目黒区行革計画改定素案に対する
パブリックコメント実施結果

平成３０年３月
目 黒 区
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パブリックコメントの実施結果について
パブリックコメントの概要について
行革計画の改定にあたり、平成２９年１０月１５日から１１月２０日まで改定素案に対するご意見を募集しました。これは、平
成２１年２月２５日制定の「目黒区パブリックコメント手続要綱」に基づくパブリックコメントとして実施したものです。
お寄せいただいたご意見については、できるだけ計画に反映できるよう努めました。この冊子は、お寄せいただいたご意見と、
それに対する検討結果をまとめたものです。
なお、ご意見は、原則として全文を掲載していますが、長文にわたるものや多岐にわたるものについては、趣旨を損なわない範
囲で一部省略、要約又は分割している場合があります。
また、提出された１件の意見の内容が複数の分野にわたる場合や同様の意見をまとめている場合があるため、提出者数と分野別
意見数等の合計数は一致していません。

２

パブリックコメントの集計結果

（１）
ア

イ

提出者数

パブリックコメント

書面

ＦＡＸ

メール

計

個人

3

0

5

8

団体

1

0

4

5

議会

0

0

4

4

計

4

0

13

17 ・・・①

まちづくり懇談会
合

4 ・・・②

計

21 ・・・①+②

【参考】パブリックコメントとして取り扱わなかったもの
なし
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【パブリックコメント募集】
○募集期間： 平成29年10月15日～11月20日
○周知方法： めぐろ区報（10/15号）
目黒区ホームページ
周知用チラシ
【区民と区長のまちづくり懇談会での説明】
○実施時期： 平成29年10月16日～11月3日
（各地区及び全区対象の計6回開催）

（２）

分野別意見数
パブリックコメント意見数

分野名

パブリックコメント まちづくり懇談会

割合

計

区政運営全般

3

0

3

3.9%

行革計画全般

9

0

9

11.8%

29

0

29

38.2%

10

0

10

13.2%

19

0

19

25.0%

28

3

31

40.8%

5

0

5

6.6%

17

2

19

25.0%

6

1

7

9.2%

3

1

4

5.3%

72

4

76

100.0%

将来を見据えた経営基盤の確立に向けた２つの重点戦略
【重点戦略１】中長期的視点に立った組織・職員数の適正化と人材育成に取り組み、「人
財」を最大限に活かす経営を推進します
【重点戦略２】将来にわたり区民サービスを安定的に提供するための財政基盤の確立に向
け、区有施設見直しを着実に進めます
持続可能で質の高い区民サービスを提供するための３つの方針
【方針１】従来の業務執行方法を見直し、より効果的・効率的な行政サービスを提供します

【方針２】民間との連携を推進し、区民サービスの向上を図ります
【方針３】行財政運営の質の向上を図り、強固な財政基盤を確立します
その他
合計
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Ⅱ

パブリックコメントの内容と検討結果について

１

パブリックコメントの検討結果一覧

対応
区分

件数内訳

内容

件数

割合

(パブリックコメント) (まちづくり懇談会)

1

意見の趣旨を踏まえて行革計画改定素案を修正します。

3

0

3

3.9%

2

意見の趣旨は行革計画改定素案で取り上げており、趣旨に沿って取り組みます。

10

2

12

15.8%

3

意見の趣旨は行革計画には取り上げないが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。

14

1

15

19.7%

4

意見の趣旨は、今後の検討･研究の課題とします。

14

0

14

18.4%

5

意見の趣旨に沿うことは困難です。

28

0

28

36.8%

6

意見の趣旨を関係機関･団体に伝達します。

0

0

0

0.0%

7

その他

3

1

4

5.3%

72

4

76

100.0%

合計
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２

パブリックコメントの内容と検討結果

【表の見方】
整理番号／枝番 次の分類で付番しています。同一の個人・団体
から複数意見があった場合は枝番が付してあります（長文、多岐
等により分割した場合を含む）。
①書面等による意見・・・・・・・１０００番台
②まちづくり懇談会での意見・・・２０００番台
③議会会派からの意見・・・・・・３０００番台

検討結果（対応策） ご意見に対する区の考
え方・対応策などの検討結果を記載してい
ます。

意見内容（要旨） 頂いたご意見の内容です。長文や内容
が多岐にわたるものは、趣旨を損なわない範囲で一部省
略、要約または分割している場合があります。

整理
枝番 区分 種別
番号

意見内容（要旨）

所管

分野

対応区分 Ｐ3 参照

対応
区分

検討結果（対応策）

分野 Ｐ2 参照
種別(提出方法） 書面、ＦＡＸ、メールの別（Ｐ1 参照）
注)まちづくり懇談会での意見には、実施地区を記載しています。

所管 主な所管課名を記載しています。
（平成29年度組織による）

区分(提出者） 個人、団体、議会の別（Ｐ1 参照）
注)まちづくり懇談会での意見には、実施地区を記載しています。
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行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1001

団体 メー
ル

南部・西部地区における区立中学校の統合による新設中学校 重点戦略2
の開校に向けた取組を行うとあるが、目黒区ではまだ年少人口
が増加している状況にあって、取組の方向が違うのではない
か。
確かに目黒区では、国・私立の中学校への進学率が5割前後と
あって、区立中学校への進学者が少なくなっているが、それを
もって区立中学校の必要性が少なくなったとは言えない。区立
中学校への進学者が少ないのは区立中学校の魅力が乏しく、や
むを得ず私立中学校を選択している生徒も少なくないからでは
ないか。統廃合を進める前に魅力ある中学校づくりをすすめる
べきである。

学校統合推
進課

3

区立中学校の魅力づくりは重要な課題であること
から、様々な取組をしているところですが、現状は
在籍率の回復までには至っていません。
区立中学校の小規模化は、活力ある学習活動や部
活動の展開に制約を生み、学習集団が固定化した
り、集団活動を通した人間関係の広がりが十分とは
いえなくなるなど、教育活動において、様々な影響
が生じてきます。大人への過渡期にある中学生に
あっては、他の生徒や教員との豊かで多様な人間関
係の中で、自分の考えを見直したり深めたりしなが
ら、他人を思いやる心や自己の考えを実現できる能
力をはぐくみ、「生きる力」を身につけていくこと
が極めて大切です。
このような観点から、充実した教育環境の整備に
向けて、区立中学校の適正規模化が急がれる状況に
あると認識しています。

1002

個人 メー
ル

電子政府ということばが使われてから10年以上経過し、紙も
電話も使わないことが一般的になっている。目黒区のホーム
ページには各部署の電話番号が書いてあり、メールアドレスは
ない。用事があると電話することになり、電話を受けた職員
は、その応対記録を残すのであろうか。メールならその必要は
ないし、転送すれば関係者に報告できる。仕事もメールで片付
けられることがほとんどになっているはずだが行政サービスは
そうではない。
紙と電話を使わなければ、仕事量が相当減るはず。目黒区行
革計画改定素案には電子化による効率化については触れていな
い。電話での応対を区の職員が引き続き行うのであろうか。申
請書・届出書の電子化はむずかしいのだろうか。

経営改革推
進課

3

目黒区におけるインターネットの利用状況につい
て、区が平成29年度に行った「目黒区世論調査」の
結果では、インターネットを「すでに利用してい
る」と回答した割合は7割を超えている一方、「利
用していないが、機会があれば利用したい」「利用
するつもりはない」と回答した割合は60代以上で高
くなっています。このため、行政サービスにおいて
は、高齢者層などにおけるデジタルデバイド（情報
格差）への配慮も重要と考えており、現時点で紙と
電話での対応をなくすことは困難です。
なお、目黒区のホームページにおいてメールで担
当部署に問い合わせを行える仕組みについては、区
民の利便性向上などの観点から、今後具体的に検討
を進めていきます。
また、申請書・届出書の電子化については、引き
続き検討課題としていきます。

5

方針1

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1003

01 個人 メー
ル

今回の計画の柱の一つである『“人財”を最大限に活かす』 行革計画全 経営改革推
に関わる記述に若干物足りなさを禁じ得ないので何点か指摘さ 般
進課、
せていただきます。まず、「２今後の課題」及び「３これから
人事課
の行財政改革の方向性」（2～3頁）の記述で、「重点戦略１
（12頁）」への導入が弱いのではないかと思います。“行政資
源”という言葉が唯一、人材活用を彷彿とさせますが、“人”
を如何に活かすかは、活用する側の論理だけでなく、活用され
る側の意欲を引き出すことが極めて重要かと思います。加え
て、行政の人材・組織は言うに及ばず、地域住民の中にあっ
て、しなやかな思考力をもった“人財”を育むことも長い目で
見て極めて重要です。
どうも、全体として、 “人”を「道具の一つ」として扱って
いるようにみえ、温もりのある活用を意図しているようには見
えません。
この視点に立って、「これからの行財政改革の方向性」（3
頁）の文中、「活用可能な行政資源を生み出し～」の前段に、
「活力の源となる様々な人材の育成と併せて働きやすい環境づ
くりに対応しながら…」を加筆されてはいかがでしょうか。

1

現在、区では客観性・透明性・納得性を確保した
上で人事評価制度を実施することで職員の意欲向上
を図っているほか、「目黒区心の健康づくり計画」
に基づく職員のメンタルヘルス対策や「目黒区特定
事業主行動計画」等による職場環境整備にも積極的
に取り組んでいます。また、目黒区人材育成・活用
基本方針では育成目標とする職員像を設定し、体系
的に職員研修等の人材育成に取り組んでいます。
本計画では、ご意見のとおり「活用される側の意
欲を引き出す」観点は重要であるとの認識のもと、
重点戦略１において「人材育成の推進」や「ワー
ク・ライフ・バランスの推進」などについて、改め
て改革項目として掲げ、職員が持てる知識・能力・
経験を最大限に活かし、活躍することができる基盤
の整備に向け取り組んでいくものです。
第１章「これまでの行財政改革の取組と今後の方
向性」「３これからの行財政改革の方向性」につい
て、この点が明確になるよう、ご意見の趣旨を踏ま
え、内容の一部を加筆修正します。

