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第１章 目黒区行革計画（平成２４年度～平成２６年度）の取組 

１ 目黒区行革計画（平成２４年度～平成２６年度）策定の背景 

目黒区は、世界的経済危機の影響による大幅な歳入減などにより、平成２３年時点

の財政収支見通しで、２５年度以降の財源不足が見込まれたことから、財源不足の確

実な回避と、計画的な基金の積み増し等による財政基盤強化を目標とした「財政健全

化に向けたアクションプログラム」（以下「アクションプログラム」という。）に取り

組むこととしました。 

アクションプログラムに基づく取組の第１段階として実施した「緊急財政対策本部

における事務事業見直し」で取り上げた項目は、計画性を持って着実に実施する必要

がありました。さらに、中・長期的に安定した財政基盤を確立していく必要があるこ

とから、アクションプログラムに基づく第２段階の取組として、平成２４年３月に、

「区民サービスの安定的提供と状況の変化に柔軟に対応できる財政基盤の確立」を基

本方針とする、目黒区行革計画（平成２４年度～２６年度）を策定しました。 

  

 

２ ３年間の取組のまとめ 

本計画では、基本方針の下、最も重要となる改革を「区政の将来展望を切り拓く３

つのプロジェクト」として掲げるとともに、緊急財政対策本部における事務事業見直

しによる歳入歳出両面からの財源確保を確実なものとするため、３つの改革の方向性

に沿った改革項目（３３項目）を掲げて取り組んできました。 

 

【３つの改革の方向性】 

１ 時代に即した施策や事業を見極め、将来展望を切り拓く見直しに取り組みます。 

２ 効果的・効率的な行政サービスを提供するため、計画的な定員管理と事業執行方

法の改善に取り組みます。 

３ 安定した財政基盤を確立し、財政を健全化していきます。 

 

  取組の結果、「区政の将来展望を切り拓く３つのプロジェクト」及び各改革項目は、

ともにおおむね目標に近い取組がなされました。改革項目（３３項目）については、

「実施」は２２件（６６．７％）、「一部実施」は９件（２７．３％）となっています。 

  また、改革項目による３年間の財源確保額は、予定していた６６．６億円に対し２

７．２億円となりました。 

実績額が予定額から大幅に減少している主な理由は、「老人いこいの家の運営方法

の見直し（売却含む）」で予定していた老人いこいの家の移転とその跡地の売却が、

代替施設の確保が困難であったため実施できなかったことや、「区有資産の活用」で

予定していたＪＲ跡地の売却が平成２７年度となったためです。 
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【改革項目の取組結果】（各改革項目の取組の詳細については、１９ページ以降参照） 

第１段階 

検討・協議中 

第２段階 

一部実施 

第３段階 

実施 

 

合計 第３段階の内訳（※） 

（Ａ） （Ｂ） 

２件 ９件 ２２件 18件 4件 ３３件 

６．０％ ２７．３％ ６６．７％ 54.6％ 12.1％ １００．０％ 

※第３段階（Ａ）：計画に沿って実施済み、実施中であり、財源確保額、職員削減数の数値目標を掲

げた項目については、数値目標の 3年間の合計値を達成したもの 

第３段階（Ｂ）：計画に沿って実施済み、実施中であるものの、財源確保額、職員削減数の数値目

標を掲げた項目で、数値目標の 3年間の合計値の達成には至らなかったもの 

 

 

３ 今後の取組について 

  本計画は、アクションプログラムの４つの柱（「緊急財政対策本部における事務事

業見直し」、「各部局における事業見直し」、「新行革計画の策定」、「次期実施計画の検

討」）の１つとして策定し、アクションプログラムで掲げた財政運営の目標達成に向

けた取組を推進するという役割を担っています。 

  本計画における各取組がおおむね計画に近い取組となったことなどから、アクショ

ンプログラムの短期的目標である、平成２６年度までに見込まれる財源不足の回避を

達成するとともに、経常収支比率の改善や基金の積み増しなど、中・長期的目標に対

しても一定の成果をあげることができました。 

しかし、経常収支比率は依然として適正範囲といわれる７０～８０％を上回ってお

り、基金についても他区と比べてもまだ少ない状況にあります。さらに、今後の区の

財政状況は、歳入面では、引き続き緩やかな景気回復基調にあるとの認識のもと、特

別区民税などによる一定程度の増収が見込まれるものの、法人住民税の一部国税化や

法人実効税率引き下げに伴う特別区交付金への減影響などのマイナス材料があり、一

般財源の大幅な増収は見込めない状況です。一方で、歳出面では、社会保障費の増加、

今後見込まれる施設の更新経費負担、建設経費の上昇など、引き続き行財政運営上の

課題を抱えています。 

このため、平成２６年度に改定した行革計画（平成２７年度～２９年度）において、

本計画の方針を継承・発展させ、引き続き行財政改革に取り組んでいくこととしまし

た。 

  本計画において実施に至らなかった項目の中で、今後も取組が必要なものについて

は、改定した行革計画のなかで引き続き実施に向けて取り組んでいきます。 

 



