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平成２８年１０月 

目 黒 区 

  

目黒区では、区有施設の見直しに取り組んでおり、今後、「区有施設見直

し計画」を策定していく予定です。現在、「区有施設見直し計画（素案）」

の作成に向けた検討を進めているところであり、この資料は、これまでの

検討状況についてお知らせするとともに、今後検討していこうと考えてい

る内容をお示しして、区民の皆様にご意見をいただくことを目的として作

成したものです。 

区民の皆様のご意見をいただいたうえで、「区有施設見直し計画（素案）」

を作成していきたいと考えています。ぜひ、ご意見をお寄せください。 



 

はじめに 

 

目黒区では、戦後の人口急増期やその後の高度経済成長期を通じて、様々な区民ニーズ

に的確に対応するために、計画的に区有施設を整備し、区民福祉の増進に努めてきました。 

こうした施設の多くは昭和３０～４０年代に建築されたものであるため、今後、一斉に

更新（大規模改修や建て替え）の時期を迎えます。区有施設の更新には、一施設当たり数

億円から数十億円という多額の経費が必要となります。一方、区の人口は長期的には減少

していくことがほぼ確実に見込まれており、将来的に歳入の大幅な増加は見込めず、また、

高齢化の急速な進行による社会保障費の増など歳出が今後とも増加を続けていくことが見

込まれるため、区有施設の更新のために多額の予算を振り向けることは困難です。区は、

全国の多くの自治体と同様に、「施設の更新に多額の経費が必要となるが、そのための財源

の確保が難しい」という課題に直面しています。こうした状況を踏まえると、将来にわた

って区有施設を現在の規模のまま保有し続けていくことは不可能であると言わざるを得ま

せん。 

また、将来的には、総人口の減少、少子高齢化の進行による人口構造の変化に伴い、区

有施設に対する区民ニーズが変化していくものと考えられます。そうしたニーズの変化に

的確に対応していくことも必要です。 

こうした課題の解決に向けて、区では、区有施設のあり方を見直していくこととし、平

成２６年３月に、区有施設の見直しに当たっての基本的な方向性や手法、そして「今後４

０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

た「目黒区区有施設見直し方針」を策定しました。 

今後、この方針を具体化するために、「目黒区区有施設見直し計画」を策定してまいりま

す。この「目黒区区有施設見直し計画」の策定に向けては、計画の素案「目黒区区有施設

見直し計画（素案）」を作成し、区民の皆様にお示しして、パブリックコメントを行いご意

見をいただく予定としています。 

この資料は、計画の素案「目黒区区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた検討を行

うに当たり、区有施設の見直しについて、これまでの検討状況についてお知らせするとと

もに、今後検討していこうと考えている内容をお示しして、区民の皆様にご意見をいただ

くことを目的として作成しました。 

ぜひ、皆様のご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。 
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第１章 これまでの検討状況 

 

 

 

今、全国の自治体において「公共施設の更新問題」が大きな課題と

なっており、目黒区でも「区有施設の見直し」に取り組んでいます。 

この章では、目黒区の区有施設をめぐる状況や取組状況についてお

示ししています。 
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第１章 第１節 全国的な課題 ～「公共施設の更新問題」～ 

 

今、全国の自治体において「公共施設の更新問題」が大きな課題となっています。 

 

多くの自治体では、昭和３０年代からの高度経済成長期において様々な公共施設を集中

的に整備しました。こうした施設は、築後４０～５０年が経過しており、近い将来、一斉

に大規模改修や建て替えなどの更新が必要な時期が来ることが見込まれています。 

一方で、人口減少と高齢化が進み、今後、多くの自治体では、歳入面では大幅な増加が

見込めず、歳出面では社会保障費が増大していくことが見込まれるため、公共施設の更新

に多くの予算を振り向けることは困難となることが予測されます。 

そのため、現在の公共施設をすべて現状のままで維持し続けていこうとすると、適切な

保全や更新ができず、公共施設を良好な状態に保てなくなる恐れがあります。 

これが「公共施設の更新問題」です。 

 

 

過去に公共施設を集中的に整備 

 

近い将来、一斉に更新が必要となる 

 
人口減少と高齢化による厳しい財政状況 

 

公共施設の更新に多くの予算を振り向け

ることは困難 

 

 

 

 

 

  

「公共施設の更新問題」 
 

近い将来、一斉に公共施設の更新（大規模改修や建て替え）が必要となるのに、 

一方では、公共施設の更新のために多くの予算を振り向けることが困難。 

 

 

 

すべての公共施設を現状のままで維持していこうとすると、結果として、適切な保

全や更新ができず、公共施設を良好な状態に保てなくなる恐れがある。 
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第１章 第２節 目黒区における取組 

 

１ 目黒区の状況 

前節でお示しした「公共施設の更新問題」は、目黒区においても大きな課題であり、

早めに適切な対策を講じていく必要があります。 

 

（１）区有施設の延床面積の推移 

   現在の区有施設の延床面積は、昭和４４年時点と比べて約２．５倍となっています。 
 
図１ 延床面積の推移 

 
 

なお、この期間における本区の人口の推移は次のとおりとなっています。 

 図２ 年齢三区分別人口の推移 
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（２）区有施設の築年別整備状況 

本区の施設は、昭和３０年代から４０年代に建築されたものが多く（区有施設全体

の約３分の１）、今後一斉に更新（大規模改修や建て替え）の時期を迎えます。 
 

図３ 築年別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 築後年数区分ごとの延床面積の今後の見込み 
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（３）区有施設の更新経費 

区有施設を現在の規模のまま保有し続けていくと仮定して今後の更新（大規模改修

や建て替え）のために必要な経費を試算すると、平成２６年度から平成６５年度まで

の４０年間で約２，９１５．７億円、年当たりに平均すると毎年約７２．９億円とな

ります。 

図５ 区有施設の更新経費試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 施設の建て替えにかかる費用 
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（４）人口の変化 

平成２５年に行った将来人口推計では、区の総人口が平成２４年に比べ平成６５年

には約１５．９％減少する見込みです。また、少子高齢化の進行により、年少人口と

生産年齢人口が減り、高齢者人口が増えて、人口構造が変化していくことが見込まれ

ます。 

 

 平成２４年 平成６５年 

人数 構成比 人数 構成比 対 24 年比 

総人口 257,103 人  216,295 人  －15.9% 

高齢者人口（65 歳以上） 50,295 人 19.5% 83,976 人 38.8% ＋67.0% 

生産年齢人口（15～64 歳） 180,393 人 70.2% 115,948 人 53.6% －35.7% 

年少人口（15 歳未満） 26,415 人 10.3% 16,371 人 7.6% －38.0% 

 

図７ 将来人口推計 
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＊人口の将来見込みについて＊ 

 今後作成していく「区有施設見直し計画（素案）」は、平成２６年３月に策定した「目黒

区区有施設見直し方針」で示した内容を具体化していくものであり、「目黒区区有施設見直

し方針」においては、平成２５年に行った人口推計をもとに施設総量の縮減目標（４０年

間で区有施設の総延床面積の１５％縮減）を設定しています。 

 この縮減目標は、更新経費、維持管理費等の動向など、さまざまな社会経済状況や、区

の施策等を総合的に踏まえ、原則として５年ごとに見直しを図ることとしています。 

 縮減目標の見直しを行う際には、改めて人口推計を行います。 
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２ 区有施設見直しの必要性 

 

  

平成 47 
年度末 

66％ 

平成 27 
年度末 

34％ 

区有施設の延床面積は、 

この５０年程度の間に約２．５倍に 

 

 

 

 

区の人口は、 
 約０．９倍 

昭和 30～40 年代に建築された 

区有施設が全体の約１／３ 

 

＜築後 50年以上の区有施設の割合＞ 

 

 

 

今後の区有施設更新経費の見込み 

 約７２．９億円（年平均） 

 

 過去の更新経費実績 
約 39.6 億円／年 

人口の変化（平成 24→65 年） 

総人口 １５．９％減 

 

 高齢者人口（65 歳以上） 
  ⇒67.0%増 
 生産年齢人口（15～64 歳） 

⇒35.7%減 

①今後、施設の更新が一時期に集中する。 

②区全体で多大な費用が必要となる。 

 

①歳入の増加が見込めない。 

②社会保障費の増大による歳出の

増加が見込まれる。 

今ある区有施設を、すべて、これまでどおりに維持・管理していくことは、不可能。 

⇒区有施設のあり方の見直しを行うことが必要 

今後２０年 

で約２倍に！ 
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（１）区の歳入・歳出の見込み 

   区有施設を現在の規模のまま保有し続けていくと仮定して、従来の区の考え方（お

おむね、築後３０年で大規模改修、築後６０年で建て替え）をもとに今後の区有施設

の更新（大規模改修や建て替え）のために必要な経費を試算すると、平成２６年から

平成６５年までの４０年間で約２，９１５．７億円、年当たりに平均すると毎年約７

２．９億円となります。これは、過去１０年間に区有施設の更新（大規模改修や建て

替え）に要した経費の実績である年間約３９．６億円を大きく上回ります。 

一方、平成２５年に行った将来人口推計では、区の総人口が平成２４年に比べ平成

６５年には約１５．９％減少する見込みです。また、少子高齢化の進行により、年少

人口と生産年齢人口が減り、高齢者人口が増えて、人口構造が変化していくことが見

込まれます。今後、総人口の減少により税収をはじめとする区の歳入の大幅な増加が

見込めない一方で、高齢者人口の増加により社会保障費をはじめとする区の歳出が増

えていくことが見込まれます。  

こうした中で、今後、過去の実績を大幅に上回る額の施設更新経費を支出し続けて

いくことは不可能であると言わざるを得ません。 

 