1003

02 個人 メー
ル

【重点戦略1】及び項目番号1-5 「人材育成の推進」について 重点戦略1
記述が全体的に“今後の検討”に委ねる内容であり、具体的
にどのように取り組んでいくのかが見えず、抽象的に過ぎるの
ではないかと思います。 職務遂行能力の高い職員や環境に対
して高感度な職員の確保は従来からやって当然のことで、さら
なる高みを目指すための方向性を示す記述であるべきです。
項目番号1-5に「人材育成の推進」として「区政運営の中心的
存在となる経営層・中堅層育成のための具体策の検討・実施」
とありますが、地域経営に求められる共通の職員像を描く「戦
略的」な記述が必要ではないでしょうか。「研修」を通じた知
識や経験の付与も大切ですが、何よりも現在の社会状況を見通
せる洞察力を磨き、行動力・実践力があり、高い品格も兼ね備
えた人材を育成することが区民から求められているのではない
でしょうか。
コストはかかりますが大学や研究機関への派遣などによって
埋もれた能力を掘り起こし、高い専門性と強い意欲を持つ人材
が必要ではないかと思います。

3

目黒区人材育成・活用基本方針では、「高い倫理
観と責任感を備え、自ら考えて行動する職員」、
「区民ニーズを的確に捉える敏感な感性を持つ職
員」、「経営感覚を備え、変革に果敢に取り組む職
員」を目標とする三つの職員像を設定し、人材の育
成・活用に取り組んでいます。
また、職員の能力開発を図り、職務上必要な専門
知識・技能等を習得させることを目的として、現在
も外部専門機関や大学等が実施する研修への参加や
東京都などへの派遣研修を実施しています。
なお、ご指摘の具体的な内容については、「新た
な「中長期の定数管理の考え方」」の検討の中で整
理していく予定です。

6

人事課、
経営改革推
進課

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1003

03 個人 メー
ル

項目番号4-10 「指定管理者による効果的な指定管理・運営の 方針2
推進」について
「取組の方向性」として、「改めて指定管理業務の見直しを
検討し…」とありますが、 “業務の見直し”という指摘は何を
言わんとしているのかが定かではありません。
平成15年の地方自治法改正による制度導入から12年が経過
し、市町村でも運用上の理由から直営に変更される施設もある
状況をみると、目黒区での制度運用が、未来永劫、現状のまま
推移するとは思えませんが、現時点での“見直し”を謳うので
あれば、何ゆえの見直しなのかをもう少し明確にすべきではな
いでしょうか。

経営改革推
進課

3

指定管理者制度の導入により、サービス面や経費
面でこれまで大きな効果を上げてきており、毎年度
の運営評価においても、各施設概ね良好な結果と
なっています。一方で、運営評価や指定管理者の更
新時期を捉え、より効果的・効率的な施設管理・運
営に向け、常に見直しを検討していくことは、施設
の設置者としての区の責務です。
本項目における「指定管理業務の見直し」とは、
例えば、区が実施する事業を指定管理事業へ移行
し、より効果的・効率的な業務運営を行うなど、各
施設において様々な取組が考えられます。
具体的な見直し内容等については、区民サービス
の向上・施設管理運営業務の効率化などの観点か
ら、今後、各施設ごとに個別に検討し、その結果
は、毎年度作成する「行革計画取組結果」の中で公
表していきます。

1003

04 個人 メー
ル

項目番号5-3 「外郭団体の自立的・効果的運営に向けた協議の 方針3
仕組みづくり」について
行革計画の記述が指し示す中身が、外郭団体全般に向けた課
題提起と検討事項とがともに抽象化され、言わんとするところ
の掴みどころがなく、あたかも各団体の経営が不透明であるか
のような印象を与えているように思います。
この項目で取り上げるべき事項は、行財政資源の経済性・効
果性を高め、有効活用を進めていくために、民間活力の一翼を
担う外郭団体が区民・事業者に従来にも増してどう向き合って
いくかを議論するために協議の仕組みづくりが必要であると
いったことであると思います。
働き方に対する様々な制度改正が進められています。外郭団
体は、基本的に労働基準法等の労働法制のもと、柔軟で多様な
人材の確保や育成が求められながらも、人件費の多くを区の補
助金に拠っていることから、公務員制度との調和も意識せざる
を得ません。外郭団体について論じる場合は、団体に対する発
注の立場にある行政職員が、こうした労働環境の変化に十分認
識を深める必要があるのではないでしょうか。
団体の自助努力は勿論のことではありますが、今後、区組織
や区職員が他者とのかかわり方について、自らの認識を深め自
覚を高めていくことにも留意しなければ、外郭団体の成り立ち
から見て、協議の仕組みづくりと言いつつも、これが形骸化し
かねないと考えます。

経営改革推
進課

3

指定管理者制度の導入に伴い、様々な事業者が公
の施設の管理運営業務へ参入するなど、公益的事業
を行う活動主体が多様化している状況の中で、区の
外郭団体のあり方が問われています。
そこで、各団体の自主性を尊重しつつも、一層の
自立的・効率的な運営に向けて、国において策定し
ている「第三セクター等の経営健全化等に関する指
針」の内容等も踏まえ、区と協議していく仕組みが
必要です。
ご指摘の内容については、この協議の中で議論し
ていくべき内容であると認識しています。
また、協議を進めていくに当たっては、労働環境
の変化などについても十分留意しながら取り組んで
いきます。

7

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

1004

01 団体 書面

中学校が地域のコミュニティー、防災、文化の拠点としての 重点戦略2
役割を果たせなくなること、区の統廃合計画の根拠の1つとなっ
ている“11学級程度の「適正」規模”が現場の声を反映させた
ものではないこと、学区が広がり、生徒の通学が困難になるこ
と等を理由とし、中学校統廃合に対し、当初から反対してきま
した。
更に今回の7，8，9，11中の統廃合については、以下の理由に
より、反対します。
１、目黒中央中、大鳥中の現状により、学区が更に広範囲とな
り、徒歩による通学が非常に困難となる生徒が多数生まれるこ
と。
２、どの校舎も老朽化しているが、区からは新校舎建設計画が
示されないこと。
３、何よりも現在7,8,9,11中では、教職員の努力と保護者、地
域の方々との協力により、小規模校の良さを生かしながら充実
した教育活動が行われており、各々の学校のいっそうの発展を
望んでいること。
今区政に求めるのは、各校の雨漏り対策等を早急に行い、必
要な改築も進めながら、地域の子どもたちを温かく受け入れる
公立学校を責任をもって守り、発展させることです。
【同様趣旨の意見 他3件】

1004

02 団体 書面 学校用務等の委託化について
学校は教員だけで成り立っているのではありません。主事さ
ん方は常に子どもたちの事を考え、日々教育環境を整えてくだ
さっています。まさに「チーム」の一員として“学校”にとっ
て欠かせない存在であることは言うまでもありません。また委
託となれば、その業務内容は制限され、今まで主事さん方にお
願いしていた細やかな仕事は結局教員が肩代わりすることにな
り、教員の過重労働に更に負担が増えることは明らかです。
学校用務の委託化に反対します。
【同様趣旨の意見 他2件】

8

方針2

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

学校統合推
進課

5

適正規模の考え方については、平成13年12月の区
立中学校適正規模等検討委員会の答申を踏まえ、平
成15年2月に策定した「めぐろ学校教育プラン」の
中で示したものです。この考え方を踏まえ、平成15
年9月に区立中学校の統合方針として「望ましい規
模の区立中学校の実現を目指して」を策定し（平成
24年3月改定）、それに基づいて統合を進めた目黒
中央中学校、大鳥中学校については、開校後の検証
により統合による成果が報告され、肯定的な評価を
得ていると認識しています。
区立中学校の小規模化は、教育活動において様々
な影響が生じてくることから、充実した教育環境の
整備に向けて、その適正規模化が急がれる状況にあ
ると認識しています。
学区や校舎整備などのご意見もいただきました
が、区立中学校の統合は、このような目的のために
行うものであることをご理解いただければと存じま
す。

教育政策課

5

学校用務等の業務については、退職不補充・非常
勤化による課題整理や他自治体の委託状況の調査を
行いながら委託化に向けた検討を行ってきました。
他自治体での委託化の動向を踏まえ、より安定的・
効率的な学校運営を図るため、検討を進めていきま
す。
委託化による効果や課題の検証を行いながら、用
務員等の退職時期等を考慮しつつ、委託範囲や実施
時期等を検討し、その結果に基づき具体的な取組を
進めます。

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1005

01 個人 メー
ル

項目番号1-4「非常勤職員・臨時職員活用の考え方の検討」につ 重点戦略1
いて
地方公務員法等の改正（平成32年4月）に対応するため非常勤
職員の任用・勤務条件についての見直しを平成30年度から検討
を開始するとあり歓迎するものです。
＜ご質問＞平成30年度から検討開始とありますが、責任者はど
なたになりますか？
●ご提案：責任者を明確にして検討メンバーに非常勤職員など
も幅広く含めるべきではないか。

経営改革推
進課、
人事課

3

地方公務員法等の改正により、平成32年4月より
非常勤職員・臨時職員の任用・勤務条件は統一的な
取り扱いが求められるため、法改正の趣旨を踏ま
え、区の責任で見直しを行っていきます。
なお、ご提案につきましては、職員意見の募集等
の中でご意見を伺っていきます。

1005

02 個人 メー
ル

非常勤問題は常勤問題である
非常勤採用に当たって募集しても応募者が少ない、採用して
も短期で辞めてしまうということが生じた場合、責任所在が不
明確もしくは誰にも責任がない。
理由は待遇が不十分なのか？業績評価の仕組みが不十分なの
か？モチベーション維持の仕組みは十分か？
行政の責任者が非常勤をどのように位置づけるのかについて
明確な方針をもっていないため現場では対応が難しい。非常勤
の相談先はどこでしょうか？他の区の同職あるいは組合なので
しょうか？

重点戦略1

経営改革推
進課、
人事課

7

非常勤職員のあり方については地方公務員法に則
り、国や他区の状況等をふまえながら、今後「新た
な「中長期の定数管理の考え方」」を検討していく
中で整理していきます。
また、今後の非常勤職員の制度改正を踏まえ、働
きやすい職場づくりの観点から人事評価や人材育成
等諸制度について、改めて検討を行っていきます。
なお、個別の相談について、非常勤職の新設・人
数に関しては経営改革推進課、服務等に関すること
は人事課で相談を受け付けています。

1005

03 個人 メー
ル

目黒区民で非常勤の場合について
重点戦略1
区民から「区民の声課」への意見に対する対応についてはと
ても敏感ですが、これらは1回（もしくは数回）、窓口で接した
ときの意見が中心かと思います。
一方、区民で非常勤の場合、日々、組織の内部で感じており
目黒区民の非常勤の意見はよく聴いて欲しいものです。

経営改革推
進課、
人事課

3

常勤職員・非常勤職員に関わらず、職員意見は組
織を通じて対応するものであり、区内在住の非常勤
であるという理由で特別な扱いを行うことはありま
せん。
なお、職員として日々感じられているご意見につ
いては所属長または関係課にて受け付けています。