第２章　区政の将来展望を切り拓く３つのプロジェクト

１　３つのプロジェクト及びその取組結果の概要

【プロジェクト１】区有施設の抜本的な見直しを進めます。

＜プロジェクトの概要＞（行革計画（24～26）抜粋）

プロジェクトの進め方

○

○

○

○

○

○ ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

＜プロジェクトの取組結果の概要＞

　本計画では、区政の将来展望を切り拓くうえで最も重要となる改革を「区政の将来展望
を切り拓く３つのプロジェクト」として重点的に取り組むこととしました。
　本計画における３つのプロジェクトの概要（抜粋）及びその取組結果の概要は次のとお
りです。取組の詳細については、２から４に記載しています。

・施設見直し方針・計画の策定

・見直し方針に基づく取り組み・見直し策の実施

　１７０を超える区有施設は、人件費を含めて維持管理に多額の経費を必要とし、経常的経費を
高める大きな要因となっています。さらに、今後大規模改修や改築で数百億円規模の財源が必要
になると見込まれ、財政運営に極めて大きな影響を与えることとなります。
　一方で、人口構造の変化や区民活動の多様化などによって、整備当時と現在の施設需要に違い
も見られます。また、施設の運営方法も創意工夫を凝らしたさまざまな形態で行われるように
なっています。
　財政的観点を含め、区として保有することが必要な施設の種類や適正数をはじめ、生活圏域別
の施設整備の考え方についても検討し、統廃合などを含めた抜本的な見直しを進めます。

　議会・区民からの意見や検討委員会からの提言を踏まえて、区としての施設統廃合等の最終
判断を行います。

　検討結果がまとまったもの、実現可能なものから順次見直しを実行していきます。

スケジュール

・施設の現状と課題の把握

・施設のあり方・見直しの具体的検討

・有識者等による検討委員会の設置と提言

　平成２４年度から専管組織を時限的に設置し、集中的に検討を行います。

　専門的知見の活用と客観性を確保するために有識者等による検討委員会を設置していきま
す。
　検討過程において広く区民に公表し、議会・区民の意見を求めながら中長期の展望に立った
検討を行います。

　平成２４年度には区有施設の見直しを進めるための基礎資料として「施設白書」を作成し、２
５年度には区有施設のあり方について有識者会議からの意見書を踏まえた「目黒区区有施設見直
し方針」を策定しました。その後２６年度からは生活圏域整備計画の見直しの必要性の検証、長
寿命化のルールづくりの検討に着手しており、おおむね目標どおりの取組を進めています。
【取組の詳細は５ページに記載しています。】

提言 
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【プロジェクト２】事務事業や組織の見直しを推進し、職員定数の適正化を図ります。

＜プロジェクトの概要＞（行革計画（24～26）抜粋）

＜プロジェクトの取組結果の概要＞

増

【プロジェクト３】安定的財政運営を目指して、財政運営上のルール化に取り組みます。

＜プロジェクトの概要＞（行革計画（24～26）抜粋）

プロジェクトの進め方

○

○ ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

＜プロジェクトの取組結果の概要＞

　区はこれまで行政サービスを拡大しながら区民生活に対応してきました。経済成長に伴う一定
の税収の伸びが見込めた状況下では拡大も可能でしたが、税収が伸びない状態が恒常化する中
で、さらなる景気の悪化が直ちに税収の減少となって現れ、財政運営に大きな影響を与える構造
が見られます。
　こうした財政環境の中にあって、将来に負担を先送りせず、安定的に行政サービスを提供でき
る強固な財政基盤の確立が重要課題となっています。行政コストや費用対効果分析などの客観的
評価指標に基づく行政評価制度の導入により、財政的視点を踏まえた事務事業の見直しに取り組
むとともに、財政運営の目指すべき姿を歳入・歳出両面において明確にし、それを踏まえた起債
及び積立基金の活用方法のルール化や、財政指標の目標値を設定するなどして、財政規律を一層
高めていきます。