（２）安全な施設を維持し続けていくために 

平成２４年１２月の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故に見られるように、

施設は、適切な維持管理を続けなければ、重大な事故を引き起こす可能性が高くなり

ます。一般的に、施設の老朽化が進めば進むほど、適切な維持管理のために多くの費

用が必要となります。 

今後、総人口の減少と高齢化の進行が見込まれる中では、区有施設の更新（大規模

改修や建て替え）のために多くの費用を投じることはできず、施設の老朽化が進んで

いきます。施設の老朽化が進むと多額の維持管理費が必要となってきますが、施設の

維持管理のみに多くの費用を投じることはできず、このままでは安全な施設維持が困

難になります。 

区が保有する施設を安全・安心な状態で区民の皆様に使っていただくためには、適

切な維持管理、計画的な改修・更新が必要不可欠です。それが可能なレベルの施設量

とするために、将来を見据えた取組を行っていくことが必要です。 

 

（３）次の世代に過大な負担を先送りしないために 

区有施設は、区民全体の貴重な財産ですが、同時に、その維持管理には多くの経費

がかかるとともに、老朽化に伴い今後多大な更新経費（大規模改修や建て替えの経費）

が必要となってくることから、過大な施設を保有し続けることは将来の区民（子や孫

など次の世代）の大きな負担となります。 
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今後、総人口の減少と高齢化の進行が見込まれる中では、区有施設に使えるお金が

少なくなっていくことは明らかです。こうしたことが分かっていながら、すべての施

設をこれまでどおり持ち続けていこうとすることは、子や孫など次の世代に負担を先

送りすることになります。早めに適切な対策を講じていくことが必要です。 

 

（４）施設更新についての計画的な対応 

 「目黒区施設白書」を取りまとめた平成２４年度末時点で、区が保有する建物は全

部で１７５あります。そのうちの約３分の１が昭和３０年代から４０年代に建築され

たものであり、従来の区の考え方（おおむね、築後３０年で大規模改修、築後６０年

で建て替え）をもとにすると、今後一斉に更新（大規模改修や建て替え）の時期を迎

えることになります。 

施設の更新には、多大な経費が必要となります。また、更新の作業中は施設の利用

が制限されますし、更新期間中の代替施設の確保が課題となります。 

こうしたことから、多くの施設の更新を一斉に行うことは、現実的には難しく、計

画的な対応が必要となります。 
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３ 目黒区における取組 

これまでは主に区の財政的な面から区有施設見直しの必要性をお示ししてきましたが、

そのほかに、過去に整備した区有施設の役割や必要量を改めて精査することも必要です。

人口の減少や少子高齢化による人口構造の変化のほか、さまざまな社会情勢の変化やラ

イフスタイルの多様化などによって、区有施設の役割や機能、施設に対する区民ニーズ

などは、将来的には変化していくことが見込まれます。こうした変化に的確に対応して

いくことも必要です。 

 

 そのため、目黒区では、「区有施設の見直し」に取り組んでおり、これまでに、「施設

白書」の作成や「区有施設見直し方針」の策定を行ってきました。 

 

目黒区施設白書 平成２５年３月作成。施設見直しの出発点となるものとし

て、区の施設の現状と課題を取りまとめたもの。 

目黒区区有施設見直し方針 平成２６年３月策定。施設見直しの基本的な方向性や手

法、施設総量の縮減目標などを示したもの。 

 

今後、「区有施設見直し方針」の内容を具体化していくため、「区有施設見直し計画」を

策定し、区有施設見直しの取組を進めていきます。 

 

 

 

  

公共施設の更新問題への 

適切な対策 

公共施設の役割や機能、区民ニ

ーズなどの変化への的確な対応 

「区有施設の見直し」の取組 

施設白書の作成 

     ↓ 

区有施設見直し方針の策定 

     ↓ 

区有施設見直し計画の策定 

     ↓ 

計画内容の実行 

これまでの取組 

これからの取組 
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この「区有施設見直し計画」の策定に向けては、事前に、計画の素案「区有施設見直し

計画（素案）」を作成し、区民の皆様にお示しして、パブリックコメントを行いご意見をい

ただく予定としています。 

今後、計画の素案「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けて、区としてさまざまな

検討を行っていきますが、その検討に先立ち、現時点で可能な範囲で、「区としてどのよう

な検討を行っていこうとしているのか」という、いわば“検討の素材”を、事前に区民の

皆様にお示しするために、この資料を作成しました。 

 

 ＜計画策定に向けた進め方＞  

 
この資料「区有施設見直し計画（素案）の作成に向けた検討素材」の作成 

※説明会、意見募集 
 

 
 

 

 
「区有施設見直し計画（素案）」の作成 

※説明会、意見募集 
 

 
 

 

 
「区有施設見直し計画（案）」の作成 

⇒「区有施設見直し計画」の決定 
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第１章 第３節 区有施設とは 

 

１ 区の施設の種類 

（１）区有施設とは、区が保有している建物に特定の目的をもって設置している公共施設

のことです。 

区有施設には、一つの建物の中に一つの施設がある場合（単独施設）と、一つの建

物の中に複数の施設がある場合（複合施設）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度末現在の単独施設と複合施設の割合は、次のようになっています。 

 

※平成 26 年度末現在の状況（借上施設含む） 

 

（２）目黒区では、区有施設を１０の用途大分類、２７の用途中分類に分けて整理をして

います。（次ページの表のとおり） 

 

単独施設 

30.1万㎡ 

55% 

複合施設 

24.7万㎡ 

45% 

延床面積 

単独施設 

161施設 

49% 

複合施設 

170施設 

51% 

施設数 

 

○○センター 

（１Ｆ） □□プラザ 

（２Ｆ） △△館 

施設は２つ 

建物は１つ 

＜複合施設の例＞ 



14 

＜区の施設の分類一覧＞ 

用途大分類 用途中分類 用途分類 

１ 庁舎等 (1)庁舎等 

目黒区役所 

防災センター・防災備蓄倉庫 

地区サービス事務所・行政サービス窓口 

保健センター 

土木事務所 

公園事務所 

２ 区民施設 

(2)男女平等・共同参画センター 男女平等・共同参画センター 

(3)区民斎場 区民斎場 

(4)住区会議室 住区会議室 

(5)中小企業センター等 中小企業センター等 

３ 居住施設 (6)居住施設 区営・区民・高齢者福祉住宅等 

４ 児童施設 

(7)児童館 児童館 

(8)学童保育クラブ 学童保育クラブ 

(9)保育園 保育園 

５ 福祉施設 

(10)高齢者福祉施設 高齢者福祉施設（特養ホーム等) 

(11)老人いこいの家 老人いこいの家 

(12)障害者福祉施設 障害者福祉施設 

(13)母子生活支援施設 母子生活支援施設 

６ 学校施設 

(14)小学校 小学校 

(15)中学校 中学校 

(16)幼稚園・こども園 幼稚園・こども園 

(17)その他学校関係施設 その他学校関係施設 

７ 文化 ・スポ

ーツ施設 

(18)文化施設（ホール・美術館） 文化施設（ホール・美術館） 

(19)社会教育館・青少年プラザ 社会教育館・青少年プラザ 

(20)体育施設 体育施設 

(21)図書館 図書館 

８ 公園施設・

駐車場・駐輪場 

(22)駐車場・駐輪場 駐車場・駐輪場 

(23)公園施設 公園施設 

９ 環境施設・

清掃施設 
(24)環境施設・清掃施設 

環境施設（エコプラザ） 

清掃事務所・清掃事業所・粗大中継所 

10 普通財産等 

(25)職員住宅 職員住宅 

(26)教職員住宅 教職員住宅 

(27)その他 その他 
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（３）区の施設には、区有施設のほかに、民間等の建物を区が借りてその中に設置してい

る場合（借上施設）があります。 

 

２ 区の施設の数 

  「目黒区施設白書」を取りまとめた平成２４年度末時点で、区が保有する建物の数は

１７５、これらに設置している区有施設の数は２８８です。区有施設と借上施設を合わ

せた区の施設の数は３１７です。区有施設の総延床面積は約５２．２万㎡、区有施設と

借上施設を合わせた区の施設の総延床面積は約５４．２万㎡です。 

 

＜５２．２万㎡とは…＞ 

東京ドームの面積が約４．６万㎡ですので、区が保有する建物の総延床面積は東京ドー

ム１１個分以上という計算になります。 
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第１章 第４節 区有施設見直しとは～「区有施設見直し方針」のあらまし～ 

 

１ 区有施設見直し方針の策定 

目黒区では、平成２６年３月に、「これからの４０年」を見据えた持続可能な施設サー

ビスに向けて、「目黒区区有施設見直し方針」を策定しました。 

今後、多くの区有施設が老朽化による更新（大規模改修や建て替え）の時期を一斉に

迎えますが、今ある区有施設をそのまますべて維持していこうとすると、更新のための

経費が多大なものとなり、大きな財政負担となります。そのため、限られた資源の中で、

できるだけサービス水準を維持しながら、財政負担を減らすために、危機感を持って、

区有施設のあり方について見直しを行っていくこととしています。 

 

 

 

  

「区有施設見直し」とは… 

できるだけサービス水準を維持しながら、区有施設

のあり方について見直しを行っていくこと。 
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２ 区有施設見直しの対象 

（１）区内の公共施設には、区有施設（区が保有している建物に特定の目的をもって設置

している公共施設）のほか、国の施設や東京都の施設などがあります。 

◎目黒区内の国の施設の例  目黒税務署、国家公務員宿舎など 

◎目黒区内の東京都の施設の例  目黒警察署、都営住宅など 

 

   区有施設見直しの対象となるのは、区有施設のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区有施設 国の施設 
東京都の 
施設 

区が保有している建物
に特定の目的をもって
設置している公共施設 

国の施設（税務署等）や東京都の施設
（警察署等） 

区有施設見直しの対象 区有施設見直しの対象ではない 

区の 

借上施設 

いわゆる「区の施設」には、区有施設（区が保有してい
る建物に特定の目的をもって設置している公共施設）の
ほかに、民間所有の建物を区が借りて区の業務等を行っ
ているものがあります。こうした「区の借上施設」は、
区が更新（大規模改修や建て替え）を行うものではない
ので、区有施設見直しの直接の対象ではありませんが、
区有施設のあり方について見直しを行っていくに当たっ
てはそれらを含めて考えていきます。 
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（２）区では、民間事業者が整備し運営している施設のうち、公共性が高いと判断したも