1005

04 個人 メー
ル

働き方改革・同一労働同一賃金について
重点戦略1
国、都が言って来たら対応ではなく目黒区独自でも考えるこ
とが必要では。そのためには、現在の問題点を洗い出すことが
大事です。

人事課

2

働き方改革については、区において職員のワー
ク・ライフ・バランスの実現を目指し、特定事業主
行動計画を策定しており、毎年度、行動計画に基づ
き様々な取組を検討・実施しています。
同一労働同一賃金については、非常勤職員・臨時
職員の職のあり方について、地方公務員法の改正に
より統一的な取扱いが求められており、その趣旨に
沿って検討していきます。

9

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
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検討結果（対応策）

1006

01 団体 メー
ル

人口統計について
行革計画全 経営改革推
2014（Ｈ26）年度、区で策定した「目黒区人口ビジョン」で 般
進課、
は、2015（Ｈ27）年度の目黒区の人口予測は270,398人でした
政策企画課
が、同じ年の国勢調査では271,473人と、区の予測を超えていま
す。そして行革計画素案でも記載されているように2017（Ｈ
29）年10月には276,564人と「目黒区人口ビジョン」の平成34年
のピーク予測、277,000人を今年度中には超えそうな勢いです。
また、11月は生産年齢人口も191,658人となっており、区の今後
のピーク時の予測を超えて増加しています。年少人口も増加傾
向にあり、1990（Ｈ2）年の状況に近づいています。本来区の
様々な行政計画は人口推計などに基づいたものとなるはずです
が、以上のように人口推計は現状を反映していません。今後、
高齢化率は上昇傾向にあることは確かだとは思いますが、生産
年齢人口や年少人口は、区の推測通りに減少するのでしょう
か。計画の根拠が不正確であれば、ここを見直し、区有施設の
見直し計画など、真に予測される行政需要を再検証し、区民福
祉の向上を本旨とする目黒区の計画となるようにしてくださ
い。

5

区では、5年に1回、国勢調査及び住民基本台帳を
基礎データとして区全体の人口を推計し、行政計画
策定や政策立案の検討に活用しています。「目黒区
人口ビジョン」は平成22年国勢調査と平成27年住民
基本台帳に基づき算出したものですが、現在、平成
27年国勢調査と平成29年住民基本台帳から新たに推
計しているところです。
実施計画・財政計画・行革計画の改定では、「目
黒区人口ビジョン」を念頭に置くとともに「区有施
設見直し計画」との整合を図りつつ、区政を取り巻
く課題や社会経済状況の変化、区政に対する区民意
識調査等による区民意見・要望等に適切に対応する
ことを基本としています。このため、実施計画は子
育て関連施策や福祉関連の施設整備費等に重点的に
事業費を振り分ける内容とし、行革計画は限られた
行政資源の下で、これらの施策展開を可能とする見
直しを行う計画としており、共に区民福祉向上を目
指していくものです。

1006

02 団体 メー
ル

第3章「行財政計画の基本的な考え方」について
行革計画全 経営改革推
「基本方針」にあるように、景気の動向に左右されない質の 般
進課
高い安定的な行政を目指して頂きたいと思います。それを実現
するために、区民福祉の向上を目指し職員定数の適正化を図
り、真に必要な区民福祉向上の行政需要を検討し、計画し、こ
れを実現する十分な職員数を確保して頂きたいと思います。
「将来にわたって質が高く安定的な区民サービスを提供」とし
ておりますが、喫緊の行政課題であり区民意識調査でも優先課
題となっている待機児童対策（子育て支援）や高齢者福祉です
らもすぐに対応できていない中、何年先の将来まで見通そうと
しているのでしょうか。人口の動向を見ても、40年先の施設見
直しを前提とするのではなく、今後5年間に予測される行政需要
を見越した3か年の行革計画としてください。

2

限られた行政資源の下で、持続的に区民福祉の向
上を図っていくためには経常的経費である人件費を
適正な水準にしていく必要がありますが、多様化・
複雑化する行政需要に的確に対応していくために必
要な職員の確保、人材育成の強化にも努めていきま
す。
また、本計画においては、現時点で早急に対応す
べき課題や、現状の更なる改善を図るため「持続可
能で質の高い区民サービスを提供するための３つの
方針」を掲げ取組を進めていくこととしています。
一方で、区政運営においては、中・長期的な展望に
立って、取り組むべき課題と解決に向けた方向性を
示していくことも極めて重要です。そこで、未来に
向けた取組として、「将来を見据えた経営基盤の確
立に向けた２つの重点戦略」を掲げ取り組んでいき
ます。

10

行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
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1006

03 団体 メー
ル

項目番号2-2「低未利用スペースの有効活用の徹底」について
現在、中目黒学童保育クラブが中目黒スクエア５階をタイム
シェアにより活用していますが、利用目的が余りにも異なるた
めに、他の利用者から苦情が出ていると聞いています。中目黒
のタイムシェアの実態を検証し、施設の目的を損ねる様な「有
効活用」は抜本的な改善を図ってください。貸室機能と占有し
て継続的な福祉施策を行う施策とのタイムシェアはとても有効
活用とは言えないのではないかと思います。

重点戦略2

経営改革推
進課、
子育て支援
課

3

区有施設の見直しでは、施設の有効活用の観点か
ら、施設の名称や設置目的にとらわれることなく、
新たな行政需要への活用や、より行政需要の高い他
の用途への転用を進めることにより、施設を増やす
ことなく各種行政サービスの向上を図っています。
中目黒学童保育クラブについては、増加する入所
希望に対応するべく、同一建物内の青少年プラザの
会議室の一部をタイムシェア方式として活用し、受
入拡充を図っているところです。活用に当たって
は、会議室としての利用と学童保育クラブとしての
利用の双方に支障がないよう、それぞれが利用する
曜日と利用時間を区分けするなど、会議室利用者の
方々のご理解ご協力もいただきながら運営を行って
います。
今後も、中目黒学童保育クラブの事例の検証等を
行いながら、タイムシェア方式を含む低未利用ス
ペースの有効活用に取り組んでいきます。

1006

04 団体 メー
ル

項目番号2-3「区民センターのあり方の検討」について
区民センターのある東部地区は、世帯向けのマンションが建
設され、保育所待機児や学童保育クラブの入所需要の増加、乳
幼児とその保護者を含む児童館利用者の増加などが課題となる
地域です。大規模な施設である区民センターのあり方検討で
は、区民福祉の中でも緊急性の高い福祉施設の新設などを検討
してください。

重点戦略2

経営改革推
進課

4

目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施
設であり、区有施設の中でもっとも多種多様な用
途・機能を有する施設です。このような特徴から、
検討には一定の時間が必要であると考えています。
施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究す
べき課題が多いことから、平成30年度に専管組織を
設置し、将来的な目黒区民センターのあり方などを
多角的に検討していきます。

1006

05 団体 メー
ル

項目番号2-7「区立中学校の適正規模・適正配置に向けた取組」 重点戦略2
について
西部地区、南部地区の区立中学校の統合計画検討では、跡地
への児童館・学童保育クラブ、保育所など、区民要望の高い施
設の設置を検討してください。

経営改革推
進課

4

区有施設見直しの取組などにより生まれた余剰地
などについては、区民ニーズの把握に努めながら、
喫緊の課題解決に資する活用に取り組んでいきま
す。
なお、区立中学校の統合は、充実した教育環境の
整備に向けて進める取組ですので、統合計画と跡地
活用は別に考えていくものと認識しています。

11
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1006

06 団体 メー
ル

項目番号2-9「受益者負担の適正化」について
物価動向などを踏まえての保育所、学童保育クラブ、こども
園などの保育料の適正化を検討しているのであれば、「子ども
の貧困」を課題として緊急に解決するべく取り組んでいる国に
対して逆行していく事になります。子どもに関わる保育料との
見直しでは｢受益者負担の適正化｣だけを課題とせず、国の動向
などを踏まえながら見直しを行ってください。

重点戦略2

子育て支援
課、
保育課、
学校運営課

3

保育施設や学童保育クラブ等の事業を利用せず、
ご家庭で保育されている方との公平性を考慮する
と、多額の税金が投入されており、今後も施設整備
等により更なる経費の増加が見込まれる保育事業に
ついては、適正な受益者負担の観点から保育料の見
直しは必要と考えています。
なお、見直しに当たっては、国の動きなども注視
しながら検討を進めていきます。

1006

07 団体 メー
ル

項目番号4-6「児童館、学童保育クラブの委託化」について
保育士の不足と同様、児童館、学童保育クラブの非常勤指導
員の欠員は、今や運営に支障をきたす状況になっております。
これは、区外を見渡せば民間施設ほどさらに深刻です。国では
放課後児童健全育成事業（目黒区の学童保育クラブ）の人件費
に関わる処遇改善策を予算化しているほどです。指導員不足な
どの不安の多い民間事業者への児童館、学童保育クラブの委託
化は、行政にとって職員数を削減するという実績作りでしかな
く、区民にとっての質の向上になっているとは到底思えませ
ん。現在進行中の委託化計画の見直しをお願いするとともに、
今後の更なる委託化には断固として反対します。

方針2

子育て支援
課

5

児童館・学童保育クラブについては、平成25年12
月に策定した区立児童館・学童保育クラブの委託化
に関する計画に基づき進めています。区の直営で実
施している事業や保育等を引継ぎ、さらに発展させ
た児童館・学童保育クラブの運営を目指していきま
す。

12

行革計画改定素案パブリックコメント
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1007

01 団体 メー
ル

行財政資源と改革の方向性
活用可能な行政資源を生み出し、重要課題や新たな課題へ再
配分していくことを行財政改革の取組みの基本的な方向性とし
て推進していきます、とはどのようなことなのか図表から理解
することが困難です。基本的な方向性の認識を区民も共有する
ためには、解かりやすい説明会などが必要と考えます。特に行
政資源を生み出すとは、具体的には何をどうすることでしょう
か？

行革計画全 経営改革推
般
進課

1

行政資源を生み出すとは、行革計画改定素案の2
頁の図表にあるとおり、例えば保育園の民営化によ
り保育所運営費の抑制を図り、確保した財源で、待
機児童解消のための新たな保育所を設置するなど、
既存の仕組みの見直し等を通じて新たな課題に対応
するための財源や職員を確保することです。
ご意見を踏まえ、図表（行革計画改定素案の3
頁）の内容については、一部見直しを行います。
なお、説明会などについては、10月16日から11月
3日まで、「区民と区長のまちづくり懇談会」を合
計6回開催し、この中で行革計画の内容等について
も、区民の皆さまに直接説明させていただきまし
た。また、区内の団体等のリクエストに応じ、区職
員が出向き、区政の取組などについての説明を行う
「区職員活用しま専科」の中で、「目黒区の行財政
改革」という講座を設けていますので、ご希望があ
れば行革計画の内容等について説明を行っていきま
す。