　行政サービスを適切に提供していくためには、施策の内容や事業量に応じて一定の職員を配置
する必要があります。一方で、限られた財源の中で、人件費に配分される経費は適切な範囲内に
収めなければなりません。行政サービスの向上と職員人件費の抑制という、一面で相反する命題
に応えるためには、事業の執行体制の見直しなどを含めて、人件費総体としての削減方法を検討
することが必要です。
　他自治体との比較等を踏まえて職員定数の適正化を図るとともに、社会経済状況の変化に的確
に対応し、課題解決に向けて積極的に行動できる職務能力の高い人材の育成にも併せて取り組ん
でいきます。

　平成２４年度から２６年度までの職員定数の目標は、２３年４月１日の職員数２，２４１人の
８．９％、２００人の削減でしたが、計画期間最終年度である２６年４月１日の職員数は２，０
４８人で、１９３人（８．６％）の減となりました。
【取組の詳細は９ページに記載しています。】

２４年度 ２５年度 ２６年度 合計

削減数 ９４人 ６９人 ３０人 １９３人

目標値 ９０人 ５０人 ６０人 ２００人

主な増減項目

項目 増減数（予定） 増減数（実績）

減

業務見直し・組織の簡素効率化 ▲ 74 ▲ 99

委託化等の推進 ▲ 100 ▲ 67

過員解消・時限設置満了 ▲ 25 ▲ 33

達成率 １０４.４％ １３８.０％ ５０．０％ ９６.５％

再任用職員や非常勤職員の活用 ▲ 31 ▲ 75

重点対象事業や新規事務事業等への対応 30 81

スケジュール

財政分析と今後の財政運営方針検討策定

方針に沿った具体的対応の検討、取り組み

　「目黒区財政白書2012」において３つのルールを定め、ルールに基づく財政運営に取り組みま
した。さらに、「目黒区財政白書2014」ではルールをレベルアップし、財政規律を一層高め、取
り組むこととしました。
　・ルール１　財政運営の基本と積立基金の維持
　・ルール２　積立基金の自律的な積立
　・ルール３　起債発行額の上限設定
【取組の詳細は１７ページに記載しています。】

実施計画改定作業と合わせて、過去から将来にかけての財政分析、見通しを行い、今後の財政
運営方針を策定します。
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２ 【プロジェクト１ 区有施設の抜本的な見直し】の取組結果 

（１）施設白書の作成（平成２４年度） 

区有施設の見直しを進めるための基礎資料として、平成２５年３月に「目黒区施

設白書」を作成しました。これは、それぞれの施設にかかる経費や利用状況などを

明らかにし、施設の現状と課題をまとめたもので、区における検討素材にとどまら

ず、区民の皆さまへの「施設の現状についての見える化」の手法でもあり、施設見

直しの出発点となるものです。 

平成２４年度末現在の区有施設数は１７５（文化ホール、住区センターなど用途

別では３１７）であり、そのうち、区が保有する建物の延床面積は約５２．２万㎡、

借り上げ建物は約２．０万㎡となっています。 

 

＜建物財産の内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）区有施設見直し有識者会議の設置（平成２４～２５年度） 

区有施設見直しの取組において中長期的視点に立った検討を進めるに当たり、専

門的な意見を聴くため、平成２４年９月に「目黒区区有施設見直し有識者会議」を

設置しました。委員には、公共施設に関する政策及び法律の分野において実績のあ

る学識経験者４名を委嘱しました。 

主に「目黒区施設白書」を基礎資料として、区有施設の見直しの方向性に関する

こと、区有施設の具体的な見直しの手法に関すること、区有施設のあり方に関する

ことについて、約１年間にわたり計１４回の会議を開催しました。平成２５年１０

月に、区長に対し「目黒区区有施設見直しに関する意見書」が提出されました。 

                 

（３）区有施設見直し方針の策定（平成２５年度） 

区有施設見直し方針の策定に向けて、区民の声を聴く取組として、「目黒区施設

白書」の公表に伴う区民意見の募集や区民説明会を行うとともに、施設利用者アン

建物の総延床面積 
54万 2,549.55㎡ 

庁舎等
61,119.76
11.27%

区民施設
30,546.71
5.63%

居住施設
61,180.68
11.28%

児童施設
33,171.37
6.11%

福祉施設
47,443.99
8.74%

学校施設
231,400.00
42.65%

文化スポーツ施設
57,299.76
10.56%

公園等施設
9,617.64
1.77%

環境施設
6,996.00
1.29%

普通財産
3,773.64
0.70%
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ケートや無作為抽出した３，０００人の方への区民アンケートを実施しました。 

