしましたが、それ以外はそのままでございます。
○千葉議員
それで、今回のこの基本計薩で結局、数量的にも示せなくて、今後の 3 年間ごとの実
施計画でこれはやっていくと。また、補完計画も一方で出すというような形になってい
るわけですけど、やはりそこは財源の問題ですよね。そういうことですよね。それで、
計画実現のためにというところでも、私も審議会でちょっと言ったんですけど、お金が
なくて財源が確保できないということからそういう状況になってきてしまったと。それ
で、途中で審議してた内容が変わらざるを得なかったというんですけど、それもおかし
いのではないかという話したんですが、それの割にしては計画実現のための財源確保の
問題が非常に抽象的なんですよ。そこも抽象的だと。東京都との財調の関係も、財調も
変わるかもしれないという話ですけど、今抱えている金の問題についてもはっきり確保
しなければならないということがあるにもかかわらず、そういうことも入れない、入れ
るべきだと私は言ったんですけど、やはり実際にそういう行財政運営進めていく区とし
てはその点、私はもっとはっきり財源確保の点で、とにかく国の関係でももっと具体的
にこの中で私言うべきではないかと、述べるべきではないかなと思ったんだけど、それ
と全く変わらないで出てきてるという点では、非常に本当に、ではこれやる気になって
いるのかなというところが、区長さっきできるかどうかよくわからないという話もあり
ましたけど、やはりそういうところにこの計画と言いながらも計適となり切れてないと
ころの原因がーつあるのではないかと思うんですよ。この辺ちょっと指摘をしておきま
すけど、その辺、財源をどう確保していくかという点で、どのように考えているかお聞
きしたいんですけど。
a水島財政課長
計画の実現につきましては、財政の問題、災害の問題でございますが、ただいまお話、
具体的にーつ例としてお出しになりました当面の課題でございますけれども、都区間で
今最大の争点になっております財調、これについてはたびたびお話申し上げてますよう
に、さらに積極的に対応してまいりたいと思います。それから、これはいずれまた別途
別な機会でご説明も申し上げなければと思っておりますが、国の方でもいくつか地方税
源の問題につきま L て検討始めてございまして、既にいくつか実現もしてございます。
―つはご案内のように、地方消費税という独立税源が創設をされるということでござい
ます。これもーつ私ども含めた地方財源の充実かと考えてございます。それから、住民
税でございますが、これにつきましても制度減税を受けました減税の規模が、マイナス
での規模が市町村よりも都道府県の方が小さくて、影響が市町村の住民税の方に大変大
きく出ているということで、税源を 1％移転すると。つまり納税者の方の納税額は変わ
りませんけども、都道府県が取る分と市町村が取る分の割合を変更すると。これは住民

税で 1%、たばこ税も含めて相当額が出てまいります。こうしたことをあわせまして、
私どもの税源確保を今後も確保してまいりたいというふうに考えてございます。
○千葉議員
当面の財源確保という点で、この間、日程表ちょっと聞いたときに今月の末にもう一
回、全協やって、財政計画、行革計画の報告と、あと財政の収支の指針でしたか、そう
いうの出していきたいという話もあったので、当面の関係ではそういうふうになるんだ
ろうと思うんですけど、やはり国や都との関係の財源の問題で、そこのところはもっと
強くやっていかないと、今までのような仕組みや、さっき菊地さんも言いましたけど、
財議の仕組みや、あるいは財政的な圧迫の点で見れば、ますます地方自治体大変になっ
てくるというのはっきりしてるんですよね。そこのところでどういう姿勢で臨んでいく
のかということが基本の計画であるならば、そこのところにもっとはっきり私は出すべ
きだと思うんですよ。そこ非常にこれ弱いなと。やはりそこのところがこれだけ大変だ
と言ってるわけですからね。自分の今の範囲の中だけでどうしようかと考えてたって、
解決できない問題になってしまっているわけですから。そういう点で、もっとはっきり
私は打ち出すべきだと、このことを言っておきます。
O岡田議長
お答えを求めているわけでもない。
○千葉議員