1007

02 団体 メー
ル

行財政改革への懸念
基本方針の中に、「最小の経費で最大の効果」を生み出す行
財政運営を推進していくとともに景気の動向に左右されず、将
来にわたって質が高く安定的な区民サービスを提供していくこ
とを目指し、・・・とありますが、経費を使わず最大の効果を
生み出す事はそう簡単に出来ることではありません。また、い
つもこのような方針は掲げていることと思います。しかし、資
金を使わず効果を発揮させるには、行政だけでは独り相撲と
なってしまうのではないでしょうか。区民あっての最小経費で
す。懸念を払拭するようなご説明をお願いします。

行革計画全 経営改革推
般
進課

7

区民の皆さまから託された貴重な税金を効果的に
活用しながら住民サービスを安定的に運営するとと
もに、多様化・複雑化していく行政需要に対応して
いくためには、「最小の経費で最大の効果」を生み
出す行財政運営を追求していく必要があります。本
計画においては、例えば、区民の視点に立った「ビ
ルド・アンド・スクラップ（ビルドに応じたスク
ラップ）」により、時代にそぐわなくなった事業や
費用対効果の低い事業を見直し、区民ニーズや効果
がより高い事業に行政資源を重点的に配分していく
こととしています。行政資源を最大限に有効活用す
ることにより、区民福祉の更なる向上を目指してい
くなど、「最小の経費で最大の効果」を発揮するた
めの様々な取組を進めていきます。

13
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1007

03 団体 メー
ル

職員数の現状と課題
行政職員としての専門的スキルをもった職員が削減ではなく
適正に配置されることを望みます。男女比や、年齢構成も次代
につながる、働きやすい職場づくりと共に、それぞれの職員も
地域社会の一員として活動出来たり育児休暇などもしっかり取
得できるサポート体制、スキルアップ研修などに期待します。
職員のスキルアップ無しに全ての計画は達成が望めません。特
に、保育、介護など幅広い要請に対応できる経験の蓄積やチー
ムワークを重要視してください。

重点戦略1

人事課、
経営改革推
進課

2

職員の経験年数や年齢構成等に配慮した適正な人
員配置や、ワーク・ライフ・バランスの推進などの
働きやすい職場づくりにより一層取り組んでいきま
す。また、行政職員としてのスキルアップを図り、
組織を活性化していくため、職場内研修や専門研修
等を実施して、人材育成に取り組んでいきます。

1007

04 団体 メー
ル

区有施設の見直し
「施設利用者の視点での検討」とはどのようなことをさすの
か？施設の維持管理・利用率・使用料など財源が取り上げられ
ているが、施設は貸館機能と同時に、コミュニティセンターの
機能も担える場であることから財源と同時に、施設の在り方も
職員・専門家に区民も含めた混成チームで検討・研究を進めて
いただきたいと思います。

重点戦略2

経営改革推
進課

4

各区有施設には、施設を利用する人と利用しない
人がいます。見直しの取組に当たっては、区有施設
の維持管理等にかかる経費には、施設利用者の支払
う使用料（受益者負担）に加えて、施設を利用して
いない方の多くの財源（税金等）が使われているこ
とを丁寧に説明し、理解を得ながら進めていくこと
が重要だと考えています。個別施設を見直す段階で
の区民参加については、他の自治体でも様々な手法
を取り入れながら進めています。目黒区において、
区民の皆様にご理解いただくためにどのような方法
が効果的か、他の自治体の取組事例なども参考にし
ながら、引き続き調査・研究していきます。

1007

05 団体 メー
ル

施設使用料の値上げについて
受益者負担が言われますが、活発な区民活動があることは文
化の底上げと同時に医療費の削減効果もあります。

重点戦略2

地域政策調
査課

5

使用料は、施設を利用する人と利用しない人との
負担の公平を図るため、その施設の公共性などを踏
まえた利用者の受益の程度に応じて、施設の維持管
理経費等の一部について負担を求めるものです。使
用料に、社会情勢や維持管理経費の変動を定期的に
反映させ、適正な額に改定していくことは必要なこ
とだと考えています。

1007

06 団体 メー
ル

事業の民間委託について
方針2
民間委託は、丸投げでなく随時内容を確認できる体制が必要です。

経営改革推
進課

3 委託化した業務であっても区の事業であることに変わ
りはなく、適正な運営が行われるよう、行政として委託事
業者に対し適宜適切な指導・検査を行うなど、責任ある
取組を行っていきます。

14
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1007

07 団体 メー
ル

民間活力と行政の連携
方針2
東京都教育庁の人材バンクに登録したので、すぐにでも公立
学校の部活や教育支援ができると楽しみにしていましたが一向
に声がかかりません。民間活力の利用は教師の過剰勤務とスト
レスなど負担を軽減し、オリンピックに向けたスポーツの活性
化やグローバルな環境に適用できる人材の育成に大変有効で
す。何より教師の負担軽減と、数多いアクティブシニアの経験
と時間の有効利用という観点で、目黒区独自の方式で民間と行
政が連携できるような道筋をご提示下さい。
また、さまざまなNPOやボランティアが活躍していますが、必
ずしも専門性のある人材が揃っているわけではないため、運営
実態の危うさが目につきます。人材養成や資格制などを導入す
ることで、専門性や資格のある人材を可視化し、適材適所で民
間の活力の質を担保することが真に民間活力を活かすことに繋
がると思います。喫緊の課題です、前向きにご検討、道筋を提
示下さい。

教育指導課

4

学校では専門的な知識や経験、技能をお持ちの地
域をはじめとした外部人材をゲストティーチャーと
してお迎えし、教育活動の充実を図っています。ま
た、部活動指導の活性化を図るため外部指導員の配
置を行っています。学校の要望に合った人材をその
時機に合わせてお願いすることは難しく、都の人材
バンクのお話がないのもそのような事情なのかと推
察します。都の人材バンクのようなデータベースを
整備することも考えられますが、登録していただく
方の専門性や資格・適性などの審査確認、また、学
校のニーズとのマッチングなど課題も多く、今後の
研究課題と考えています。なお、部活動指導員の人
材確保については国や都でも検討しているところで
あり、区としてもその動向を踏まえ、今後の部活動
指導員のあり方とその確保について検討していきま
す。

1007

08 団体 メー
ル

空き家活用
店が廃業して寂しくなった商店街や古いアパートなどなど、
使える空き家を可視化し、区でも民間でも活用できる仕組みを
提示下さい。

都市整備
課、
産業経済・
消費生活
課、
住宅課

7

目黒区では、平成28年度に地域住民の生活環境に
深刻な影響を及ぼす恐れのある、適正な管理が行わ
れていない空き家等の実態調査を実施しました。さ
らに、空き家の市場流動性を把握するため、平成29
年度、空き家等動向調査を行い、現在、結果のとり
まとめと、分析を行っています。
調査結果から把握した区内の空き家の特性を踏ま
え、目黒区の生活環境の保全を図ることを目的とし
て、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下
「特措法」という。）第6条に基づき、空き家対策
に関する計画策定について来年度に向けた検討、取
り組みを進めていきます。また特措法第7条に基づ
き、空き家対策協議会を設置し、空き家利活用、空
き家増加防止策等を含む空き家対策計画の内容を審
議していただきます。目黒区では、現在のところ、
「空き家バンク」の設置は検討していませんが、空
き家情報の収集は不動産の情報網を活用し、公益性
の高い利活用のニーズには個別の問題として対応し
ていきます。ご意見の空き店舗の有効活用や住宅の
課題についても、組織横断的に取り組んでいきま
す。

15

その他
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1007

09 団体 メー
ル

クラウドファンディング利用
目黒区の文化的遺産や自然などの保存や発展的な町づくりの
ためにクラウドファンディングを使って民間から資金を集め、
民間の力を使って維持発展させていく仕組みがあればと思いま
す。道筋をご提示下さい。

その他

経営改革推
進課、
秘書課

4

区では、多くの方に目黒区を応援していただくこ
とや、区政の取組を効果的にPRして施策の質を向上
させていく観点から、ふるさと納税の趣旨に沿った
取組により寄付金受入れの拡充を図ることとし、29
年度から、寄付受入れ事業の明確化やふるさと納税
ポータルサイト等を活用した情報発信などの取組を
行っています。
クラウドファンディングの利用についても、様々
な施策展開を図っていく上で有効な資金調達手段の
1つとして考えておりますので、今後検討を進めて
いきます。

1008

01 個人 メー
ル

施設使用料の見直しについて
駅から遠い、使用料が高い、空いていないなど目黒区の集会
施設の評判は悪い。集会施設の役割や目的を考えず、単に収入
確保のための見直しには反対である。世田谷区の区民施設は定
員３０名の会議室で夜間３００円、目黒区は１０００円と３倍
以上の使用料となっているのはどうしてか。

重点戦略2

地域政策調
査課

5

使用料は、施設を利用する人と利用しない人との
負担の公平を図るため、その施設の公共性などを踏
まえた利用者の受益の程度に応じて、施設の維持管
理経費等の一部又は全部について負担を求めるもの
です。使用料に、社会情勢や維持管理経費の変動を
定期的に反映させ、適正な額に改定していくことは
必要なことだと考えています。

1008

02 個人 メー
ル

各種保育料の見直しについて
幼児教育（保育）無償化に逆行するものであり断じて認めら
れない。引き下げの検討を行うべき。

重点戦略2

子育て支援
課、
保育課、
学校運営課

5

保育施設や学童保育クラブ等の事業を利用せず、
ご家庭で保育されている方との公平性を考慮する
と、多額の税金が投入されており、今後も施設整備
等により更なる経費の増加が見込まれる保育事業に
ついては、適正な受益者負担の観点から保育料の見
直しは必要と考えています。
なお、見直しに当たっては、国の動きなども注視
しながら検討を進めていきます。