これらの取組や有識者会議からの意見書を踏まえて、平成２５年１２月に「目黒

区区有施設見直し方針案（中間のまとめ）」を取りまとめました。中間のまとめの

公表の際は、区民説明会を開催するとともに、４１日間にわたりパブリックコメン

トを実施しました。寄せられた意見は、さまざまな角度から検討し、できる限り方

針に反映するよう努め、２６年３月に「目黒区区有施設見直し方針」を策定しまし

た。 

「目黒区区有施設見直し方針」では、区有施設を取り巻く状況は大きく変化して

きており、将来にわたって現在の規模のまま保有していくことについては、施設の

老朽化、将来人口推計と人口構造の変化、今後の財政負担といった、三つの大きな

課題があることを示しています。 

 

＜施設の老朽化＞ 

昭和３０~４０年代に建築された施設が多く（区有施設の全建物数の約１／３）、老

朽化への計画的な対策が必要となります。 

 

＜将来人口推計と人口構造の変化＞ 

長期的には、区の総人口が減少していくこと、また、高齢化が進行する一方、年少

人口や生産年齢人口が減少し、人口構造が大きく変化していくことが見込まれていま

す。これにより、区民の施設ニーズが変化していくものと考えられ、こうした変化に

的確に対応していく必要があります。 

 

＜今後の財政負担＞ 

将来における施設の更新（大規模改修、建て替え等）に要する経費を試算した結果、

年間平均額は７２．９億円となり、過去１０年間の実績の平均額３９．６億円を大き

く上回っています。 

 

これらの課題解決に向けて、「３原則、５つの視点、８つの手法」など見直しの基

本的な方向性や手法を掲げ、その中で、「今後４０年間で区有施設の総量（総延床面

積）の１５％の縮減を目指す」という数値目標を掲げました。 

 

○ ３原則（区有施設見直しの方向性） 

原則１ 新しい施設の整備は、原則、行わない。【新規凍結原則】 

原則２ 施設の更新（大規模改修、建て替え）は事前調整のうえ、原則、多機能化・

集約化、複合化した施設とする。【事前調整原則】 

原則３ 施設総量（総延床面積）の縮減目標【数値目標原則】 

（今後４０年間で区有施設の総量（総延床面積）の１５％の縮減を目指す） 
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○ ５つの視点（区有施設見直しの具体化を図っていくために留意すべき点） 

視点１ 施設と機能の分離により、サービス水準をできる限り維持しながら、財政負

担を縮減する。 

視点２ 施設サービスの費用対効果（費用及び便益）を踏まえて、改善や優先順位付

けを行う。 

視点３ 地域ごとの人口特性や区民ニーズに的確に対応する。 

視点４ 区民の安全・安心のため、区有施設における防災機能を確保する。 

視点５ 全庁をあげた問題意識の共有と体制整備 

 

○ ８つの手法（区有施設見直し実現のための具体的な方策） 

手法１ 受益者負担の適正化 

手法２ 長寿命化 

手法３ 公民連携の推進（民間活力の活用） 

手法４ 多機能化・集約化 

手法５ 複合化 

手法６ 低未利用地等の活用 

手法７ 広域的視点にたった連携 

手法８ 地域による維持・管理 

 

 

（４）区有施設整備アドバイザーの設置（平成２６年度） 

平成２６年３月に策定した「目黒区区有施設見直し方針」に基づき、区有施設の

整備に関して専門的な意見を聴くため、２６年７月に区有施設整備アドバイザーを

設置しました（公共施設に関する学識経験者２名を委嘱）。区有施設整備アドバイ

ザーからは、区有施設の新規整備や更新（大規模改修、建て替え）に関すること、

その他「目黒区区有施設見直し方針」の具体化に関することについて必要な助言を

受けます。 

平成２６年度は、実施計画改定に当たり、施設の大規模改修に係る計画について

専門的な見地からの意見を聴きました。 

 