もうこういう答え出てしまってる。求めても求められない。
○河野議員
りご 私、一つだけ具体的な話を聞きたいんですけども、 ここの中で、説明資料の方ではな
毒 くて本文の方、ここに高齢者、障害者等の自立性というの 2 番目に上がってまして、ぺ
‘
' ージの1 7 、1 8 、19 とねU この 17 のところに施設福祉サービスの充実というがあ
りますね。ここに、要するに特別養護老人ホームの整備を進めるとともにと書いてある
い議 んですが、現在の、 それで例の一番最初に垣内さんがやったように、この各分野の捕完
叫難計画という関連でいきますと、高齢社会対策総合計画では特養ホームの計画は 4 つ。そ
鷺れで、現在もこれから建ちます西巣鴨入れると、一応計画は終了ということになってい
るんですけれども、この 10 カ年計画でいきますと、これは整備するというのは、さら
に増設計画、いろいろ財政的なことがあるから、 3 年の中に、実施計画の中に増設が入
るのかどうかというのは私ちょっとわからないんですけども、 この 10 カ年計画では整
備というのは増設を含めて検討することになるのかどうか具体的に答えていただきたい。
0加藤区長
そういうことでございます。増設を含めて整備ということで入っ‘てございます。その
とおりでございます。
0河野議員
増設を含めて検討すると。そうすると、それは実施計画の方で、これから 3 年の実施
計画、実施計画というのは 3 年なのかどうかはわからないけれども、さっきの話だとど
うも 3 年ぐらいでやっていくという話なんですが、この 3 年聞では予定に入るんですか
入らないんですか。
O加藤区長
3 年間の中では既に西巣鴨の後に建てるものというのはまだ入りません、それは全然
考えておりませんが、ただ板橋と、それから清瀬市に福祉法人が建てる、それにベッド
を確保するという計画があります。あわせて 10 いくつかなんですがね。それはちょっ
とまだ予算前ですから、正式に申し上げる場ではございませんけれども、そういう意味
では特別養護老人ホームの整備の一貫として 3 カ年間に入ると、こういうことでござい
ます。
〇河野議員
そうすると、 3 カ年間は整備ということで、 いわゆる社会福祉法人などのベッドの確

保とか、そういうところでやっていくと。そうすると、だけども 10 年間では区内増設
を考えているというふうに受けとめていいわけですよね。わかりました。それはーつわ
かった。それからもうーつは、先ほどから少子化傾向の問題で、子供のことがさんざん
出ておりますよね。それで聞くんですが、保育園のところなんですけども、各地域別計
画というのか、地域別何とかって南部地域とか 5 地域がありますね。これ全部一様に乳
幼児の減少に対応した区立保育園の適正配置を今後進めると、こういうふうに書いてあ
りますが、現在、廃園計画、この間すったもんだやって、とりあえず 4 つ具体的に名前
ができて、いいか悪いか、これは意見は別として、具体的な話、事実を聞きたいんです
が、 5 園目の名前が上がってないわけですよ。これが作動を始めて、実施計画ではその
廃園の、今 4 つしか挙がってないけども、もうーつ地域で挙げられて、名前が出てない
南部計画を具体的に出すということなんでしょうか。
O加藤区長
これは 4 つの廃園が実際に実現をして、その時点で 4 つ目まで終わりました、その時
点で需給関係をはっきり見定めてそれを決断したいと。ですから、必ずしも臨調の報告
どおり、こういうふうにやるかどうかというのは、その時点で判断をしたいということ
になっております。
○河野議員
そうすると、それは今、事実関係はわかりましたけれども、私は現実に少子化傾向と
いうのは豊島区だけでなくて、さっきからもういろいろ出ているように部分的な社会状
況の反映ではなくて、総合的な社会状況の反映だと思うんですよね。高齢化社会もそう
ですよね。その中で実際に豊島がこの 10 年間で一体何をしていくのかというところで
見ると、ちょっと特に子供の保育園の廃止だとか、いろいろ子育て支援とか言ってるん
だけども、本当に子供が住んでいけるような、子供を育てている世代が住んでいけるよ
うな積極的な部分の分折というのが、現状がこうだからこういうのやっていきますよと
いうのが出てるんだけど、将来に向かって子供を育てている所帯を増やしていくために