のに対して、整備費用や運営費用などの支援（補助）を行っています。 

＜例＞ 

 ○社会福祉法人や株式会社などが整備し運営している私立認可保育園 

 ○社会福祉法人が整備し運営している特別養護老人ホーム、障害者施設 

 など 

 

   区有施設見直しは、区有施設の総量縮減に取り組んでいくものであり、上記のよう

な施設の整備費・運営費等に対する支援（補助）は、区有施設見直しの対象ではなく、

それとは別に、公共性や必要性などを踏まえて支援（補助）の内容が決まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区有施設 
民間の 
社会福祉 
施設など 

区が保有している建物
に特定の目的をもって
設置している公共施設 

私立の認可保育園、特別養護老人ホー
ム、障害者施設など 

区有施設見直しの対象 区有施設見直しの対象ではない 
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３ 区有施設見直し方針の内容 

（１）３つの原則 

   区有施設見直しの方向性についての大きな原則としての考え方です。 

  

原則１ 新しい施設の整備は、原則、行わない。【新規凍結原則】 

既存の施設について、可能な限り財政負担を減らしていかなければならない状況下

であることを踏まえ、原則、新しい施設の建設は行わない。 

 

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】 

新規整備はもちろん、既存施設の更新（大規模改修、建て替え）を行う場合には、

施設の多機能化・集約化、複合化を念頭に、各部署が個別に計画を進めるのではな

く、事前調整の中心になるような専管部署等が、原則としてすべての施設に対し、

専門性を持った第三者に意見を求め、事前調整や協議等を行うこととする。 

※施設の多機能化・集約化、複合化に当たっては、土地利用の高度化なども併せて

検討していきます。 

 

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。 

ただし、更新経費、維持管理費等の動向など、さまざまな社会経済状況や、区の施

策等を総合的に踏まえ、原則として５年ごとに見直しを図ることとする。 

 

（２）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です。 

 

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。 

○施設用途の転換、他施設の機能集約、機能代替による多機能化・複合化・統廃合

などを検討する。 

○利用度・稼働率の低い施設、空きスペースを持つ施設の有効活用を図る。 

○建て替えは、耐用年数を経過した建物や統廃合による場合にのみ行う。 

○各施設の機能を明確化し、更新・存続施設について、建て替えの優先順位をつけ

る。 

○民間活力を活用して、サービス水準を維持しつつ、費用対効果を引き上げる方策

を実施する。 
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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。 

○施設ごとにコストを客観的かつ継続的に計測し、比較や要因を分析することで改

善を図る。 

○施設利用の受益者負担を、施設サービスに要する費用に応じて適正な水準に設定

する。 

○修繕、施設更新に優先順位をつけて対応する。 

 

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。 

○今後の少子高齢化の進展や人口減少社会等に合わせ、区民ニーズに的確に対応し

ていく。 

○他自治体との共同運営等も視野に入れ、施設構成を対応させていく。 

 

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。 

○区有施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて区民の安全を確保する。 

○施設の地域構成が、災害対応時において民間施設も含めて連携、補完できるよう

にネットワーク化する。 

 

視点５ 全庁をあげた問題意識の共有と体制整備 

○庁内の横断的な取組として、施設の情報を一元的に管理できる専管部署を設置す

るなど体制を整備する。 

○専門性を持った第三者に意見を求めるなど、透明性の高い進行管理を行う。 

○的確な情報を発信・公開して、区民との問題意識を共有する機会を設ける。 

 

（３）８つの手法 

   区有施設見直しの実現を図っていくための具体的な方策です。 

 

手法１ 受益者負担の適正化 

施設の目的や利用状況に応じた受益者負担になっているかを定期的に確認し、負担

割合を見直すなど、全体の経費に対する受益者負担の適正化を図る。 

 

手法２ 長寿命化 

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。 
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手法３ 公民連携の推進（民間活力の活用） 

民間が主体となって事業を行う方が望ましい施設サービスについては、業務委託

化、指定管理者制度の活用、民設民営化、区有施設を廃止し民間施設の代替利用者

へ補助を行うなど、民間活力の積極的な活用を図る。 

 

手法４ 多機能化・集約化 

多機能化…老朽化が著しい施設、利用度・稼働率が低い施設などについて、ニーズ

に合わせて機能を変えられるように、多機能化による統廃合を図る。 

集約化…複数の類似機能を一つにまとめる集約化による統廃合を図る。 

 

手法５ 複合化 

施設の更新時には、周辺の施設の併設など、施設の複合化による統廃合を図る。 

 

手法６ 低未利用地等の活用 

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。 

また、統廃合により生まれた土地や床（スペース）も同様に有効活用を図る。 

 

※手法６は、各施設で具体的な検討を行う過程において活用する。 

 

手法７ 広域的視点にたった連携 

他区の施設、東京都・国の施設と相互の機能に重複が無いように、利用や設置など

について連携を図る。 

 

手法８ 地域による維持・管理 

区有施設を地域団体等に譲渡することや、地域団体等により維持・管理することを

図る。 

 

※手法７及び手法８は、今後、具体的な対象施設の選定を含めて検討する。 
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第２章 今後検討していこうと考えている内容 

 

 

 

 

  

この章では、「区有施設見直し計画（素案）の作成に向けて、区とし

てどのような検討を行っていこうとしているのか」をお示ししてい

ます。皆様のご意見をお寄せください。 
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第２章 第１節 区有施設見直し計画（素案）の作成に向けた検討について 

 

１ 検討事項 

区では、「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けて、主に次の事項についての検

討を行っていきます。 

項目 概要 

１ 計画期間 「区有施設見直し方針」では、「今後４０年間で施設総量の１

５％縮減を目指す」と定めている。それを具体化するための計

画期間を、どのように設定することが適当であるか。 

２ 区有施設見直しの 

進め方について 

「区有施設見直し方針」では、「できるだけサービス水準を維

持しながら区有施設のあり方について見直しを行っていく」と

定めている。そのためにどのような方策が有効であるか。 

３ 長寿命化 今後１０年程度の間に築後６０年に達する施設が多く、これま

での区の基準で施設の更新を行っていくと一時期に多大な更

新経費の支出が集中してしまうことから、その平準化を図る必

要がある。 

４ 施設配置基準 目黒区では、２２の住区（小学生児童の徒歩圏）、５つの地区

（大人の徒歩圏）、全区の三段階の生活圏域を設定し、生活圏

域別の施設配置計画（生活圏域整備計画）を定めて、区有施設

の整備を進めてきた。計画開始から４０年以上が経過し、改め

て検討すべき課題が生じてきている。 

５ 用途別施設の 

検討内容 

区有施設を用途別に分類し、用途別分類ごとに見直し内容を検

討する。 

 

２ 検討に当たって 

（１）「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けて、「施設利用者の視点での検討」のほ

か、「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）

に加えて多くの一般財源（税金）が使われていることも踏まえた検討」を行います。 

（２）施設の維持管理等には多くの経費がかかっていることを踏まえて、「区の施設サービ

スにどれだけの経費がかかっているのか」、「施設によるサービスを提供することが区

民にとってもっとも大きな利益であるか否か」の視点からの整理を検討します。「施設

の存在を前提としたサービスと前提としないサービス」の比較衡量などにより、区民

にとってもっとも効果的・効率的なサービスとは何かを検討していきます。 

（３）今後一斉に多数の区有施設が更新（大規模改修や建て替え）の時期を迎え、多大な

経費が必要となることが見込まれることを踏まえ、「スピード感を持って区有施設見直

しに取り組むことが必要である」との認識を持って検討していきます。 
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（４）平成２５年に実施した「区有施設見直しに関する区民アンケート」の結果を踏まえ

た検討を行います。 

 

★「区有施設見直しに関する区民アンケート」の概要★ 

１ 調査の目的 

区有施設見直しにあたり、区民の声を幅広く聴く取組を通じて、今後の区有施設見直

し検討の参考に資することを目的とする。 

 

２ 調査の内容 

  区有施設の見直しに関する設問 

 

３ 調査方法と回収状況 

（１） 調 査 地 域 目黒区全域 

（２） 調 査 対 象 目黒区在住の満 18 歳以上の男女 

（３） 対 象 者 数 3,000 人 

（４） 抽 出 方 法 住民基本台帳を基に層化無作為抽出 

（５） 調 査 方 法 郵送調査法（郵送配布・郵送回収） 

（６） 調 査 期 間 平成 25 年 8 月 19 日～9 月 9 日 

（７） 回 収 状 況 有効回収数：1,236 票 

有効回収率：41.2％ 
 

 

◎「区有施設見直しに関する区民アンケート」の詳細は、区のホームページ又は区役所施

設改革推進課（総合庁舎４階）でご覧になれます。 
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「区有施設見直しに関する区民アンケート」の結果（抜粋） 

 
 

問５ 今ある区有施設を現状のまま維持・管理・運営することができなくなった場合、

施設数（施設の量）を減らしても良いと考える施設すべてに○をつけてください。 

 

１ 老朽化が著しい施設 

２ 利用状況や稼働率が低い施設（あまり利用されていない施設） 

３ 同じような用途が区内で重複している施設 

４ 近隣自治体の同種の施設などで代替可能な施設 

５ 運営経費の高い施設 

６ その他（                             ） 

 

 

  

45.3%

80.5%

68.2%

49.1%

40.9%

6.1%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

老朽化が著しい施設

利用状況や稼働率が低い施設

（あまり利用されていない施設）

同じような用途が区内で

重複している施設

近隣自治体の同種の施設などで

代替可能な施設

運営経費の高い施設

その他

無回答
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問６ 目黒区では、現在、区有施設の管理や運営において、民間への委託や指定管理者