（５）生活圏域整備計画の見直しの必要性の検証（平成２６年度～） 

目黒区では、生活圏域整備計画を定め、「２２の住区（主として小学校児童の生

活領域に相当する区域）、５つの地区（主として大人の徒歩による生活領域に相当

する区域）、区全体」の３段階の生活圏域を設定し、生活圏域別に必要な施設の種

類や数を考えて施設整備を進めてきました。区有施設見直しの取組の一環として、

生活圏域別の施設整備の考え方の今後の取扱いについて検討しています。 

平成２６年度は、生活圏域整備計画に定める施策の進捗状況や現在の取組状況な

どについて整理を行いました。 
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（６）長寿命化のルールづくり（平成２６年度～） 

「目黒区区有施設見直し方針」の中で、区有施設見直し実現のための手法の一つ

として建物の「長寿命化」を掲げました。これは、適切な手法による建物評価を行

い長寿命化施設を選定し、対象施設については計画的な保全、建物の耐久性の調査

を実施し、将来にわたる費用対効果を検討しながら、残存期間を考慮した一定のル

ールに基づいたうえで長寿命化を図るものです。 

平成２６年度は、長寿命化のルールづくりに向けた準備として、建物の耐久性を

調査して耐用年数を評価するための手法の整備に取り組みました。 

 

（７）今後の予定 

区有施設見直しの具体化に向けた課題整理を行った上で、「区有施設見直し計画」

の策定に取組んでいきます。取組内容を広く区民に公表し、意見を求めながら、検

討を進めていきます。 
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３ 【プロジェクト２ 職員定数適正化】の取組結果 

（１） 目黒区の職員定数の現況 

 

ア 部局別職員数 

平成２６年４月１日現在の職員数は２，０４８人（総務省定員管理調査値）で、

部局別職員数は下表のとおりです。 

 

表１ 

部局名 職員数 部局名 職員数 

 

 

区

長

部

局 

企画経営部 ５８人 区議会事務局 １３人 

総務部 １２２人 教育

委員

会 

教育委員会事務局 １４２人 

区民生活部 ３１３人 小・中学校 ６９人 

健康福祉部 ３２０人 幼稚園 １８人 

子育て支援部 ６５６人 選挙管理委員会事務局 ７人 

都市整備部 １８５人 監査事務局 ６人 

環境清掃部 １２６人 合計 ２，０４８人 

会計管理室 １３人 

※教育委員会事務局には教育長を含んでいます。 

 

 

イ 年齢別職員構成 

  行政系、技能系それぞれの職員の年齢構成割合を５歳刻みで表したものが次の表

２、図１・２です。 

行政系職員の４６歳以上の割合は、平成２３年４月１日時点では全体の５２％で

したが、２６年４月１日現在では５３％となっており、再任用フルタイム職員の活

用などにより、依然として高い割合を占めています。一方で、全体としては職員数

の削減を進めつつ、職員の年齢構成のバランスを考慮し、一定数の新規採用を行っ

てきており、３５歳以下の割合についても、２３年４月１日時点の２４.９％から、

２６年４月１日現在では２６.４％と増加しています。 

また、民間委託などにより区の常勤職員以外がサービスを担っている分野が多い

技能系職員については、区と民間との分担の見直しを検討していく観点から、原則

として退職不補充としているため、４６歳以上の割合は平成２３年４月１日時点で

は全体の６８.８％でしたが、２６年４月１日現在では７３％占めており、高齢化が

顕著です。 
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表２ 年齢別職員構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１                          図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職員定数計画の実績 

 

ア 職員定数計画の取組結果 

   本計画に掲げた目標は、平成２３年４月１日の職員数２，２４１人の８．９％、

２００人削減でした。達成計画期間最終年度である２６年４月１日の職員数は１９

３人（８．６％）減の２，０４８人となり、ほぼ目標を達成しました。 

  各年度別に削減目標数と達成率を比較したものが表３です。平成２４年度、２５

年度については、目標とする削減数を上回る結果となっていますが、２６年度につ

いては児童館・学童保育クラブの委託化や保育園民営化による減を見込んでいたも

のの、計画検討の結果、委託化及び民営化実施時期を２９年度からとしたため、目

標を下回る結果となっています。     

年齢 行政系 技能系 

56 歳以上 384人 21.2％ 61 人 26.2％ 

51 歳～55歳 280人 15.4％ 60 人 25.8％ 

46 歳～50歳 298人 16.4％ 49 人 21.0％ 

41 歳～45歳 214人 11.8％ 44 人 18.9％ 

36 歳～40歳 160人 8.8％ 14 人 6.0％ 

31 歳～35歳 198人 10.9％ 5 人 2.1％ 

26 歳～30歳 205人 11.3％   

25 歳以下 76 人 4.2％   

合計 1,815 人 233人 



11 
 

                   