はどうするかというのは、どういうところに載っているんでしょうか。
○島本長期計画策定担当課長
ただいまのは、言わば総合的な結果としてどういうことになるのかということでござ
いまして、例えばここの組み立てとしては子供、家庭という組み立てが、基本的には子
供の立場ということになろうかと思います。一方、それではフプミリー、お母様方はど
うなのかというときには、例えば住宅問題もあろうかと思いますし、それぞれの住みや
すさという結果になろうかと思います。したがいまして、基本的には豊島区をいかに住
みやすくするのかということがこの基本計画の基本的な命題でございます。それらの結
果として、人口は減らなくなる、あるいは住みたくなるというようなことを期待したい
なというふうに考えております。
0河野議員
言っていることは何となくですけれども、あれですけども、さっきのやはり菊地さん
も言ってましたけど、今、私たちが本当言うとよく税金の使い道というところに、あな
たの 100 円はこう使われますよというのが出てるでしょう。ああいうものが本当に今、
豊島区はこうなんですよ、例えば平均一人当たり何平米でこうやって、こういう標準所
帯はこうですと。だけどこれが本当に実施されて、具体的に進んでいくとこうなるんで
すよという展望が、今の話ではないですけど、よくまだきょう見て、もらってぱっばっ
と見ただけですから不十分かもしれないですけども、わかりにくいですよね。それで、
例えば特養の増設なんかについても実際に現在もう 270 名からの人が待っていると、
そうするともう緊急な問題でしょう。だけど 3 年間は増設、将来 10 年間で増設するけ
れども、当面 3 年間は増設ではなくて確保でやっていくということになってしまうと、
落差があり過ぎると私は思うんです。ですから、そういう点からいって、これをもう一
回きちんと読んでからまた意見を述べたいとは思いますけれども、やはりもう少し具体

的にこの 3 年間との関係もはっきりしないし、それから具体的な区民が受けるサービス
がやはりどうなのかというところをもう少し明確にしていく。それから、さっき言った
将来、豊島区がこ ci 0 年間のこれをやったらばこういうふうに私たちの生活がなりま
すというのを、本当言うとイラストでわかるぐらいにしないといけないのではないかと
いうふうに思っています。とりあえず具体的なことをいくつか聞いて、きょうは終わっ
ておきます。

0遠竹議員
今の区長さんの答弁の中で、 8 年以降には検討するというご発言がありましたので、
この辺を非常に私は重大に受けとめてるんです。それはもうあるにこしたことないんで
す、今の区で。だけど、アトリェ村のこの間の決算のときにも一月に 43 万円、一人か
かっているという現状ですね。こういうふうにランニングコストがかかっていく、財源
自体についてそれだけの覚悟がおありだからそういうことをおっしゃってるんだろうと
思いますけれども、本当にきょうの毎日だったかしら、きょうの新聞だったと思います
が、熊本県新和町の横島の現状も本当に高齢者だけが残っていくという島の現状があり
ます。本当に地区長さんと、それからあと高校生が一人と子供が一人と、あと 60 以上
がいくつだと、こういうような島の現状がありましたけれども、豊島区も本当のこと言
って、そこまで極端ではないかもしれませんけれども、要するに都心型のところの部分
は別として周辺地域について言えば、先ほど申し上げたように非常に疲弊しているんで
す。その辺をどういうふうにとらえていらっしゃるか、私、今、答弁求めません。だ 4ナ
ど、あまり軽々にそういうことおっしゃってもらっては困る。あるにこしたことないん
事 です。私たちだってそう思ってます、特養ホーム。だけど、反対ではないんです。反対
華 ではないけれども、財源との考え、 ランニングコストの考え、 その辺をよく考えていた
篇 だきたい。それだけ申し上げておきます。
○堀口議員
」素 私の方ではいろいろとお聞きしたいことがあるんですが、学校教育の問題については、
繊また別の機会をいただいてお尋ねしたいと思っておりますが、国際都市、池袋を抱える
買 本区としては、国際交流の問題についてここに出されております、 7 ですね、ここ