16
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1008

03 個人 メー
ル

項目番号4-7「保育園の民営化に向けた取組」について
区立区営保育園は、行政組織の一機関であること、目黒区の
保育水準を規定していること、公の施設であること、地域の子
育てネットワークの要であることなど、民間保育園とは異なる
機能をもち役割を果たしている。目黒区の保育行政は長年、公
設公営を原則として実施されてきた。今回の実施計画素案では
公私の比率は大きく逆転している。このような役割や経緯を無
視し、区民の議論も経ずに一方的に廃止・民営化は行うべきで
はない。いわんや大幅に保育園が不足している今日、区立区営
保育園がもっとも迅速な待機児童対策に対応できる組織であ
る。現在ある民営化計画を撤回すべきである。

方針2

保育施設整
備課

5

平成25年4月に策定した区立保育園の民営化に関
する計画に沿って、公募により選定した社会福祉法
人による民設民営園として、新たに園舎を整備し、
区立保育園の保育を引き継ぎ、さらに発展させた園
運営を目指していきます。民営化に当たってはでき
るだけ保護者の皆様のご不安を軽減すべく、丁寧な
説明に努めていきます。また、民営化と同時に定員
の拡大や移転後の跡地の活用などにより、待機児童
対策に資する施策としても取り組んでいきます。

1008

04 個人 メー
ル

その他（新規事項）
１ 財政が厳しいというなら、第二上目黒保育園の賃借料こそ
見直すべきである。平成１７年度の外部監査において、４０年
間でトータル約２７億円もの経費がひとつの保育園の場所代と
して支払われることになる。近隣に土地を購入し、同規模の保
育園を建設したとしても、整備費は６億円程度で済むと思われ
る。という指摘を受けているにもかかわらず、平成１８年度に
賃借料を引き上げて２０年間の契約更新を行っている。まさ
に、１人のオーナーを大事にして多くの区民に負担を強いるも
のであり、区の行革の姿勢を疑う事例である。

その他

保育課

4

第二上目黒保育園園舎の賃借料については、3年
ごとに近隣の賃料の状況等を参考にして見直しを
行っており、平成17年10月に賃借料を据え置いて契
約更新を行いました。第二上目黒保育園も含め、保
育施設の整備等については、待機児童対策に関する
今後の需要と供給の見込み及び所要経費等を踏まえ
て検討していきます。

1008

05 個人 メー
ル

本庁舎の職員当たり面積は23区で一番広い。保育園に転用す
るなどさらに区民のために活用すべきである。

重点戦略2

経営改革推
進課

3

総合庁舎については、建物スペースの一部を保育
所など事務所以外の機能で活用する場合には、用途
変更を伴うため、消防法や建築基準法等の規定によ
り、庁舎全体の大幅な改修が必要となるなどの課題
があります。
しかし、総合庁舎未舗装駐車場については、庁舎
の建物敷地とは一部区分されるため、活用にあたり
用途変更等の課題が解決できることから、待機児童
の早期解決に向け、平成29年4月に保育所整備を行
いました。
また、総合庁舎内には、区の庁舎機能のほかに、
社会福祉協議会、社会福祉事業団、国際交流協会な
ど複数の外郭団体の事務所や、都税事務所などの機
能を配置し、有効活用を図っているところです。
今後についても、活用に係る課題を踏まえつつ、
更なる有効活用について、調査・研究していきま
す。
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行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1008

06 個人 メー
ル

川の資料館、三田フレンズなど遊休施設となってからの検討
期間が長い、施設の見直しをスピーディに行うべきである。

重点戦略2

経営改革推
進課

3

ご指摘の「旧川の資料館」については増水時の危
険性があるため、そうした状況を踏まえた検討を行
う必要があります。また、「三田地区店舗施設」に
ついては今年度末で廃止し、近隣住民の皆様に丁寧
に説明したうえで、平成31年度以降保育施設に転用
していく予定です。
ご意見を踏まえスピーディな検討に努めていきま
す。

1009

01 団体 メー
ル

行政改革の目的は、「無駄をなくしより良い区民サービスを
構築する」ことにあったはずです。しかし実態を見ると、目黒
区の「行革」の歴史は、当初掲げた目的に反し「区民サービス
切り捨ての歩み」といっても過言ではない状況にあります。こ
のように「行革」の評価にはおおきな隔たりがあります。
計画改定にあたっては、まず、どんなサービスがどのように
向上したか、どんな無駄をなくすことが出来たかを明らかに
し、区民の評価を求めるべきです。行政と区民との評価に違い
があるのなら、徹底的に議論し、評価を一致させる努力が必要
です。

区政運営全 経営改革推
般
進課

5

これまでの行革計画の取組については、年度ごと
の取組結果を毎年度公表するとともに、計画期間終
了時には、計画全体の取組結果をまとめ公表してき
ました。また、行革計画に基づく見直し等により生
み出した行政資源は、実施計画事業をはじめとした
新たな施策展開や重要課題への対応に振り向けるこ
とで、区民福祉の向上に向けて取り組んでいます。
このような区の取組に対する区民の皆さまの意見や
評価については、日々の施策や事業を推進していく
中で把握に努めているほか、区民意識調査や世論調
査等を通じて把握し、区政運営に活かしています。

1009

02 団体 メー
ル

東日本大震災を経験し、国民の価値観も大きく変化し、行政
に求められる新たな役割も見えてきました。こうした点から見
て、自治体に求められている課題は何か、住民参加での議論が
不足しています。
特に、職員のいっそうの削減は慎むべきです。いざという時
の住民の命の守り手となることを位置付け、『住民の福祉向
上』という本来の役割を果たすうえで、自治体としてめざすべ
き姿を住民とともにつくりあげてほしいと思います。

区政運営全 経営改革推
般
進課

3

目黒区が目指すべき姿については、基本構想に掲
げる「ともにつくる みどり豊かな 人間のまち」
であり、その実現に向け基本計画に基づく様々な行
政施策を展開しています。
基本計画は、行財政改革を含め区が具体的に施策
を進める場合の基本路線としての性格を有してお
り、現行の基本計画の計画期間は平成31年度までと
なっています。今後の基本計画の改定に当たって
は、どのような住民参加の手法等がとれるかについ
ても併せて検討していきます。また、基本計画の改
定等を踏まえて、中長期的な視点で組織や職員数の
あり方を検討し、平成32年度を目途に「中長期の定
数管理の考え方」を策定していきます。
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行革計画改定素案パブリックコメント
３ 区民意見
整理
枝番 区分 種別
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

1009

03 団体 メー
ル

住民にとって、役所の窓口は命を繋ぐ入り口にもなりうる場
であることを肝に銘じてほしいと思います。「役所」に信頼を
寄せて、くらしや病気等の問題解決の糸口をつかみたいと思っ
て訪れる住民の期待と信頼を裏切らないようにすることは第一
義的な課題です。税務の窓口を外部委託するなんて言語道断、
絶対にやってはいけないことです。民間委託は断固反対です。

方針2

経営改革推
進課

5

将来にわたり質が高く安定的な区民サービスを展
開していくため、民間がもつノウハウを活かすこと
で、より効果的・効率的に区民サービスを展開でき
る場合には、積極的に民間活力を活用していきま
す。

1009

04 団体 メー
ル

保育行政について
区立保育園が民営化され、新設園も民間に丸投げという状況
の下で、保育所が利潤追求の場に変質しています。今日、保育
所に欠かすことが出来ない「安全・安心」が脅かされていま
す。民営化の推進に伴い、職員の定着が悪く、行政と住民とが
力を合わせてつくりあげた「目黒の保育」は大幅に後退しまし
た。深刻な待機児問題に加え、安心して子育てできない街にな
りつつあります。区立園の民営化計画を中止し、公立保育園と
して、民間事業者に対して保育園のあり方を示す保育実践を積
み上げてもらいたいと思います。

方針2

保育施設整
備課

5

民営化した各園は現在、利用者アンケートの結果
からも満足度が高く、運営に関して高い評価を得て
います。区立園に限らず、目黒区全体の保育園が保
護者の皆様から高い評価を頂けるように、保育事業
者への支援を行うなど、区として取り組んでいきま
す。

1009

05 団体 メー
ル

民営化の理由に「園舎建て替えの補助金が1円も出ない」こと 方針2
を理由に挙げて説明していますが、それは事実に反し区民を欺
く行為といえます。東京都は、「『三位一体改革』の折に一般
財源化されたが、不十分とはいえ、いずれ来るであろう建て替
え時期に備えるべき財源はあるはず。したがって新たに東京都
に建て替えの補助を求められても補助金の上乗せはできない」
と断言しています。この点について、住民に正確な説明をする
べきです。

保育施設整
備課、
財政課

5

現在、私立認可保育所の施設整備費及び整備後の
運営経費については国や東京都からの補助金を財源
として活用できますが、区立保育園の施設整備費や
運営経費にはこうした財源を活用することができま
せん。区民の皆さまには今後も丁寧な説明を心掛け
ていきます。

児童館、学童保育クラブの委託化、保育園の民営化へ向けた
取組について、いずれも継続事案とされていますが、今一度、
立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか。
保育園等の民営化により、区は責任を軽減されるわけではあ
りません。子どもたちが安心して楽しく過ごせる場の確保と提
供は私たち大人の責任です。民営化が子どもに接し、働く人た
ちの数の上だけでなく、質の上でも資するとは思えないので
す。「民間活力の活用」という名目で責任放棄は許されませ
ん。
委託化の拡大と民営化は子どもの生育環境としてふさわしい
かどうか、絶えず、原点に立ち戻り、再考するべきではないで
しょうか。

子育て支援
課、
保育施設整
備課

5

保育園の民営化については、民営化した保育園は
現在、入園希望者数も上位で、利用者アンケートの
結果からも非常に満足度が高く、運営に関して高い
評価を得ています。
学童保育クラブについては、委託化した学童保育
クラブを含め、運営について利用者アンケートを実
施し、利用者意見を踏まえ運営の改善を図っていま
す。
今後も民営化した園や委託化した学童保育クラブ
が保護者や利用している子ども達からの高い評価を
得られるよう、法人とともに区としても努力してい
きます。

1010

個人 メール
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方針2

行革計画改定素案パブリックコメント
４ まちづくり懇談会意見
整理
枝番 地区
番号

内容

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

2001

東部 【私立保育園の検証について】
方針2
学童保育クラブも民間委託が進んでいるが、保育園も私
立保育園の開設が急速に進んでいる。私立保育園に通って
いた保護者からは、保育の質がとても低かったとの話を聞
いた。またそれは、認可園であるとのことだった。私立保
育園がすべて悪いとは言わないが、私立保育園の質を個別
に検証してほしい。