表３ 職員定数計画 削減目標数と各年度達成率 

 

 

イ 年度別の取組状況 

年度ごとの増減と主な取組は表４のとおりです。 

 

表４ 

年度 総職員数 
前年比 
増減数 

減員数 主な減要因 

増員数 主な増要因 

 
24 

 
2,147 

 
▲94 人 

▲126 目黒本町福祉工房への指定管理者制度導入、第
二ひもんや保育園への指定管理者制度導入、図
書館の運営方法見直し、社会教育館等の運営方
法見直し など 

+32 区有施設見直しへの対応、債権回収一元化の検
討、学校統合への対応 など 

 
25 

 
2,078 

 
▲69 人 

▲90 外国人登録制度の廃止、保育園給食調理業務の
委託化、清掃作業等の委託化、特別支援学級運
営方法の見直し、 など 

+21 在宅療養施策の推進、生活保護受給者増への対
応、子ども子育て支援新制度への対応 など 

 
26 

 
2,048  

 
▲30 人 

▲58 保育園給食調理業務の委託化、学校用務業務の
見直し、からすもり・ふどう幼稚園廃園 など 

+28 基幹系システム再構築への対応、臨時福祉給付
金への対応、生活困窮者自立支援法への対応 
など 

 
増減合計 

 
▲193 人 

▲274 人  

＋81 人 

                               ２４年度 ２５年度 ２６年度 合計 

削減目標数 ９０人 ５０人 ６０人 ２００人 

削減数 ９４人 ６９人 ３０人 １９３人 

達成率 104.4％ 138.0％ 50.0％ 96.5％ 
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（３）行政サービス部門別職員数の状況 

 行政サービス部門別の職員数（各年度４月１日現在）の推移は図３のとおりです。 

   平成２３年度からの削減率が最も大きいのは教育委員会部門で、社会教育館や図

書館の運営方法の見直し、学校警備業務の機械化などにより、２３年度から１８.

５％（５２人）の減となっています。 

次いで、清掃業務の委託拡大や各事務事業の見直しなどにより、街づくり・環境

清掃部門が１０.４％（３６人）の減、福祉工房や保育園への指定管理者制度導入

や給食調理業務の委託化などにより、福祉・健康・子育て部門が７.８％（８２人）

の減となっています。 

 

図３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職種別職員数の推移 

平成２３年度と２６年度の職種別職員数の推移は図４のとおりです。 

平成２３年度からの削減割合が最も大きいのは事務で、社会教育館や図書館の運

営方法など各事務事業の見直しにより、１１％（１１６人）の減となっています。 

次いで、清掃業務や学校給食調理の委託化により、技能系が９％（２５人）、健

診の実施方法見直し等により医療技術系が７.３％（８人）の減となっています。 
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   図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）職員数の主な減項目 

本計画期間内に行った職員減の主な項目は次のとおりです。 

 

  ○目黒本町福祉工房への指定管理者制度導入   ２３人 

  ○第二ひもんや保育園への指定管理者制度導入  ２０人 

  ○図書館の運営方法見直し           １４人 

  ○学校用務職の非常勤活用           １３人 

  ○社会教育館の運営方法見直し         １２人 

 

 

（６）民間活力の活用の取組状況 

   本区では、民間で実施が可能で、サービスの質の維持・向上とコストの縮減を図

ることのできる事業等については、積極的に民間活力の活用を図ることを基本とし、

これまで様々な場面で民間活力を活用してきました。本計画においても、民間活力

の活用による改革項目を掲げたほか、その他事務事業の見直しでも、積極的な活用

を進めました。 

本計画期間における主な取組は以下のとおりです。 
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【民間活力の活用の主な取組】 

 ・目黒本町福祉工房への指定管理者制度導入    

   ・第二ひもんや保育園への指定管理者制度導入 

・図書館受付業務等委託拡大 

   ・社会教育館管理運営委託拡大 

   ・保育園給食調理業務の委託化 

   ・清掃作業等の委託化 

   ・住民票郵送請求業務の委託化 

 

 

（７）指定管理者制度について 

 