の 54 ページに出ておるんですけども、国際交流については計画事業が全然打ち出され
てないということはどういう理由からこういう計画事業を打ち出してないのか。福祉と
同じように打ち出すことが難しいというふうに解釈していいのかどうか、まずその点を
お尋ねしたいと思います。
0島本長期計画策定担当課長
国際交流につきましては、大きな番号が 7 でございます。ページでいいますと、 54
ページ、 55 ページになるわけでございますが、まず計画事業の計画化ができるものと
いう前提がございます。それは数量化が行われるもの、それから計画管理が行われるも
のということでございます。特に 55 ページでございますが、 55 ページをご覧いただ
きますと、例えば意識の問題でありますとかボランティアの育成の問題でありますとか、
それからもうーつは草の根の交流というときには区がやるのではなくて、言わば民間の
方々が主導的になっていく場合に、民間の方々の数量化を行うということは、これは難
しいわけでございます。そういう意味で、通常は数量化ができる、それから計画管理が
できるという 2 つでございますが、それに区が主体になり得るかなり得ないかというの
が国際交流の場合には出てまいります。それらのものをこの物差しに当てはめてみます
と、この 55 ページのところは数量化、計画化になじむものというものではないと。た
だ、区の仕事あるいは施策としてはこういうことは既にやっておるわけでございまして、
なおかつこれもまた進めるということでございますが、それが計画管理という観点から
はなじまなかったということでございます。
0堀口議員
私は 58 年に議員にしていただいて以来、姉妹都市提携なんていうのはもう 58 年以

前から訴えられて、議員の方 k もいろいろな方々が述べておるんですね。今回もこうい
う国際交流の問題で、 55 ページの 2'Z 2 cJ)ところに国際交流事業の充実というところ
が出ておりますが、海外の都市との交流を進めると。実際問題、財政的な問題を考慮し
た場合に、こういうふうに打ち出してあるけども、もうまったく無理なものもやむを得
ないけども入れていこうと、こういうふうな感じでここにうたっているようにも推測で
きるんですが、本当にそういう問題については理事者としては基本的にどういうふうに
受けとめているのか。中学生の交流についても財政的な問題でやめになりましたけども、
要するにこの国際交流事業については 23 区の中でも渋谷だとか新宿とか、そういうと
ころ、要するに国際都市と言われるところは大体みんなやっているんですよ。そういう
のをやらないという方向は、最初からもうそれは無理だというふうな考え方が念頭にあ
るのではないかなというふうに受けとめるんですけども、そういう点はどうですか。も
う一度ここら辺のところについてお尋ねしたいんですが。
○今村企画部長
姉妹都市のことにつきましては、この経過につきまして今までの本区の取り組みにつ
きましては今、議員さんご指摘のとおりでございます。ここにもございますように、い
わゆる日本人と外国人とのコミュニケーションの円滑化を図ると、こういったことを基
本に置きまして、今後も取り組んでいくところでございます。その次に、海外の都市と
の交流を進めるということがございますが、これは従前から申し上げているわけでござ
いますけれども、姉妹都市の提携をするということになりますと、これは一定のいわゆ
る条件整備が必要になってくるわけでございまして、今後こういうことを今までも進め
ておるわけでございますから、こういった方向で取り組む中で、そういう中で答えが出
てくるというふうに思うわけでございます。ただ、何年までにこういうことでやるとい
うようなことではここでは書き切れなかったということでございまして、今後もこうい
った姿勢としては持って取り組んでいきたいというふうに思っております。
○堀口議員
そういう国際交流の問題についてもいろいろな方からそういう声があるんですよ、私
の方にもね。だから、数量化、計画化のできるものはここに計画事業として入れると、
そうでないものは入れなかったということですから、ちょっと現状においては難しいと
いうごとは理解できるんですが、そういう基本的な姿勢を忘れないようにしていただい