保育課

2

区内にある私立保育園の中には長い歴史を持つ園もあり
ます。存続しているということは、評価する方がいらっ
しゃるとも考えています。私立保育園については、園長経
験者が定期的に巡回し助言をしておりますし、事業者選定
に際しては公認会計士による財務上の調査もしています。
また福祉サービス第三者評価という制度があり、それによ
れば私立園と区立園に差異はないとの客観的な評価が出て
います。平成29年4月に人気保育園について集計したとこ
ろ、上位5位内に民間が運営する園が3園入っていました。
受け止め方は、個々に違うかと思いますが、具体的なデー
タから見ても私立園が区立園に劣っているとは考えていま
せんし、一定の評価がされています。日常の中で助言等を
行いながら、問題があれば指導する等、総体的に区の保育
園の質の向上に努めていきたいと思います。

2002

東部 【学童保育クラブ非常勤職員の欠員について】
その他
目黒区学童保育連絡協議会での独自の調査によれば、現
在、学童保育クラブの非常勤職員は30名程度欠員してい
る。田道小学校内学童保育クラブでは、2年前に学童の定
員を増やし、すし詰め状態だがなんとかやっている。その
ような中で非常勤職員と臨時職員の計2名が欠員し、かな
り大変な状況にある。職員の自助努力に頼った保育となっ
ているのだが、どのように考えているか。また、非常勤職
員が集まらない理由について調査中との話だったが、もっ
と真剣に優先して考えてほしい。

子育て支援
課

3

非常勤職員の欠員については、学童保育クラブと児童館
を合わせて30人欠員しているというのは事実です。学童保
育クラブは、日々児童たちの指導やお世話をしていること
から、非常勤職員の配置については、児童館の方を抑え
て、その分学童保育クラブの方へ重点的に配置していま
す。児童館職員も土・日曜日を含めた勤務で、大変厳しい
状況にあります。非常勤職員を確実に採用するために、平
成27年度、平成28年度に賃金の引き上げを行いましたが、
人が集まらず、結果として十分ではありませんでした。今
後は、財政当局と協議し、抜本的な検討が必要であると考
えています。子どもたちに良質な保育環境を提供していき
たいと強く思っておりますので、賃金の見直しや勤務条件
の改善等を考え、一日でも早く非常勤職員の欠員解消に努
めていきたいと思います。

2003

北部 【地域の子育て支援事業への支援について】
方針2
行革計画改定素案の中に、地域の子育て支援事業への支
援と書かれているが、具体的にどういうイメージを持って
いるのか。子育てサロンを多いときには20名前後、月2
回、ボランティアでやっているが、どういう形で支援して
もらえるのか

子育て支援
課

7

保育園に預けていない地域の子育て中の方がふらっと
寄って、いろいろな悩みを相談する場所がいくつかありま
すが、まだまだ足りません。地域の子育てサロンなどの活
動をもっと広げていきたいという思いがあります。具体的
には、それぞれの団体の方と相談しながら、画一的なもの
ではなく、どういう形で一緒に子育ての場を作っていける
か相談しながら進めていきたいと考えています。
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行革計画改定素案パブリックコメント
４ まちづくり懇談会意見
整理
枝番 地区
番号
2004

内容

分野

中央 【区の歳入確保策について】
方針3
昨年、区の経常収支比率が２３区並みになったという話
を聞いた。しかし平成２８年度は、悪化している。区は、
歳入確保策を考えているのか。私たちにも協力できること
があれば一緒に取り組んでいきたいと思う。

所管
経営改革推
進課、
財政課

21

対応
区分

検討結果（対応策）
2

平成28年度経常収支比率は、85.6％となり、23区中最も
高い数字です。これは、歳入面では、都区財政調整制度に
よる基準財政収入額の増加に伴う特別区財政調整交付金の
減少、歳出面では、保育所整備による扶助費の増加などが
影響しています。経常収支比率が高くなることは、財政の
硬直化となり決して良いことではありません。今後の景気
動向も十分に踏まえながら、引き続き、歳入確保に努めて
まいります。

行革計画改定素案パブリックコメント
５ 議会意見
整理
枝番 区分 種別
番号

意見内容（要旨）

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

3001

01 議会 メー
ル

重点戦略1 今後の課題に据えている『区有施設更新経費など将来 区政運営全 経営改革推
的な課題』に対応するには、「自治体として稼ぐ力」を身につける必要 般
進課、
がある。 民間から外部人財を登用したマーケティング室を部局の中に
文化・交流課
設け、区内のおしゃれな商店街や桜並木など地域特性や歴史的資源
が豊富なことを効果的に宣伝し、情報発信に力を注ぐなど来街者から
注目されるよう手立てを講じ、外貨を稼げる風土づくりに邁進し、区民
の所得向上を図る。 そこから得られる区民税収の増により、更新経費
の捻出を自力で賄える体質へと変化させていく。

4

ご意見のとおり、区有施設の更新経費をはじめと
した山積する区政の課題に適切に対応していくた
めには、新しい発想での民間活力の活用や、区の
魅力増進による税収確保をひとつの方向として、
人材育成や外部人材活用を図っていくことも大変
重要な方策であると認識しています。
一つの例として、区では、区民、事業者、区が相
互に連携協力し、地域の歴史や文化、産業、自然
などの様々な観光資源を生かしながら、人々の交
流を促進し、にぎわいと活力のあふれるまち、文化
の香り高いまちを実現することを観光まちづくりの
目標としています。
こうした目標を達成していく上で必要な「ヒト」「モ
ノ」「カネ」をどう生み出していくのか、まさに人材育
成と経営体質改善の取り組みであり、今回の行革
計画改定で「重点戦略１」として掲げた理由でもあり
ます。
ご指摘の趣旨を踏まえ、取組の方向性や手法に
ついて幅広い観点から調査・研究していきます。

3001

02 議会 メー
ル

項目番号1-5 人材育成の推進では、職員の創意工夫により業務改 重点戦略1
善や区民福祉の向上に貢献できた場合は、適正に評価されるような
仕組みを構築すること。例えば、その職員が配属された所管課に予算
などを振り分けるなど、職員のやる気が発揮できるような仕組みを構築
すること。

3

区では、人事評価において自己申告制度を採用
しており、申告内容について、評価者である管理監
督者とのコミュニケーションを図ることで、評価の客
観性・納得性を担保しています。加えて、評価の透
明性の確保を図るため、評価基準の公表や評価結
果の開示制度を実施するなど、適正な人事評価の
実施により、職員の意欲向上を図っています。
人材育成を進めていく上では、職員の意欲を高
める取組は重要であり、適正な評価と、その結果に
応じたインセンティブ以外の取組についても検討し
ていきます。
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経営改革推
進課、
人事課

行革計画改定素案パブリックコメント
５ 議会意見
整理
枝番 区分 種別
番号

意見内容（要旨）

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

3001

03 議会 メー
ル

項目番号2-3 区民センターのあり方の検討については、民間活力を 重点戦略2
活用し、収益を図りながら効率的・効果的な運営が果たす区有施設を
リードする未来像となれるよう、民間の有識者（学系、金融、不動産、
建築、まちづくりなど）で構成する専管組織を設置するなど、産・学・官
で検討を重ねていくこと。

経営改革推
進課

4

目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合
施設であり、区有施設の中でもっとも多種多様な用
途・機能を有する施設です。このような特徴から、
検討には一定の時間が必要であると考えていま
す。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・
研究すべき課題が多いことから、平成30年度に専
管組織を設置し、将来的な目黒区民センターのあ
り方などを多角的に検討していきます。あわせて、
区有施設見直しは、区民や関係機関・団体等の理
解・協力を得ながら進めていく必要がありますの
で、具体的な手法について、他の自治体の取組事
例なども参考にしながら、引き続き調査・研究し、民
間活力の活用手法も含め、最も適したものを選択
していきます。

3001

04 議会 メー
ル

項目番号2-9 受益者負担の適正化については、施設使用料の見直 重点戦略2
しの観点に、区民と区民以外の差が設けられいない。本計画の使用
料改定の検討には、その点を明記すべきこと。

地域政策調
査課

4

「公の施設使用料の見直し方針」では、区外住民
の利用の取扱いについては公の施設の性格等か
らできるだけ区民と同様に扱うのが望ましいが、施
設の利用状況などから区民の利用を優遇するなど
の異なる取扱いが求められるとしています。現在
は、登録制による使用料の減額や区民団体の優先
利用申込みのほか、平成24年度の見直しにより、
体育施設における利用希望が多い一般公開プロ
グラムに対する区民優先受付を実施しています。
ご指摘の区民と区民以外の使用料差額の設定に
ついては、引き続きの検討課題と認識しております
が、現在の取組の状況を注視しつつ調査・検討し
ていきます。

3001

05 議会 メー
ル

項目番号3-8 福祉の包括的支援体制の整備に向けた組織の見直し 方針1
では、高齢者等の実態調査に基づいた地域特性を分析し、効果的効
率的な組織体制になることを目指し、適正な人員配置に見直すこと。

健康福祉計
画課

2

より効果的、効率的な包括的相談支援体制を目
指し、分野横断的に専門部署や専門機関が連携
して支援を行うことができるよう体制強化を図るた
め、区の組織の再編に向けた見直し検討を進めま
す。その上で、地域の実情に即した支援・調整を
行うなど、地域の支え合いを推進できるよう取り組
んでいきます。
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3001

06 議会 メー
ル

項目番号4-3 地域の子育て支援事業への支援については、未利用 方針2
区有地や区有施設などを活用した開設支援を検討すること。

子育て支援
課

4

地域の子育て支援事業については、区有施設な
どの活用を含めた実施方法や運営方法等につい
て、地域で活動されている団体の方々とも相談しな
がら検討を進めていきます。

3001

07 議会 メー
ル

項目番号5-4 新たな財源確保に向けた検討について、以前は若手 方針3
職員による検討グループがあったが現在は見られない。やはりこうした
取り組みは重要である。また、職員だけでは発想に限界があると思う
ので民間の有識者を入れた庁内組織を設置し、継続的な検討を行う
こと。

経営改革推
進課、
政策企画課

4

新たな歳入確保策の検討については、平成24～
26年度の若手職員による検討の成果検証を踏ま
え、平成28年度から係長級昇任時の「課題解決実
践研修」として引き継いでいます。新たな歳入確保
策を含めたテーマについて研修生が約8か月間で
検討した結果を提案としてまとめ、報告していま
す。その中で、実現可能で実効性のある優れた提
案に関しては、関係所管において実現に向けて検
討する仕組みも設けています。
民間の有識者を入れた庁内組織の設置につい
てですが、民間のアイディアやノウハウの活用は重
要な視点と考えており、これまでも街づくりの分野
等においてコンサルタントの活用を図ってきたほ
か、今後の目黒区民センターの検討においても、
民間の発想を取り入れていきたいと考えています。
強固な財政基盤の確立に向けて、公共性・公平
性を基本とする行政経営の中に、どのような手法で
あれば民間の力を活かすことができるのか、調査・
研究していきます。