ア これまでの経過と制度導入状況 

本区では、平成１７年１月に「指定管理者制度活用の基本方針」を策定し、１８

年４月から９３施設に指定管理者制度を導入しました。その後、１９年３月に「直

営施設における指定管理者制度導入プラン」（以下「プラン」という。）を策定し、

各施設において制度の導入を進めてきました。 

本計画期間内においても、目黒本町福祉工房や第二ひもんや保育園に導入し、平

成２７年４月１日現在１１８の施設で指定管理者による施設の管理運営を行って

います。 

 

イ 制度導入の効果 

   制度導入により、指定管理者の専門性を活かした利用者ニーズへの対応や、創意

工夫を付加したサービスの提供など、サービス内容の拡充が図られ、また、利用者

等アンケート結果からも満足度の向上が見られるなど、サービス面で導入の効果が

表れています。また、経費面においても、制度を導入した平成１８年度から２６年

度までの９か年の累計で、事業費で約７４．８億円、人件費で約５０．４億円の財

源を確保することができました。 

 

 

ウ 今後の制度導入について 

公の施設の管理運営については、プラン等に基づき、施設の設置目的に沿って適

正なコストでサービスの質の維持・向上が可能なものは、行政の責任を担保するた

めの的確な仕組みを確保しながら、制度導入を進めることとして取り組んできまし

た。 

指定管理者制度は、指定により公の施設の管理権限を、指定を受けた者に委任す

る制度で、私法上の契約によって、限定的な業務を外部委託する業務委託などとは

異なり、公の施設の使用許可や利用料金制度を可能とする制度であり、施設の管理
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運営手法として積極的に推進してきました。 

しかし、プラン策定から一定期間が経過し、施設を取り巻く状況が変化するとと

もに、現在では民間事業者の充実により市場が成熟している分野も存在し、保育園

のように民営化（民設民営）に取り組むなど民間活力の活用手法も多様化していま

す。 

このように「民間でできることは民間に任せ、区の関与は最小限とする」ことを

基本としつつも、今後さらに、区有施設見直しにより、施設の設置等の状況が変化

していくことが考えられます。そこで、今後はプランに基づく考え方に拘らず、指

定管理者制度以外の様々な手法を含めた、最も有効な民間活力の活用手法を選択し

ていきます。 
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職員数 削減数 削減率 職員数 増減数 達成率