制度（※）の導入などを行っています。今後の区有施設見直しの方向性の一つとし

て、より一層の効果的・効率的な運営を目指して、民間活力（業務委託、指定管理

者制度の導入、民設民営化など）を活用する対象施設をさらに拡大することも考え

られます。 

このことについて、あなたのお考えに最も近いもの一つに○をつけてください。 

※指定管理者制度とは、従来、自治体や外郭団体に制限されていた一部の公共施設

の管理運営に、社会福祉法人やＮＰＯ法人、株式会社などの民間事業者も参入で

きる制度。区では区民施設やスポーツ施設、福祉施設等の運営に導入しています。 

 

１ 民間活力（業務委託、指定管理者制度の導入、民設民営化など）を、積極的に

活用した方が良い。 

２ 民間活力（業務委託、指定管理者制度の導入、民設民営化など）は、最小限に

とどめた方が良い。 

３ 区有施設に関することは民間に任せず、全て区が負担していく方が良い。 

４ よくわからない。 

５ その他（                             ） 

 

 
 

  

59.8%

13.6%

6.3%

10.8%

4.9%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

民間活力（業務委託、指定管理者制度の導入、

民設民営化など）を、積極的に活用した方が良い

民間活力（業務委託、指定管理者制度の導入、

民設民営化など）は、最小限にとどめた方が良い

区有施設に関することは民間に任せず、

全て区が負担していく方が良い

よくわからない

その他

無回答
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問７ 今ある区有施設を現状のまま維持・管理・運営することができなくなり、施設に

かかる経費を抑制していかなければならなくなった場合、区有施設のあり方に対す

る今後の方策として、あなたが適切だと考えるものすべてに○をつけてください。 

 

１ 施設の統廃合や施設機能の複合化・集約化を行うことで、施設数を減らしていく

方が良い。 

２ 施設を補強する経費をかけて、長持ちさせる方が良い（長寿命化改修※）。 

３ 民間の施設（例えば会議室やホールなど）を代わりに使用していく方が良い。 

４ 区民の利用者負担（施設使用料）を増やしても、全ての施設を定期的に建替えて

いく方が良い。 

５ よくわからない。 

６ その他（                               ） 

※ 長寿命化改修とは、構造的に継続利用できることを確認したうえで、築７０～８

０年まで使用可能にする工法。具体的には、コンクリートに樹脂を塗るなどの劣

化防止工事、鉄筋の腐食対策、劣化に強い塗装や防水材の使用などの改修が、文

部科学省により検討されています。 

 

 

  

61.7%

26.0%

46.8%

11.1%

6.7%

4.9%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

施設の統廃合や施設機能の複合化・

集約化を行うことで、施設数を減らしていく方が良い

施設を補強する経費をかけて、

長持ちさせる方が良い（長寿命化改修）

民間の施設（例えば会議室やホールなど）を

代わりに使用していく方が良い

区民の利用者負担（施設使用料）を増やしても、

全ての施設を定期的に建替えていく方が良い

よくわからない

その他

無回答
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第２章 第２節 計画期間 

 

「区有施設見直し方針」では、「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」と定めています。その実現に向けては、「いつ、なにをするか」をあらか

じめ明確に整理したうえで計画的に４０年間の取組を進めていくことが必要であるため、

今後「区有施設見直し計画」を策定していきます。 

 

この「区有施設見直し計画」の計画期間については、「今後４０年間」との関係をどのよ

うにするか、次のような選択肢が考えられます。 

①４０年間全体を一つの計画期間とし、４０年間分の計画を一度にまとめて策定する。 

②４０年間全体をいくつかに分け、最初に策定する計画には、そのうちの「第１期計画

期間」における取組のみを記載する。例えば、４０年間の期間を１０年ごと４期に分

け、最初に策定する計画は「最初の１０年間（第１期計画期間）」における取組を記載

する。おおむね１０年後に、第１期計画期間における取組状況を踏まえて「次の１０

年間（第２期計画期間）」における取組を記載した計画を策定する。以降、同様に繰り

返していく。 

③４０年間全体のうち、最初の数年間を「具体的な取組内容を定める期間」とし、残り

の期間は「取組の方向性を示す期間」として計画を策定する。例えば、最初の５年間

についてはその期間内に実行する具体的な取組内容を定め、残りの３５年間について

はおおまかな考え方としての取組の方向性を定める。 

 

計画期間をどのように設定することがもっとも効果的であり、分かりやすいか、という

視点から検討しています。 

 

 

 

 

 

  

ご意見やアイデアをお寄せください。 
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第２章 第３節 区有施設見直しの進め方について 

 

「区有施設見直し方針」では、「できるだけサービス水準を維持しながら、区有施設のあ

り方について見直しを行っていく」ということを定めています。区有施設の見直しは、施

設総量を縮減する取組ではありますが、施設を減らすこと自体が目的なのではなく、将来

的に持続可能な施設サービスを確保していくことを目的とする取組ですので、見直しは「で

きるだけサービス水準を維持しながら行う」ということを基本的な考え方としています。 

そこで、「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けては、「できるだけサービス水準を

維持しながら、区有施設のあり方について見直しを行っていく」ためにはどうすればよい

のか、平成２５年に実施した「区有施設見直しに関する区民アンケート」の結果などを踏

まえながら、検討していきます。 

 

１ 検討の方向性（その１） 

まず、第一に、「区有施設の種類や数を減らすことなく施設にかかる経費を減らしてい

くことができないか」を検討していきます。 

そのための手法として、複合化や多機能化という手法が考えられます。 

①「複合化」とは、複数の機能の施設を一つの建物の中にまとめることです。 

例えば、「２階建ての建物の１階を○○センター、２階を△△館とする」といったや

り方です。 

（例）中目黒スクエアは、一つの建物の中に、「男女平等・共同参画センター、青少

年プラザ、児童館、学童保育クラブ、住区会議室」という複数の異なる機能

を持つ施設を複合化しています。 

②「多機能化」とは、一つの建物（又は部屋）に複数の機能を持たせることです。 

例えば、「一つのプールを、午前中は学校の授業に使い、午後は一般公開利用とする」

といったやり方です。 

（例）中央地区プールは、五本木小学校プールと区民のスポーツ施設としてのプー

ルを兼ねています。 

 

このような複合化や多機能化を行うことにより、施設機能の共有化が可能となり、複

数の施設を別々の建物として整備する場合よりも施設の総面積を減らすことが可能とな

ります。施設の総面積を減らすことにより、整備に必要な経費や、維持管理の経費（光

熱水費、修繕の経費など）を減らすことができます。また、複合化する施設の組み合せ

によっては、利用者が１か所で複数の行政サービスを受けられるようになること（ワン

ストップサービス）や、施設利用者同士の交流が深まることなどが考えられます。 

平成２５年に実施した「区有施設見直しに関する区民アンケート」では、６割を超え

る方が、今ある区有施設を現状のまま維持・管理・運営することができなくなり、施設
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にかかる経費を抑制していかなければならなくなった場合には、「施設の統廃合や施設機

能の複合化・集約化を行うことで、施設数を減らしていく方が良い」と回答しています。 

こうしたことを踏まえて、「どの施設が複合化・多機能化できるか」を検討していきま

す。 

複合化・多機能化の検討に当たっては、それぞれの施設の特性を踏まえ、各施設の機

能を阻害することのないように留意することはもちろん、複合化・多機能化することに

よってそれぞれの施設の機能を従来よりも向上させる可能性も含めて検討していきます。 

 

２ 検討の方向性（その２） 

  区有施設の種類や数を減らすことなく施設にかかる経費を減らしていくための手法と

して、運営にかかるコストや工事にかかるコストを縮減するという手法が考えられます。

運営コストの抑制（施設運営方法の工夫、効率的な事業運営の工夫など）や工事コスト

の低減などについて検討します。 

 

３ 検討の方向性（その３） 

区有施設には、大きく分けて、「ア もっぱら区民の方が利用されることを目的として

設置・活用している施設」と「イ もっぱら区の職員が業務等を行うことを目的として

設置・活用している施設」に分けられます。 

イの施設を縮減していくのであれば、区民の視点からは、直接的な施設サービス水準

の低下を招くことなく区有施設の見直しを進めていくことができる可能性があります。 

そこで、「もっぱら区の職員が業務等を行うことを目的として設置・活用している施設」

の縮減を検討していきます。 

 

  なお、イの施設の縮減を検討していくに当たっては、次の点に留意していきます。 

①もっぱら区の職員が業務等を行うことを目的として設置・活用している施設であっ

ても、区民の方が利用する場合があること。 

②もっぱら区の職員が業務等を行うことを目的として設置・活用している施設を縮減

することにより区の業務に支障が生じる事態となれば、結局、区民サービスの低下

につながる恐れがあること。 

 

４ 検討の方向性（その４） 

  民間が主体となって事業を行う方が望ましい施設サービスについては、民間活力の活

用を進めることにより、サービス水準を維持しながら区有施設にかかる区の財政負担を

減らすことが期待できます。 

平成２５年に実施した「区有施設見直しに関する区民アンケート」では、約６割の方

が、区有施設の管理や運営について、「民間活力（業務委託、指定管理者制度の導入、民
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設民営化など）を積極的に活用した方が良い」と回答しています。 

  こうしたことを踏まえて、施設の設置、運営について、民間活力活用の積極的推進を

検討していきます。 

  この検討に当たっては、区が自ら実施すべき必要性の検証や費用対効果の分析などに

ついての検討を行っていきます。 

  なお、施設にかかるコストの縮減の視点だけでなく、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観点をもって検討を進めます。 

 

 

 

 

 

  

ご意見やアイデアをお寄せください。 



33 

第２章 第４節 長寿命化 

 