3002

01 議会 メー
ル

これまでの行財政改革の取り組みと今後の方向性について
行革計画全 経営改革推
区の行革計画の中心点は、「人件費の抑制」と称した常勤職員の削 般
進課
減、子育て、福祉施設を含めた民営化・民間委託推進、戸籍、税務、
国保、介護保険などの窓口業務の委託化など、公的サービスの民営
化と行政の空洞化を進めることである。施設の民間事業者による運営
を全否定するものではないが、区民福祉の向上は行政がきちんと責
任を持つべきものである。「自助・共助・互助」をことさら強調するので
はなく行政が中心に座って区民福祉を向上させていくため、常勤職員
の削減、民営化の推進、専門的定型業務の民間委託導入計画など
改めること。

5

限られた行政資源の下で、持続的に区民福祉の
向上を図っていくためには経常的経費である人件
費を適正な水準にしていく必要がありますが、多様
化・複雑化する行政需要に的確に対応していくた
めに必要な職員の確保、人材育成の強化にも努め
ていきます。
また、民間がもつノウハウを活かすことで、より効
果的・効率的に区民サービスを展開できる場合に
は、積極的に民間活力を活用していきます。
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3002

02 議会 メー
ル

職員について
重点戦略1
区の常勤職員数は2008年度と比べ、10年間で341人を削減してき
た。それにより、超過勤務時間数が増加し、職員への負担も増加して
いるのではないか。また、50歳以上の職員が全体の約４割を占める一
方、35歳から44歳の、いわゆる中堅層の構成比率が他の年齢層に比
べて少なくなっているのは、大幅に職員を削減してきた影響ではない
のか。目黒区と同じ程度の区との比較でも、目黒区の職員数がとりわ
け多いということでもない。まさに「大幅に職員数を削減していくことは
困難」である。区民福祉を支えるために必要な常勤職員をしっかりと配
置することを明記すべきである。

経営改革推
進課

2

限られた行政資源の下で、持続的に区民福祉の
向上を図っていくためには経常的経費である人件
費を適正な水準にしていく必要がありますが、多様
化・複雑化する行政需要に的確に対応していくた
めに必要な職員の確保、人材育成の強化にも努め
ていきます。また、この考え方に基づき、本計画で
は年度別の職員定数の目安を示しており、重点対
象事業や新規事務事業等への対応のための職員
数の増項目についても記載しています。

3002

03 議会 メー
ル

区有施設の現状と課題について
重点戦略2
施設総量を縮減していく理由として、将来的な人口の減少や経常的
経費を高めること、施設の更新や大規模改修など多額の整備費がか
かることなど、経費や効率化の観点からの分析だけでなく、高齢者人
口の増加や区民の自主的な活動の度合い、区民福祉の増進という観
点での分析を行うこと。

経営改革推
進課

5

数値目標は、実効性のある見直しの議論をする
ためには必要なものであると考えています。
区有施設見直しの取組を進めるに当たっては、
それぞれの施設の利用状況や設置意義、運営の
妥当性なども含めて様々な観点から検討していき
ます。

3002

04 議会 メー
ル

行財政改革の基本的考え方について
行革計画全 経営改革推
これまでの取り組み姿勢の堅持ということは、今回の計画では直接 般
進課
書かれていないが、国の「新しい公共」のもとで、公共サービスの担い
手をこれまでの「行政」から、「民間」「地域」へと拡大していく路線を継
承するというものなのか。とすれば、「官から民へ」という名のもとに、
「自助、共助」をことさらに強調し、行政の責任や役割を縮小していくも
のである。民営化、民間委託を進めてきた結果、区民サービスはどう
なったのかの検証もない。サービスの質の引き下げ、行政の空洞化を
広げる民営化推進は改めるべきである。

5

将来にわたり質が高く安定的な区民サービスを
展開していくため、民間がもつノウハウを活かすこと
で、より効果的・効率的に区民サービスを展開でき
る場合には、積極的に民間活力を活用していきま
す。なお、民営化、民間委託を行った施設や事業
については、定期的な運営評価や指導・検査を行
い、サービスの質の確保・向上を図っています。
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意見内容（要旨）

分野

区立保育所の廃止や児童館・学童保育クラブの民間委託など、区 方針2
民や子育て世代の方々から「質が保たれるのか」「区の直営だから安
心して預けられたのに…」など不安の声が噴出している。現存する区
立保育所、区立児童館・学童保育クラブについては区直営で運営す
ること。従って、区立保育所の廃止・民営化、区立児童館・学童保育ク
ラブの民間委託による常勤職員削減計画はやめること。

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

子育て支援
課、
保育施設整
備課

5

平成25年4月に策定した区立保育園の民営化
に関する計画に沿って、公募により選定した社会
福祉法人による民設民営園として、新たに園舎を
整備し、区立保育園の保育を引き継ぎ、さらに発
展させた園運営を目指していきます。また、民営化
と同時に定員の拡大や移転後の跡地の活用など
により、待機児童対策に資する施策としても取り組
んでいきます。
児童館・学童保育クラブについては、平成25年
12月に策定した区立児童館・学童保育クラブの委
託化に関する計画に基づき進めています。区の直
営で実施している事業や保育等を引継ぎ、さらに
発展させた児童館・学童保育クラブの運営を目指
していきます。

重点戦略1

経営改革推
進課

5

技能労務職員については、事業執行経費の適正
化の観点から平成20年度に策定した「技能労務職
員の給与等の見直しに向けた取組方針」により、原
則として退職不補充とし、委託化や非常勤化を進
めることとしています。その上で、行政が担う必要の
ある業務については、必要な人員を確保します。

重点戦略２で、施設は区民の利用に供するものであるので、更新に 重点戦略2
当たって民営を基本にするのではなく、公営での継続を原則とするこ
と。また、施設の複合化に当たっては、将来の更新経費など十分な経
費の見積もりと検討を行うこと。

経営改革推
進課

5

限られた行政資源の下で、施設サービスを効果
的・効率的に実施するためには、民間が主体と
なって事業を行うことが望ましい施設サービスは、
民間活力（民間事業者が持つ技術や資源など）を
活用していくことが有効であると考えています。民
間活力の活用に当たっては、民間ならではの視点
や手法を有効に活用することにより、区民サービス
の向上を図る視点から進めていきます。

経営改革推
進課

4

目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合
施設であり、改修等の手法も含め調査・研究すべ
き課題が多いことから、平成30年度に専管組織を
設置し、耐震面の検討にとどまらず、将来的な目黒
区民センターのあり方などを多角的に検討していき
ます。

現業職、技能系職員の確保を意識的に追求すること。

区民センターの耐震面での課題の克服計画をつくること。

重点戦略2
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3002

09 議会 メー
ル

区立第七、第八、第九、第十一の各区立中学校の統廃合計画は中 重点戦略2
止し、全学年での少人数学級こそ追求すること。

学校統合推
進課

5 区立中学校の小規模化は、活力ある学習活動や
部活動の展開に制約を生み、学習集団が固定化
したり、集団活動を通した人間関係の広がりが十分
とはいえなくなるなど、教育活動において、様々な
影響が生じてきます。大人への過渡期にある中学
生にあっては、他の生徒や教員との豊かで多様な
人間関係の中で、自分の考えを見直したり深めた
りしながら、他人を思いやる心や自己の考えを実現
できる能力をはぐくみ、「生きる力」を身につけてい
くことが極めて大切です。
このような観点から、充実した教育環境の整備に
向けて、区立中学校の適正規模化が急がれる状
況にあると認識しています。
生徒へのきめ細やかな対応については少人数指
導やティーム・ティーチングを取り入れ学力の基
礎・基本の定着を図っているところです。
区立中学校の統合は、このような目的のために行
うものであることをご理解いただければと存じます。

3002

10 議会 メー
ル

「受益者負担の適正化」と称して、区民の家計への負担を押し付け
る施設使用料や保育料の引き上げを検討することはやめること。

地域政策調
査課

5

使用料は、施設を利用する人と利用しない人との
負担の公平を図るため、その施設の公共性などを
踏まえた利用者の受益の程度に応じて、施設の維
持管理経費等の一部又は全部について負担を求
めるものです。使用料に、社会情勢や維持管理経
費の変動を定期的に反映させ、適正な額に改定し
ていくことは必要なことだと考えています。

3002

11 議会 メー
ル

個人情報の漏えい、プライバシーの侵害、なりすましなど多くの問題 方針1
点のあるマイナンバー制度の区独自の活用を広げることはやめるこ
と。

政策企画課

4

マイナンバーカードの区独自の活用に関しては、
内蔵されたICチップを活用したサービスや、マイナ
ポータルを活用したプッシュ型サービスなどが想定
されます。一方で、システム上の課題等もあること
から、活用については調査・研究を行っている段階
です。
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3002

12 議会 メー
ル

施設整備の保守点検業務等の管理委託については区内業者の活 方針1
用を保障していくためにも、一括発注ではなく、これまでどおり、各所
管課による個別委託を継続すること。

経営改革推
進課

5

「官公需についての中小企業者の受注の確保に
関する法律」の趣旨などを踏まえ、地域経済を下
支えしている区内事業者の受注機会確保につい
て、一定の配慮は必要だと考えています。施設設
備の保守点検業務等の包括的管理委託を導入し
ている他自治体の事例では、事業者公募の際、地
元事業者の活用を原則とする設備等を設定するな
ど、地元事業者の受注機会等を確保しつつ包括
的管理委託を行っている事例もあり、これらの取組
を参考に検討を進めていきます。

3002

13 議会 メー
ル

税務事務、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金事務、戸籍・ 方針2
住民記録事務、介護保険事務など専門的定型業務は、そもそも行政
職員が判断を要する業務であり、業務委託をすれば偽装請負など労
働法に違反し、しかも、かえってコストがかかってしまうことは、足立区
の戸籍業務の民間委託の例を見れば明らかである。また、行政職員
が区民の個人情報などを厳格に保護するなどの責任を果たべき業務
でもあり、委託化はやめること。

経営改革推
進課

5

税務事務等の執行体制の見直しでは、委託化を
含めたより効果的・効率的な執行体制を検討して
いくものです。検討に当たっては、区民サービスの
向上や事務の効率化のほか、関係法令の遵守や
個人情報の保護などの観点にも十分留意した上
で、委託化が最も効果的な見直しである場合に
は、委託化に向けた具体的な取組を進めていきま
す。