２，２４１人 ― ― ― ― ―

２，１５１人 ９０人 4.0% ２，１４７人 ▲９４人 104.4%

増減数

▲ 10

▲ 19

職員数 削減数 削減率 職員数 増減数 達成率

２，１５１人 ― ― ― ― ―

２，１０１人 ５０人 2.3% ２，０７８人 ▲６９人 138.0%

増減数

▲ 14

▲ 29

増 21

職員数 削減数 削減率 職員数 増減数 達成率

２，１０１人 ― ― ― ― ―

２，０４１人 ６０人 2.9% ２，０４８人 ▲３０人 50.0%

増減数

▲ 9

▲ 27

増 28

過員解消・時限設置満了 区立認定こども園整備終了▲1　など

再任用職員や非常勤職員の活用 学校用務の非常勤化▲5　など

重点対象事業や新規事務事業等への対応 生活困窮者自立支援法への対応　など

減

業務見直し・組織の簡素効率化
▲ 13

食品衛生業務の見直し▲１

地区整備業務の再編▲1　など

委託化等の推進

▲ 9

住民票郵送請求業務の委託化　▲3

保育園給食調理業務の委託化▲2　

保健所放射線撮影業務の委託化▲1　など

平成２６年度
削減予定 削減結果

平成２５年度職員数（平成２５年４月１日現在）

平成２６年度職員数（平成２６年４月１日現在）

主な増減項目（実績）

項目 主な内訳

清掃作業等の委託化▲2　など

過員解消・時限設置満了 東京都防災訓練への対応終了▲1　など

再任用職員や非常勤職員の活用 学校用務の非常勤化▲4　など

平成２５年度
削減予定 削減結果

平成２４年度職員数（平成２４年４月１日現在）

平成２５年度職員数（平成２５年４月１日現在）

主な増減項目（実績）

削減項目 主な内訳

重点対象事業や新規事務事業等への対応 子ども・子育て支援新制度への対応　など

減

業務見直し・組織の簡素効率化

▲ 38

外国人登録係の廃止▲7

特別支援学級運営体制の見直し▲3　など

委託化等の推進

▲ 9

保育園給食調理業務の委託化▲4

再任用職員や非常勤職員の活用 学校用務の非常勤化▲4　など

増
重点対象事業や新規事務事業等への対応

32
施設改革課、学校統合推進課、債権回収
対策係の新設　など

保育園への指定管理者制度導入▲20

清掃作業等の委託化▲４　など

過員解消・時限設置満了 介護保険計画策定終了▲1　など

平成２４年度職員数（平成２４年４月１日現在）

主な増減項目（実績）

項目 主な内訳

減

業務見直し・組織の簡素効率化

▲ 48

図書館の運営方法見直し▲10

社会教育館等の見直し▲12

東部地区サービス事務所組織見直し▲1　など

委託化等の推進

▲ 49

福祉工房への指定管理者制度導入▲23

平成２４年度から平成２６年度までの取り組み計画

平成２４年度
削減予定 削減結果

平成２３年度職員数（平成２３年４月１日現在）
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４ 【プロジェクト３ 財政運営上のルール化】の取組結果 

（１）財政運営に当たっての３つのルール 

   平成２４年度に安定的かつ強固な財政基盤の確立に向け、「財政白書２０１２」

の中で下記のとおり財政運営上の３つのルールを定め、財政運営の基本、基金の積

立、起債発行額の上限設定について明文化しました。 

   その後、諸課題や財政状況を踏まえ、財政計画の策定に合わせて、平成２６年度

に「財政白書２０１４」の中で３つのルールのレベルアップを図り、２７年度予算

から区財政への課題の対応を強化しました。 

 

ルール１ 財政運営の基本と積立基金の維持 

２４年度 各年度の予算編成は、基金に依存せず、その年度の歳入の範囲内で行うこ

とを基本とします。やむを得ず基金を取り崩す場合でも、金額を極力抑制し、

各年度末の財源活用可能な積立基金の残高が最低でも６０億円を維持するよ

うにします。 

↓↓レベルアップ↓↓ 

２６年度 各年度の予算編成は、基金に依存せず、その年度の歳入の範囲内で行うこ

とを基本とします。やむを得ず基金を取り崩す場合でも、金額を極力抑制し、

各年度末の財政調整基金の残高が最低でも１００億円を維持するようにしま

す。 

 

ルール２ 積立基金の強制積立⇒積立基金の自律的な積立 

２４年度 決算剰余金の２分の１の金額を翌々年度の予算までに積立基金に積み立て

ます。 

↓↓レベルアップ↓↓ 

２６年度 決算剰余金の２分の１の金額を翌年度の予算までに財政調整基金に積み立

てます。併せて、決算剰余金の１０分の１以上の金額を翌年度までに施設整

備基金に積み立てます。 

 

ルール３ 起債発行額の上限設定 

２４年度 将来的な公債費の負担を軽減するため、起債については、１年間の発行限

度額を２０億円までとします。 

 

 

（２）３つのルールに基づく財政運営 

【ルール１：財政運営の基本と積立基金の維持】 

  基金活用の抑制に取り組んだ結果、財政調整基金と施設整備基金の平成２５年度

末残高は７８億８千万円余、２６年度末残高は１３９億円余となり、ルール適用前

の２４年度末残高と比べ６９億６千万円余の増となりました。 
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【ルール２：積立基金の自律的な積立】 

  平成２５年度は、２３年度決算剰余金の２分の１に当たる２０億円を財政調整基

金に積み立てました。また、２６年度は、２４年度決算剰余金の２分の１である２

２億円と、２５年度の決算剰余金の２分の１である１９億円を積み立て、ルールの

前倒し適用を行い、２７年度以降のルールのレベルアップ化へつなげました。 

 

【ルール３：起債発行額の上限設定】 

  起債の発行対象について精査した結果、平成２５年度の起債発行額は５億９千万

円余（新規１億８千万円余、借換債４億１千万円余）となり、２６年度の起債発行

額は４億９千万円（新規）となりました。起債の償還が進み、新たな起債を抑制し

たことで、２６年度末の起債残高は２５８億円余となり、ルール適用前の２４年度

末残高と比べ１０５億円余の減となりました。 

 

なお、行革計画では「経常収支比率が上昇することを回避するために歳入見通しを

踏まえた経常的経費の削減目標額を定める」としていましたが、義務的経費のうち扶

助費など、区ではコントロールできない経費も多く、具体的な目標額の設定は行いま

せんでした。その他の義務的経費のうち人件費や公債費については、職員定数の削減

や新たな起債発行額を２０億円とする財政運営上のルールを定めるなど、経常的経費

の削減に向けた取組を行いました。 

 