１ 長寿命化とは 

これまで目黒区では、鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数について、６０年を目安

とすることを基本的な考え方としてきました。これは、日本建築学会「建築物の耐久計

画に関する考え方」において示されている「耐用年数５０～８０年、平均値６０年」と

いう考え方をもとにしているものです。 

区有施設の築後年数の状況は、平成２７年度末で、区有施設の総延床面積のうちの約

３割が築後５０年以上となっており、平成３７年度末には、約６割が築後５０年以上と

なる見込みです。 

そのため、これまでの考え方によれば、今後一斉に多数の区有施設が更新（大規模改

修や建て替え）の時期を迎えることとなりますが、施設の更新には多大な経費が必要に

なるため、多くの区有施設を一斉に更新することは、区の財政面から非常に困難です。

また、区有施設の更新作業中は施設の利用を制限せざるを得ませんし、代替施設を確保

しようとしても区内に適地を見つけることは容易ではありません。こうしたことを考慮

すると、多くの区有施設を一斉に更新することは不可能であると考えられます。 

そこで、これまで目安としてきた「築後６０年」を超えて使用が可能な建物について

は、安全性を確認したうえで築後６０年を超えて使用を継続すること（長寿命化）を図

っていきます。 

 

２ 構造体耐久性調査・評価 

建物の長寿命化のためには、建物の主要構造体である柱、梁、壁等（躯体）の耐久性

（これらの構成要素であるコンクリート及び鉄筋の健全性）が重要となることから、こ

れまでに、構造体の耐久性の調査、評価手法の整備に取り組みました。 

 

＜構造体耐久性調査・評価手法＞ 

１ 建物の主要構造体である柱、梁、壁等（躯体）の耐久性（これらの構成要素である

コンクリート及び鉄筋の健全性）を調査します。 

  ①コンクリートの強度 

  ②鉄筋の腐食状況 

  ③コンクリートの中性化の進行状況 

 

２ 構造体の耐久性の評価 

  調査結果をもとに、構造体の耐久性の評価をし、築後６０年を超えた使用に適する

か否かの判断資料として活用します。 
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３ 長寿命化のルールづくり 

実際に個別の建物について、「これまでの考え方どおりに築後６０年程度で建て替え等

を行うのか」、それとも、「築後６０年を超えて使用を継続するのか」の判断に当たって

は、建物主要構造体の耐久性の調査・評価結果のほか、その施設の機能面の充足度や長

寿命化する際に必要となるコストについても考慮することが必要であるため、これらの

要素を総合的に考量した一定のルールづくりを検討します。 

 

４ 安全性確保等の取組 

長寿命化する建物については、構造体以外の部分（付帯設備等）について、安全性の

確認や必要なメンテナンスを行うものとし、具体的な手法について検討します。 

また、長寿命化する施設の非構造部材（構造体以外の内装、設備等）の更新に当たっ

ては、ユニバーサルデザイン、環境(省エネ)等の公共施設として必要な機能と更新コス

トの考え方を検討します。 

 

５ 長寿命化の目的 

長寿命化により、区有施設の更新に係る経費の抑制と平準化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

  

ご意見やアイデアをお寄せください。 
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第２章 第５節 施設配置基準 

 

１ 区有施設の配置基準 

目黒区では、コミュニティ形成の基盤となる地域的な広がりの単位として、２２の住

区（小学生児童の徒歩圏）、５つの地区（大人の徒歩圏）、全区の三段階の生活圏域を設

定し、生活圏域別の施設配置計画（生活圏域整備計画）を定めて、区有施設の整備を進

めてきました。この生活圏域整備計画は昭和４８年に策定され、昭和５８年及び平成３

年に全面改定が行われましたが、計画開始から４０年以上が経過し、改めて検討すべき

課題が生じてきています。 

生活圏域整備計画では、すべての施設について生活圏域（住区・地区・全区）を単位

とする施設配置基準を適用していますが、現状では「生活圏域を単位とする施設配置基

準」を適用することが必ずしも適当でない施設があります。こうした点を踏まえて、区

有施設の配置基準を改めて検討していきます。 

 

２ 施設配置基準についての検討事項 

（１）生活圏域を単位とした施設配置基準とすることの適否を検討します。「今後も生活圏

域を単位とした配置基準とすることが適当な施設」と「生活圏域を単位とした配置基

準とすることが適当でない施設」に分けて検討します。 

 

（２）「施設と機能の分離」の視点に立って施設配置基準の見直しの検討を進めます。 

例えば、区有施設には、利用者に部屋（活動場所）を提供する機能を有するものが

あります。こうした施設の部屋（貸室）には、「会議室」、「集会室」、「研修室」など、

施設の設置目的等に応じて、さまざまな名称が付けられていますが、どの部屋も、利

用者に活動場所を提供するという点で機能は同じです。 

また、「調理室」、「音楽室」、「美術室」などは、「調理（音楽、美術）のためだけに

しか使えない」とする必要はなく、「調理室で会議をする」とか「音楽室で絵を描く」

といった柔軟な使い方の工夫をしていくことも必要です。 

平成２５年に実施した「区有施設見直しに関する区民アンケート」では、約７割の

方が、今ある区有施設を現状のまま維持・管理・運営することができなくなった場合

には、「同じような用途が区内で重複している施設を減らしても良い」と回答していま

す。 

こうしたことを踏まえて、施設が有する「機能」に着目して、利用状況等を改めて

精査し、縮減できる部分がないか、検討していきます。 

 

（３）施設配置基準については、「複合化、多機能化の推進」など他の取組の進捗状況や効

果を踏まえるとともに、今後の人口動向見込みの状況などを踏まえながら検討を進め
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ます。 

 

 

 

 

 

  

ご意見やアイデアをお寄せください。 
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第２章 第６節 用途別施設の検討内容 

 

１ 区有施設の分類 

具体的な個別の施設について、次のように用途ごとに分類して、それぞれの用途分類

ごとに、具体的な取組内容を検討していきます。 

① 庁舎等 ⑪ 老人いこいの家 ㉑ 図書館 

② 男女平等・共同参画センター ⑫ 障害者福祉施設 ㉒ 駐車場・駐輪場 

③ 区民斎場 ⑬ 母子生活支援施設 ㉓ 公園施設 

④ 住区会議室 ⑭ 小学校 ㉔ 環境施設・清掃施設 

⑤ 中小企業センター等 ⑮ 中学校 ㉕ 職員住宅 

⑥ 居住施設 ⑯ 幼稚園・こども園 ㉖ 教職員住宅 

⑦ 児童館 ⑰ その他学校関係施設 ㉗ 区民センター 

⑧ 学童保育クラブ ⑱ 文化施設（ホール・美術館） ㉘ その他 

⑨ 保育園 ⑲ 社会教育館・青少年プラザ  

⑩ 高齢者福祉施設 ⑳ 体育施設  

  対象施設及び施設数は、平成２７年度末現在の施設を対象としています。 

 

２ 検討の視点 

それぞれの用途分類ごとに、次の２つの視点から検討していきます。 

視点１ 「区有施設見直し方針」において示した用途分類ごとの見直し方策をどのよ

うに具体化していくか（どの施設について、いつ、何をするか）、を検討する。 

視点２ 築後一定年数を経過している建物（今後１０年間で築後６０年目を迎える建

物）について、適切な耐久性評価を行い、「長く使える建物は、大切に、でき

るだけ長く使うこと」を検討する。（長く使うための対策、そのためにかかる

コストなど） 

 

 

 

 

 

ご意見やアイデアをお寄せください。 

  

※「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討を「視点

１」・「視点２」の２つの視点から行っていきます。次ページ以降の施設分類ごと

の記載（①～㉖）のウについて、ご意見をお寄せください。なお、㉗、㉘につい

ては、イの「考え方」についてご意見をお寄せください。 
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３ 施設分類ごとの検討内容 

①庁舎等 

ア 対象施設 

・目黒区役所（総合庁舎） ・防災センター ・備蓄倉庫等（18所） 

・地区サービス事務所（5所） ・行政サービス窓口（3所） ・碑文谷保健センター 

・目黒区土木事務所 ・目黒区公園事務所  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

施設単位での機能を見直し、多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。 

なお、民間施設を活用する場合は、行政サービスの長期的・安定的サービス提供の観点

から慎重に検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①各施設の必要な機能を整理したうえで、どのような施設が多機能化、集約化、

複合化が可能か、検討する。 

視点２ ①目黒区役所（総合庁舎）（昭和 41年築）の老朽化への対応を検討する。 

 

②男女平等・共同参画センター 

ア 対象施設 

・男女平等・共同参画センター   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

男女平等・共同参画の施策を推進するための機能は保ちながら、現在の場所で類似機能

の集約化を図る方法のほか、他の場所へ移転し多機能化を図ることや類似機能の集約化

及び民間活力の活用も検討する。また、施設を継続して維持する場合は、受益者負担の

適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①類似機能の集約化の可能性を検討する。 

 

③区民斎場 

ア 対象施設 

・セレモニー目黒   
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イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

多目的活用が図りにくいことから、機能を維持し、民営化を進めながら、施設を継続し

て維持する場合は、受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①利用率の更なる向上と効率的な運営のための取組について検討する。 

 

④住区会議室 

ア 対象施設 

・住区会議室（25所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

コミュニティ形成に求められる機能と施設規模・配置を検討し、多機能化・集約化や複

合化による施設の統廃合の検討を進めながら、施設管理の民営化を適切に進めるなど、

効率化を検討する。また、施設を継続して維持する場合は、受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①平成 28 年度から取り組んでいるコミュニティ施策の今後の進め方に関する調

査・研究とも整合を図りながら、必要な施設の機能を精査する。 

②複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、利用状況を踏まえ、

検討する。 

 

⑤中小企業センター等 

ア 対象施設 

・勤労福祉会館 ・中小企業センター ・消費生活センター 

・三田地区店舗施設 ・三田地区街づくり活動室  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

中小企業振興・勤労福祉・消費生活施策の推進のために必要な機能を精査したうえ、複

合施設としての区民センターのあり方も踏まえながら、多機能化・集約化や複合化によ

る機能移転及び民間活力の活用を検討する。また、施設を継続して維持する場合は、受

益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 
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＜区民センター内の当該分類施設＞ 