て、そういう方向に進んでいただきたいということを要望しておきます。そこで、実施
計画という、これは基本計画ですけども、基本計画の先には実施計画があるわけですね。
実施計画というのは、大体いつごろこれを取りまとめて皆さんに報告していこうかとい
う点は、この点はどういうふうにあれしてますか。
0島本長期計画策定担当課長
実施計画につきましては、今月末にお示しできるかなというふうに考えてございます。
0千葉議員
簡単に聞きます。中身もっといろいろあるんですよね。審議会でも十分にというか、
もっと言いたかったんですけど時聞なかなかとらせてくれなかったのであれですけど、
それは置いておいて、今、各議員の方からの質問とか意見とか聞いていても、はっきり
言うと、立場いろいろ違うだろうけど極めて評判よろしくないわけですよ。いろいろ問
題があるとか、いろいろ指摘されている点があるんですけど、今後の関係でそういう意
見とか、議会の我々の意見とか、そういうものはどのようにこれに反映されるのか、ま
たそれをあるいは見直しをして、意見聞いて、またちょっと手直しするとかいうような
ことも考えているのかどうか、きょうここで発表されましたけど、もう決まりましたか
らというだけの話ならば意見言っても仕方ないという話になってしまうわけですけど、
基本計画の中身として。実施計画とかそういうのは具体的にこれからやるという、計画
事業をどうするかということは、出てくるのはもうはっきりしてるわけだけど、基本計
画の内容としていろいろ指摘されている点について、 どういうふうに受けとめて、どう

いうふうにこの中に盛り込んでいくのかという点がちょっとどうなっていくのかなと、
これで終わってしまうのかなという気がするんですけど、どうなんでしょうか。
0加藤区長
基本計画、これ決まったばかりですから、これどうやって修正するかなんていうこと
全然考えておりませんよ。ですから、これは実際の実施をする場合、これを実現に移す
場合は実施計画でローリングしていくんだと、修正延長していくわけです。これ 1 月末
にということは既に日程はご連絡してあると思っておりましたが、 1 月 31 日にご説明
をさせていただくべく今、準備を急いでいるわけですけれども、そのときは 9. 1 0-..
11 の 3 カ年計画です。 1 年たちますと、また 1 O 、 1 1 、 12 と。それはだから、 9'
1 O 、 11で入れたときのがまた、その次に 1 0-. 1 1 、 12 ですか、そのときにそれ
が生きるかどうか、また別のが入るかというのはわからない、修正延長していこうとい
うことでごぎいますのでね。ですからそういう中でご意見をいただきながら修正延長し
ていくということだろうと思います。基本計画は今、どなたが発言されたからすぐ変え
るとかというものではないと思うんですよ。これは審議会で、 3 年 8 カ月かかってやっ
たんですからね。それはひとつご了承いただきたいと思ってます。
0千葉議員
議会に示したのもきょうが最初なんですよね。ですから、議会の議員の皆さんだって、
これ見たの、今見たばかりの人たくさんいるわけですよ、審議員は見てますけど。だけ
ど、そういう点でいろいろ議会としての、議員としての意見もあるわけですよね。それ
が、実施計画の 3 年聞のローリングで 3 年後にまた乗っけますとかというのでは、ちょ
鷺っと期間あき過ぎてしまってるわけですよね。ですから、今の出された基本計画にそう
麓いう我々の意見が、議会の意見がちゃんと私は反映されるべきだろうと思うんですよ。
タ審議会は審議会なんですけど。ですからそういう点での、区長、それはすぐ今出たばか
りだからそう簡単にと言いましたけど、やはり議会に対してちゃんと示したわけですか
ら、そういう意見も聞くということは、これはしなければならないことです。最近、あ
隣“まり議会の意見聞かなくなってしまって、どんどん決めたらそのままやってしまうとい
I
え『撃うような傾向がとみに強いものですから、そういう点ではぜひそれはちゃんと聞いてや
らなければいかんということで言っておきますので、そういう機会をちゃんと設けてほ
しいと思います。
0岡田議長
以上をもちまして、議員協議会を閉会いたします。誠にご苦労さまでございました。
午後 3 時 35 分閉会