3002

14 議会 メー
ル

老人いこいの家の職員は、ただ単に施設の管理をするだけではな
く、高齢者施策を充実させる役割もあるので、民間委託化をやめ、直
営を継続すること。

高齢福祉課

5

委託をしている老人いこいの家も含めて、職員に
対しては区政や高齢福祉に関する情報・動向等を
提供するなど、意識の向上に努めています。また、
委託化を進めるに当たっては、利用者の意見等を
参考にし、準備の整った施設から計画的に進めて
いきます。

3002

15 議会 メー
ル

保育園の給食調理は、栄養士と連携して幼児の年齢に対応する給 方針2
食づくりやアレルギー対策など、きめ細かい食事メニューを保障しなけ
ればならず、民間委託でなく区直営で運営すること。

保育課

5

平成29年度においては、4園で給食調理業務を
委託しており、栄養士と委託業者の職員とで十分
な打ち合わせを行いながら給食の提供を行ってい
ます。今後業務委託する保育園についても同様
に、連携を密にして、安全・安心な給食の提供に
努めていきます。

28

方針2

行革計画改定素案パブリックコメント
５ 議会意見
整理
枝番 区分 種別
番号

意見内容（要旨）

分野

所管

対応
区分

検討結果（対応策）

3002

16 議会 メー
ル

学校用務は子どもたちを見守るなかで異状を発見したり、施設の緊 方針2
急的な簡易修繕を行ったり、学校行事への参画など学校運営の一端
を担っている。従って委託にするのではなく、区の直接雇用を継続す
ること。

教育政策課

5 学校用務等の業務については、退職不補充・非
常勤化による課題整理や他自治体の委託状況の
調査を行いながら委託化に向けた検討を行ってき
ました。他自治体での委託化の動向を踏まえ、より
安定的・効率的な学校運営を図るため、検討を進
めていきます。
委託化による効果や課題の検証を行いながら、
用務員等の退職時期等を考慮しつつ、委託範囲
や実施時期等を検討し、その結果に基づき具体的
な取組を進めます。

3002

17 議会 メー
ル

旧東山住区センター跡地については売却せず、子育てや福祉施設 方針3
の建設用地として活用すること。

経営改革推
進課

5

区有施設見直し方針では、低未利用地や施設内
の低未利用な床（スペース）について、民間への貸
与・売却による財源捻出などの有効活用を図ること
としています。旧東山住区センターについては、区
の喫緊の課題である待機児童解消に向け、民間活
力の活用による保育施設への転用の可能性につ
いて検討していきます。

3002

18 議会 メー
ル

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料など、医療保険料の滞 方針3
納についても給与の差し押さえを行う滞納対策強化はやめ、税務との
一元化はやめること。

滞納対策課

5

一元化により生活状況の実態把握をより正確に
行うことができ、個別の事情に合わせたより適切な
対応を行うことができます。差押えを行うに当たっ
ては、財産状況等を踏まえながら、適切に行ってい
きます。

3003

01 議会 メー
ル

これからの行財政改革の方向性について
行革計画全 経営改革推
行財政改革の目的は持続可能で質の高い行政サービス提供の基 般
進課
盤確立により、区民福祉の向上を図ることが目的です。超高齢化社会
への対応や区有施設の更新経費など、今後さらに取組を強化するこ
とが求められます。長期的視点に立ち、区民目線での「ビルト・アンド・
スクラップ」を徹底すると共に、将来に向けて、既存の仕組みや執行
体制を抜本的に見直し、これまで以上に生産性の向上を図ることで、
活用可能な行政資源を生み出し、課題解決に向けて再配分していく
ことを基本的な方向性として推進していくとあります。
抜本的な見直しでは縦割り行政を改め、横の連携強化によるワンス
トップ化を目指すべきです。

2

ご意見のとおり、縦割りは強い面もありますが、行
政需要が多様化・複雑化していく中にあっては、縦
だけでは対応できない課題があります。本計画で
は、そのような現状も踏まえ、例えば、改革項目「制
度改正等を踏まえた組織体制の抜本的な見直し」
では、細分化された縦割りの組織を改め、スケール
メリットを活かした組織を基本とする簡素で効率的
な組織づくりを進めていくほか、改革項目「福祉の
包括的支援体制整備に向けた組織の見直し」で
は、福祉の各分野や世代を超えた、包括的な相談
支援体制の構築に向けて取り組んでいくこととして
います。
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3003

02 議会 メー
ル

【方針２】「民間との連携を推進し、区民サービスの向上を図ります」に 方針2
ついて
高齢福祉や子育て支援などの様々な分野において、ＮＰＯや住民
団体をはじめとした様々な団体と今後も連携、協力による区政運営を
推進していくとあります。
高齢福祉や子育て支援などを含むまちづくり全般をＮＰＯや様々な
団体と連携、協力し、区民の福祉向上を共に目指していくべきです。

地域政策調
査課

2

多様化・複雑化する地域課題にきめ細かく対応
し、地域の暮らしやすさを向上させ、より良いまち
づくりを進めていくためには、地域の様々な活動団
体同士や地域と行政とが連携協力していくことや、
それぞれの役割を考えながら主体的に課題解決
に取り組んでいくことが必要だと考えています。

3004

01 議会 メー
ル

目黒区が目指す区政は「手厚い福祉が受けられ、治安と生活環境 方針3
が良くて住み易く、仕事があって、十分な基礎教育を受けられる町」で
あることにまず異論はないであろう。そして課題は「生産年齢人口と総
人口が急速に減少する社会」や「グローバルな競争に直接さらされる
国内環境」において、どうしたらこれを実現し、持続させることが可能
かということに尽きる。
この課題解決の基礎は財政である。その財政は国、都からの交付金
と区税等の収入による。その需要にみあう供給が安定的に保証されて
はいないことは、目黒区行政改革改定素案（3頁）でも明記されてい
る。
しかし、現在の素案では財政需要に見合う税収確保の道は、「削減
と遣り繰り」以外示されていない。ここで欠けているのは区政のイノ
ベーションである。
行革計画の各項目を着実に実行すると共に、戦後財政パラダイムに
基づく区の事業を根本から再考し、第二次リーマンショックが再来して
も維持可能な体制づくりに取組む姿勢が必要である。
すなわち自主財源の積極的な確保である。常に自主財源確保に果
敢に取り組み、国や都の補助金活用の期限や機会に迅速に対応し、
基金の積み増しを意識するべきである。
今後東京オリンピック・パラリンピック後の景気動向や今後のインフレ
の本格展開も予想される。区はとりあえずの安心感の創出でなく、勇
気をもって事の本質と事実を区民に示し、区民の理解を得て積極果
敢な「行政改革」を推進するよう強く以下要望する。

経営改革推
進課、
契約課、
道路管理課

2

ご意見のとおり、今後は区税収入をはじめとする
歳入の大幅な増加が見込めない状況においては、
税外収入の確保をはじめとする新たな財源確保に
向けた検討を行っていくことは重要であると認識し
ており、本計画においても、改革項目として掲げて
います。
低未利用地については、他の用途に転用できる
か、喫緊の課題解決に資するか、など個々の状況
に応じて多角的に検討した上で、利用計画がない
場合には、売却をはじめとして財源確保に向けて
取り組みます。
また、現在、区が許可している物件の道路占用料
は、徴収漏れがないよう、各事業者の申請内容を
電子データ化し、種別や数量に応じて着実に徴収
しています。事業者に対しては、占用申請を正確
に行うためのチェック体制を整えるとともに、申請漏
れが発覚した際は速やかに報告するよう指導して
いきます。
その他についても、様々な観点から財源確保に
向けた検討を進めていきます。

実施計画事業と連動した税外収入確保
今後5年間において一般財源の大幅な増収が見込めないことから、
新たな歳入確保（税外収入の確保）を模索すべきである。また、実施
計画事業と連動した税外収入確保が現実的と考える。また狭小で使
い道がない区有地の売却や、未収入である道路占有料等の未収入
債権の見直しなど、積極的な歳入確保への姿勢を求む。
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3004

02 議会 メー
ル

受動喫煙防止条例・健康増進法公布後のたばこ税減収の警戒
行革計画全 経営改革推
計画期間中に受動喫煙防止関連の法令制定など動きが進捗する 般
進課、
見込みがあり、その場合にたばこ税の影響が懸念される。懸念点を留
財政課
意事項として盛り込むことを要望する。

4

現時点で受動喫煙防止対策の強化によるたばこ
税への影響を見込むことは困難であり、本計画に
おいて懸念点を留意事項として盛り込むことしませ
んが、たばこ税は区の一般財源の要素の一部であ
り、今後、たばこ税をめぐる国や東京都の動き等を
十分注視していく必要があるものと認識していま
す。

3004

03 議会 メー
ル

義務的経費の職員数削減の抑制
重点戦略1
人件費は、「新（中長期の定数管理の考え方）の基本的方向性」に
基づき平成32年度当初の常勤職員数2,020人を計画目標としている
が、職員数をやみくもに減らせば良いわけではない。給与階級の高い
職員数と給与階級の低い職員数のバランス調整化等の取り組みも一
例として考えれば人件費維持の職員数増となる。人件費の見通し条
件については、緊急性の高い重要課題への職員傾斜配置と新たな歳
入（税外収入）を計画する所管への職員配置を優先しつつ、人件費
総額の削減を方針とすることを要望。

経営改革推
進課

2

限られた行政資源の下で、持続的に区民福祉の
向上を図っていくためには義務的経費である人件
費を適正な水準に保つ必要があります。
ご指摘のとおり、給与階級（年齢構成）についても
適正なバランスとなるように、将来的な負担にも配
慮しつつ、職員数の適正化に取り組み、人件費の
抑制に努めていきます。

3004

04 議会 メー
ル

売却予定の区有地に対して現在喫緊の政策課題となっている事業 方針3
に関しては、積極的に転用活用を図ること（旧東山住区センターに関
しては、不足している保育転用施設等に活用すべし）。

経営改革推
進課

1

旧東山住区センターについては、区の喫緊の課
題である待機児童解消に向け、保育施設への転
用の可能性について検討していきます。

3004

05 議会 メー
ル

マイナンバーの情報連携による税徴収など国との情報連携による区 方針1
民利便性の向上。

政策企画課

2

平成29年11月から自治体間の情報連携（本格運
用）が開始されましたが、国のシステムには一部課
題が残っていることや、引き続き試行運用を行う事
務手続きもあることから、その状況を踏まえながら
対応していきます。
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