中小企業センター、勤労福祉会館、消費生活センター（「㉗ 区民センター」参

照） 

 

⑥居住施設 

ア 対象施設 

・区営住宅（15 所） ・区民住宅（13 所） ・三田地区整備事業住宅 

・従前居住者用住宅（2所） ・高齢者福祉住宅（17 所）  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

住宅の供給や整備方法及び運営のあり方について、集約化や複合化による統廃合を含

めて検討する。また、家賃助成など民間活力の活用を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①空室のある住宅については、その運営のあり方を見直し、施設の有効活用を検

討する。 

 

⑦児童館 

ア 対象施設 

・児童館（14所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

子どもたちの居場所として効率的な運営が行えるよう、民間活力の活用を進めるとと

もに、多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

②大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

区民センター児童館（「㉗ 区民センター」参照） 

視点２ ①中央町児童館（昭和 36年築）、東山児童館（昭和 34 年築）の老朽化への対応を

検討する。 
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⑧学童保育クラブ 

ア 対象施設 

・学童保育クラブ（23 所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

放課後の子どもたちの居場所として効率的な運営が行えるよう、民間活力の活用を進

めるとともに、多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。また、今

後の社会情勢を踏まえた受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

②大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

区民センター児童館学童保育クラブ（「㉗ 区民センター」参照） 

視点２ ①中央町児童館学童保育クラブ（昭和 36 年築）、東山児童館学童保育クラブ、同

第二学童保育クラブ（昭和 34 年築）の老朽化への対応を検討する。 

 

⑨保育園 

ア 対象施設 

・保育園（24所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

施設の老朽度、施設の設置場所、サービス拡大の可能性、その他の条件等を考慮し計

画的に民営化を推進する。また、今後の社会情勢を踏まえた受益者負担の適正化を図

るとともに、多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

視点２ ①第三ひもんや保育園（昭和 37 年築）の老朽化への対応を検討する。 

 

⑩高齢者福祉施設 

ア 対象施設 

・特別養護老人ホーム（3所） ・高齢者在宅サービスセンター（2所） ・高齢者センター 

・在宅介護支援センター（2所） ・在宅ケア多機能センター  
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イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

高齢者福祉サービスについて、民間との役割分担等について再検証し、ニーズに即し

た効果的な機能配置（サービス提供）を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①民間事業者の参入状況や待機者の数などさまざまな状況を整理しながら、既存

施設の有効活用を検討する。 

 

⑪老人いこいの家 

ア 対象施設 

・老人いこいの家（24 所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

単独施設で老朽化が進んでいる老人いこいの家の土地は売却し、経費について十分考

慮するとともに、代替施設を活用していく際には周辺施設との連携を図りながら、施

設相互での機能の補完等を含め、効率的な機能配置を検討する。併せて、活動実態を

明確化し、他施設の低未利用な床（スペース）の活用や民間活力の活用、多機能化・

集約化や複合化による施設の統廃合などを含め、利用状況にあった効率的な運営方式

等を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①単独施設で老朽化が進んでいる老人いこいの家の代替施設を検討する。 

②複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

 

⑫障害者福祉施設 

ア 対象施設 

・通所施設（7所） ・知的障害者グループホーム ・身体障害者福祉住宅 

・児童発達支援センター ・中央町二丁目障害福祉施設  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

施設の目的に応じて、民間活力の活用や多機能化・集約化・複合化による施設の統廃

合など効率的な運用を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①さらなる区民サービスの向上のためにどのような工夫が必要か、検討する。 

②民間活力の活用や複合化の可能性を検討する。 
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視点２ ①中央町二丁目障害福祉施設（昭和 36 年築）の老朽化への対応を検討する。 

 

⑬母子生活支援施設 

ア 対象施設 

・母子生活支援施設みどりハイム   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

２施設ある施設のどちらも定員を大きく下回っていることから、統合を着実に実施す

る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①平成 26年に実施した 2施設から 1施設への統合後の施設の利用状況を踏まえ、

更なる見直しの必要性や施設の有効活用について検討する。 

 

⑭小学校 

ア 対象施設 

・小学校（22所）    

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

少子化による児童数の減少を踏まえつつ、教育環境の整備、地域コミュニティの拠点

としての機能集約、防災機能の強化を図る観点で、小学校の効果的、効率的な活用方

法を検討していく。また、将来の少子化を見据えた適正規模、適正配置の考え方を検

討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①地域コミュニティの拠点として機能集約を行う際の課題を整理し、教育環境の

整備を図る観点で、小学校の効果的、効率的な活用方法を検討する 

②複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

視点２ ①立地条件や各棟の築後年数等を考慮しながら、老朽化への対応を検討する。 

 

⑮中学校 

ア 対象施設 

・中学校（9 所）   
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イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

南部・西部地区区立中学校の適正規模、適正配置に向けた取組を踏まえつつ、教育環

境の整備、地区施設としての機能集約、防災機能の強化を図る観点で、中学校の効果

的、効率的な活用方法を検討していく。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①南部・西部地区（第七中、第八中、第九中、第十一中）における具体的な統合

実施策の策定及び統合に向けた取組。 

②複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

視点２ ①立地条件や各棟の築後年数等を考慮しながら、老朽化への対応を検討する。 

 

⑯幼稚園・こども園 

ア 対象施設 

・幼稚園（1 所） ・こども園（2所）  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

「区立幼稚園見直しの基本的方向について」に沿って、認定こども園への移行を実施

していく。また、受益者負担の適正化を図るとともに、多機能化した公共施設への機

能移転や集約化による施設の統廃合を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

視点２ 

①ひがしやま幼稚園の認定こども園への移行の実施について、東山地区センター

（昭和 34年築）の老朽化への対応の中で、あわせて検討する。 

 

⑰その他学校関係施設 

ア 対象施設 

・八ケ岳林間学園 ・興津自然学園 ・めぐろ学校サポートセンター 

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

多機能化した公共施設への機能移転、民間活力の活用を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①民間施設の活用による事業の継続が可能か否か、可能性を検討する。 

視点２ ①めぐろ学校サポートセンター（昭和 35年築）の老朽化への対応を検討する。 
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⑱文化施設（ホール・美術館） 

ア 対象施設 

・ホール（3 所） ・目黒区美術館 ・めぐろ歴史資料館 

・すずめのお宿緑地公園古民家 ・埋蔵文化財整理室 ・観光まちづくり支援施設 

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

民間活力の活用を検討するとともに、施設を継続して維持する場合は、受益者負担の適

正化を図る。また、一部の施設については多機能化・集約化や複合化による統廃合を検

討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

中小企業センターホール、目黒区美術館（「㉗ 区民センター」参照） 

視点２ ①めぐろ歴史資料館（昭和 35 年築）の老朽化への対応を検討する。 

 

⑲社会教育館・青少年プラザ 

ア 対象施設 

・社会教育館等（5 所） ・青少年プラザ  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

民間活力の活用、多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。また、

施設を継続して維持する場合は、受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①複合化する場合、どのような施設との複合化が望ましいか、検討する。 

②大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

区民センター社会教育館（「㉗ 区民センター」参照） 

視点２ ①東山社会教育館（昭和 34 年築）の老朽化への対応を検討する。 
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⑳体育施設 

ア 対象施設 

・体育館（5 所） ・地区プール（3所） ・管理事務所（2所） 

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

学校施設との共用化、民間活力の活用、施設の多機能化等により、区民が利用可能とな

る施設を増やし、かつ効率的な運用を検討する。また、受益者負担の適正化を図る。な

お、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるに際し、東京

都等と連携しながら、適切な対応を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた体育施設の

具体的な整備内容を検討する。 

②大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

区民センター体育館（「㉗ 区民センター」参照） 

視点２ ①中央地区プールについては、五本木小学校（昭和 37 年度築）の老朽化への対応

の中で今後の取扱いを検討する。 

 

㉑図書館 

ア 対象施設 

・図書館（8 所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

図書館のあり方を全体的に見直すとともに、図書館事業の集約、民間活力の活用、多機

能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の有

効活用のための方策について検討する。 

＜区民センター内の当該分類施設＞ 

区民センター図書館（「㉗ 区民センター」参照） 
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㉒駐車場・駐輪場 

ア 対象施設 

・駐車場（1 所） ・駐輪場（11所） ・自転車集積所（2 所） 

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

原則、受益者の負担でまかなえるように使用料の見直しを検討する。また、民間活力の

活用や集約化や複合化による施設の統廃合を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①放置自転車対策の進捗に応じた、自転車集積所の適正な規模について検討する。 

②駐車場について、利用率の減少や機械設備の老朽化の進行状況を踏まえながら、

効率的な運用を検討する。 

 

㉓公園施設 

ア 対象施設 

・公園施設（12 所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

必要性を抜本的に再検討して、必要性の乏しい施設の多機能化・集約化や複合化によ

る施設の統廃合を検討する。また、施設を継続して維持する場合は、受益者負担の適

正化を図る。重要文化財（建造物）に指定された施設（駒場公園和館（旧前田家本邸））

は、計画的な老朽化対策を検討する。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ 

 

①各施設の必要な機能を整理したうえで、どのような施設が多機能化、集約化、

複合化が可能か、検討する。 

 

㉔環境施設・清掃施設 

ア 対象施設 

・環境施設（2所） ・清掃施設（3所）  

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

施設としてニーズに即した機能を明確化し、民間活力の活用、施設配置を含めて機能

の効率化を図る。 

 

  



48 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①事業の拡充や変更などの状況変化を踏まえ、施設に必要な機能を精査し、施設

配置を含めた効率化に向けた検討を行う。 

 

㉕職員住宅 

ア 対象施設 

・職員住宅（3所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

老朽化の状況を踏まえ、事業継続の必要性と集約化や複合化による施設の統廃合を検

討する。また、施設を継続して維持する場合は、受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①施設の老朽化の状況を踏まえ、職員住宅の必要性を検証し、今後のあり方につ

いて検討する。 

 

㉖教職員住宅 

ア 対象施設 

・教職員住宅（1所）   

 

イ 「区有施設見直し方針」（H26.3）で示した見直し方策 

必要性を再検証したうえで、可能な範囲で他の施設との複合化を検討する。また、施

設を継続して維持する場合は、受益者負担の適正化を図る。 

 

ウ 「区有施設見直し計画（素案）」の作成に向けた具体的取組内容の検討 

視点１ ①教職員住宅の必要性を検証し、今後のあり方について検討する。 

 

 

以下、㉗・㉘は「区有施設見直し方針」では分類していないもので、「区有施設見直し

計画（素案）」の作成に向けて、新たに分類したものです。 

㉗区民センター 

ア 構成施設 

・中小企業センター ・勤労福祉会館 ・消費生活センター 

・区民センター社会教育館 ・区民センター体育館 ・中小企業センターホール 

・区民センター児童館 ・区民センター児童館学童保育クラブ ・区民センター図書館 

・目黒区美術館   
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イ 考え方 ご意見をお寄せだくさい 

 区民センターは、施設、敷地ともに大規模なもので、全面的な改修等を行う場合に

はその経費も多大なものとなることが見込まれます。構成施設の見直しや建て替え手

法などを含めて多角的に検討していく必要があり、調査・研究すべき課題も多いと考

えています。 

今後、大規模複合施設としての区民センターの特性を踏まえつつ、建物及び敷地の

有効活用のための方策について検討していきます。 

 

㉘その他 

ア 対象施設 

・旧川の資料館 ・旧平町エコプラザ ・旧目黒区粗大中継所 

・旧中根西高齢者ふれあいの家（※） ・旧下目黒ふれあい工房（※） ・目黒本町社会福祉用施設（※） 

・上目黒一丁目交番用施設（※） ・旧氷川荘施設（※） ・旧第四中学校 

・旧北軽井沢林間学園   

（※）民間事業者等に貸し付けている施設 

 

イ 考え方 ご意見をお寄せだくさい 

 「区有施設見直し方針」の「手法６ 低未利用地等の活用」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。また、統廃合により生まれた土地や床（スペース）も同様に有効

活用を図る。」と定めており、この考え方に基づいて、今後の取扱いなどを検討してい

きます。 
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第３章 資料 

 

 

 

  

この章では、「これまでの経緯」と「区有施設見直しのスケジュール」

をお示ししています。 
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第３章 第１節 これまでの経緯 

 

 主な取組内容 

平成２４年度 

～２５年度 

○区有施設見直し有識者会議設置（※１） 

○「目黒区施設白書」作成、区民説明会、区民意見募集（※２） 

○区民等へのアンケートの実施（※３） 

○「目黒区区有施設見直し方針案（中間のまとめ）」作成、区民説明会、

パブリックコメント実施 

○「目黒区区有施設見直し方針」策定（※４） 

平成２６年度 

～２７年度 

○生活圏域整備計画の見直しの必要性の検証（※５） 

○施設の長寿命化のルールづくりに向けた検討 

○区有施設整備アドバイザー設置（※６） 

○施設データ集の作成（※７） 

 

（※１）区有施設見直し有識者会議 

中長期的視点に立った区有施設の見直し方針を策定するに当たり、専門的な意見

を聴くために、目黒区区有施設見直し有識者会議を設置しました（平成２４年９

月～平成２５年１０月）。 

（※２）目黒区施設白書 

平成２５年３月、区有施設の見直しを進めるため、施設の現状や課題をまとめた

目黒区施設白書を作成しました。 

（※３）区民等へのアンケート 

施設の利用者へのアンケート（平成２５年６月）や、無作為抽出した３，０００

人の区民の方を対象に区有施設見直しに関する区民アンケート（平成２５年８月）

を実施しました。 

（※４）目黒区区有施設見直し方針 

平成２６年３月、施設見直しの基本的な方向性や手法、施設総量の縮減目標など

を掲げた目黒区区有施設見直し方針を策定しました。 

（※５）生活圏域整備計画 

生活圏域の整備を通じたコミュニティ形成とまちづくりを実現する基本的な計画

です。コミュニティ形成の基盤となる地域的な広がりの単位として住区・地区・

全区の三段階の生活圏域を設定し、各段階に応じた施設整備計画と非施設計画を

取りまとめたものです。 

（※６）区有施設整備アドバイザー 

平成２６年７月、施設整備（新規整備、大規模改修、建て替え）に関して専門的

な見地から意見を聴くため、目黒区区有施設整備アドバイザーを設置しました。 

（※７）施設データ集 
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平成２８年３月、区有施設見直しを具体化していくに当たっての基礎資料とする

ため、施設に係る経費や利用状況等の経緯と現状を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

  

目黒区施設白書、区民等へのアンケートの詳細（施設利用者アンケート、区有施設見

直しに関する区民アンケート）、区有施設見直し方針、施設データ集は、区のホームペ

ージ又は区役所施設改革推進課（総合庁舎４階）でご覧になれます。 
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第３章 第２節 区有施設見直しのスケジュール 

 

１ 計画策定までのスケジュール 

平成２８年１０月 「区有施設見直し計画（素案）の作成に向けた検討素材」の作成、

説明会、意見募集 

平成２９年 ２月 「区有施設見直し計画（素案）」の作成、説明会、意見募集 

平成２９年 ５月 「区有施設見直し計画（案）」の作成 

平成２９年 ６月 「区有施設見直し計画」の決定 

 

２ この資料についての説明会 

（１）この資料についての説明会を次のとおり行います。（全５回） 

日  時 会  場 

① １１月２日（水） 
午後２時から 

午後４時まで 
 東山社会教育館 

② １１月４日（金） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 目黒本町社会教育館 

③ １１月６日（日） 
午前１０時から 

正午まで 
 総合庁舎 

④ １１月８日（火） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 中央町社会教育館 

⑤ １１月１０日（木） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 緑が丘文化会館 

  ※③総合庁舎、⑤緑が丘文化会館は、保育、手話通訳付き。 

 

（２）説明会のほか、「目黒区生涯学習区職員派遣制度（区職員活用しま専科）」に基づく

出前講座を実施しています。皆様のご要望に応じて、区職員が学習会等に出向いてお

話ししますので、ぜひご活用ください。 

「目黒区生涯学習区職員派遣制度（区職員活用しま専科）」について 

〔ご利用いただける方〕 

メンバーが１０人以上で、その半数以上が目黒区在住、在勤、在学者の団体 

〔対象となる学習会等〕 

団体が自主的に行う学習会、研修会、講演会及び区内小・中・高等学校の教育活動

が対象となります。ただし、学習会が政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする

場合は利用することができません。 

〔ご利用方法〕 

施設改革推進課あて直接お申し込みください。 

企画経営部施設改革推進課：03-5722-9037（直通） 
 

「区職員活用しま専科」の詳細は、区のホームページなどでご確認ください。 

〔区ホームページアドレス〕 

http://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/shogai_gakushu/katsuyo_shimasenka.html 
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（３）「区民と区長のまちづくり懇談会」においても概要を説明します。（全６回） 

＜区民と区長のまちづくり懇談会＞ 

日  時 会  場 

① １０月１７日（月） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 高齢者センター 

② １０月１９日（水） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 目黒本町社会教育館 

③ １０月２１日（金） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 東山社会教育館 

④ １０月２５日（火） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 中央町社会教育館 

⑤ １０月２７日（木） 
午後６時３０分から 

午後８時３０分まで 
 緑が丘文化会館 

⑥ １０月３０日（日） 
午後３時から 

午後５時まで 
 総合庁舎 

 

（４）この資料についてのご意見を次のとおり募集します。 

【募集期間】 平成２８年１０月１５日（土）から平成２８年１１月３０日（水）まで 

【提出方法】 郵送、持参、ＦＡＸ、電子メールのいずれかでお寄せください。 

 〒１５３－８５７３ 東京都目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

  目黒区役所 企画経営部施設改革推進課（総合庁舎４階） 

  ＦＡＸ番号：０３－５７２２－６１３４ 

  電子メールアドレス：r-sisetukaikaku@city.meguro.tokyo.jp 

【提出要領】 ◆個人・団体を問いません。 

◆ご意見の提出に当たっては、 

  ①この資料に添付してある「ご意見提出用紙」を使用していただく。 

  ②その他の任意の様式を使用していただく（書式は問いませんが、

「区有施設見直し検討素材への意見」と明記してください）。 

 のいずれでも構いません。 

【そ の 他】 ◇頂いたご意見を踏まえて、平成２９年２月に区有施設見直し計画（素

案）を作成する予定です。 

◇頂いたご意見には、個別に回答しませんが、ご意見の主な内容を取り

まとめて公表します（原文、住所・氏名などは公表しません）。 
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第３章 第３節 住区別施設一覧 

 

平成 27年度末現在の施設を対象に、住区別に建物及びその建物に設置されている用途別施設を一覧として取りまとめています。 

説 
 

明 

「築後年数」…平成 27年度末現在の建築後の経過年数を記載しています。（１年未満は切り捨て） 

「備  考」…以下の内容などを記載しています。 

・他の用途別施設の面積を含む場合など、用途別面積に関する補足を記載しています。 

・開設や移転、廃止など近年状況が変化した施設（予定も含む）について、その内容を記載しています。 

・民間事業者等に貸し付けている施設について、貸付先などを記載しています。 

 

 
建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

駒場 駒場住区センター 27 地上 2階・地下 1階 駒場住区会議室 531.04 面積は「駒場行政サービス窓口」を含む。 

    駒場行政サービス窓口 - 面積は「駒場住区会議室」に含まれる。 

 駒場児童館 21 地上 2階・地下 1階 駒場児童館 490.1 - 

 駒場保育園 40 地上 2階 駒場保育園 674.51 - 

 駒場老人いこいの家 24 地上 2階 駒場老人いこいの家 305.22 - 

 大橋えのき園 19 地上 6階・地下 1階 大橋えのき園 1,145.92 - 

    旧氷川荘施設 1,482.45 平成 27年 4月に都市型軽費老人ホーム「氷川ホ

ーム」（社会福祉法人運営）として開設。 

 駒場小学校 49 地上 4階 駒場小学校 5,215.23 - 

 第一中学校 55 地上 4階 第一中学校 6,658.49 - 

 駒場体育館 30 地上 3階・地下 1階 駒場体育館 3,705.19 - 

 駒場公園和館 86 地上 2階 駒場公園和館 487.95 - 

 駒場野公園自然観察舎 20 地上 1階 駒場野公園自然観察舎 82.59 - 

 駒場野公園管理棟 8 地上 1階 駒場野公園管理棟 122.23 - 

 （借上建物） 19 地上 4階 区民住宅ヒルズ大橋 729.36 - 

菅刈 北部地区サービス事務所 3 クロスエアタワー9 階 北部地区サービス事務所 989.31 - 

    大橋図書館 1,168.20 - 

 菅刈住区センター 35 地上 2階・地下 1階 菅刈住区会議室 1,145.72 - 

    菅刈学童保育クラブ 229.79 - 

    菅刈老人いこいの家 159.86 - 

 北部地区大坂橋下備蓄倉庫 42 地上 1階 北部地区大坂橋下備蓄倉庫 26.56 平成 27年 10月東京消防庁から譲与。 

 区営住宅青葉台二丁目アパ 31 地上 3階 区営住宅青葉台二丁目アパ 2,088.18 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

ート ート 

 区営住宅青葉台一丁目アパ
ート 

6 地上 4階 区営住宅青葉台一丁目アパ
ート 

4,391.13 - 

 菅刈保育園 35 地上 2階・地下 1階 菅刈保育園 1,031.48 - 

    北部地区備蓄倉庫 344.68 - 

 菅刈小学校 54 地上 4階 菅刈小学校 6,274.14 - 

 埋蔵文化財整理室 2 地上 1階 埋蔵文化財整理室 67.07 - 

 池尻大橋駅東口駐輪場 6 地下 1階 池尻大橋駅東口駐輪場 486.25 - 

 西郷山公園管理事務所 34 地上 2階・地下 1階 西郷山公園管理事務所 292.58 - 

 菅刈公園和館 15 地上 1階 菅刈公園和館 197.91 - 

 菅刈公園管理棟 15 地上 1階 菅刈公園管理棟 18.75 - 

 目黒天空庭園管理棟 3 道路構造物（大橋ジャ
ンクション）屋上 

目黒天空庭園管理棟 120.18 - 

 （借上建物） 18 地上 3階・地下 1階 区民住宅プラトー青葉台 749.98 - 

東山 東山公園備蓄倉庫 5 地上 1階 東山公園備蓄倉庫 202.5 - 

 東山住区センター 39 地上 2階 東山住区会議室 635.99 面積は東山地区センター内のレクリエーション

ホール（259.22㎡）を含む。 

    東山老人いこいの家 140.24 - 

 東山保育園 43 地上 3階 東山保育園 974.04 - 

 ひがしやまホーム 16 地上 4階・地下 1階 特別養護老人ホーム東山 6,561.52 - 

    東山高齢者在宅サービスセ
ンター 

740.27 - 

    東山在宅介護支援センター 94.41 平成 28年 3月末廃止。28年 4月から社会福祉法

人により居宅介護支援事業所運営。 

 東山小学校 59 地上 3階 東山小学校 10,109.40 平成 26年 12月から建て替え工事中。 

 東山中学校 55 地上 4階 東山中学校 7,695.20 - 

 東山地区センター 56 地上 2階 東山社会教育館 1,575.00 - 

    東山児童館 1,099.85 面積は「東山児童館学童保育クラブ」、「東山

児童館第二学童保育クラブ」を含む。 

    東山児童館学童保育クラブ - 面積は「東山児童館」に含まれる。 

    東山児童館第二学童保育ク
ラブ 

- 面積は「東山児童館」に含まれる。 

    ひがしやま幼稚園 550.68 - 

 池尻大橋駅北口駐輪場 7 地上 1階 池尻大橋駅北口駐輪場 282.7 - 

烏森 目黒区土木事務所 37 地上 4階 目黒区土木事務所 472.56 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

    北部地区上目黒備蓄倉庫 61.2 - 

    上目黒職員住宅 467.46 - 

 烏森住区センター 25 地上 2階・地下 2階 烏森住区会議室 465.02 - 

    烏森住区センター児童館 482.25 - 

    烏森老人いこいの家 188.39 - 

 上目黒保育園 56 地上 4階 上目黒保育園 1,392.60 面積は保育課資器材置場（269.42㎡）、旧烏森

住区センター児童館学童保育クラブ跡スペース

（平成 28年 3月移転）を含む。 

 烏森小学校 53 地上 4階 烏森小学校 6,225.25 - 

 （借上施設） 0 地上 2階の 2階 烏森住区センター児童館学
童保育クラブ 

197.2 平成 28年 3月、「上目黒保育園」内から旧から

すもり幼稚園跡地保育施設（民間）内へ移転。 

 （借上建物） 20 地上 5階 高齢者福祉住宅コーポ烏森 663.72 - 

 （借上建物） 17 地上 3階 高齢者福祉住宅コーポ蛇崩 610.38 - 

中目黒 目黒区総合庁舎 49 地上 9階・地下 3階 目黒区役所 48,075.27 面積は「東部地区サービス事務所」を含む。 

    東部地区サービス事務所 - 面積は「目黒区役所」に含まれる。 

 中目黒公園備蓄倉庫 14 地上 1階 中目黒公園備蓄倉庫 210.24 - 

 中目黒スクエア 24 地上 9階・地下 2階 男女平等・共同参画センタ
ー 

1,637.83 - 

    中目黒住区会議室 1,005.23 - 

    中目黒住区センター児童館 686.89 面積は「中目黒住区センター児童館学童保育ク

ラブ」を含む。 

    中目黒住区センター児童館
学童保育クラブ 

- 面積は「中目黒住区センター児童館」に含まれ

る。 

    青少年プラザ 1,581.38 - 

 区営住宅上目黒一丁目アパ
ート 

6 地上 13階・地下 2 階 区営住宅上目黒一丁目アパ
ート 

3,923.62 - 

 高齢者福祉住宅コーポ中目
黒 

18 地上 5階・地下 1階 高齢者福祉住宅コーポ中目
黒 

1,631.23 - 

 中目黒保育園 44 地上 3階 中目黒保育園 654.97 平成 28年度は「守屋教育会館跡地保育施設」に

一時移転。 

 中目黒アトラスタワー（一
部） 

6 中目黒アトラスタワ
ー1～3階 

中目黒駅前保育園 679.38 - 

    上目黒一丁目交番用施設 98.42 警視庁へ貸付（中目黒駅前交番）。 

 なかめぐろホーム 26 地上 2階・地下 2階 特別養護老人ホーム中目黒 2,973.08 - 

 上二老人いこいの家 47 地上 2階 上二老人いこいの家 169.49 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

 中目黒小学校 53 地上 4階 中目黒小学校 7,457.01 - 

 めぐろ学校サポートセンタ
ー 

55 地上 4階 めぐろ学校サポートセンタ
ー 

4,324.42 - 

    めぐろ歴史資料館 1,463.52 - 

 中目黒 GT（一部） 14 中目黒 GT地下 1階 中目黒駅前図書館 687.13 - 

    中目黒ＧＴプラザホール 219.16 - 

    観光まちづくり支援施設 60.84 めぐろ観光まちづくり協会へ貸付。 

 中目黒駅前駐輪場 14 地下 1階 中目黒駅前駐輪場 732.27 - 

 上目黒一丁目駐輪場 5 地下 1階 上目黒一丁目駐輪場 836.73 - 

 花とみどりの学習館 14 地上 1階 花とみどりの学習館 368.57 - 

 目黒区清掃事業所 16 地上 2階・地下 1階 目黒区清掃事業所 2,604.40 - 

 中目黒職員住宅 30 地上 3階 中目黒職員住宅 228.36 - 

 旧川の資料館 22 地上 2階 旧川の資料館 243.2 平成 24年 3月末閉館。 

 （借上建物） 19 地上 9階 区民住宅トリアス中目黒 977.03 平成 28年 5月 15日借上期間満了。 

 （借上建物） 15 地上 10階 区民住宅メイプル中目黒 948.60 - 

 （借上建物） 30 地上 10階の 1・2階 第二上目黒保育園 1,356.04 - 

田道 目黒区三田防災街づくり会
館 

12 地上 3階 目黒区三田防災街づくり会
館 

320.7 - 

 東部地区三田二丁目備蓄倉
庫 

36 地上 1階 東部地区三田二丁目備蓄倉
庫 

19.44 - 

 田道住区センター三田分室 31 地上 2階 田道住区三田分室住区会議
室 

1,108.23 面積は三田フレンズ内のレクリエーションホー

ル等（547.19㎡）を含む。 

    三田分室老人いこいの家 157.81 - 

 目黒保育園 8 地上 3階 目黒保育園 1,366.77 - 

 田道ふれあい館 23 地上 3階・地下 2階 高齢者センター 4,926.62 - 

    東部地区田道備蓄倉庫 173.68 - 

    田道住区会議室 364.14 - 

    目黒区在宅ケア多機能セン
ター 

418.86 - 

    目黒区エコプラザ 398.92 - 

 田道老人いこいの家 41 地上 2階 田道老人いこいの家 174.15 - 

 田道小学校 52 地上 3階 田道小学校 5,173.33 面積は「田道小学校内学童保育クラブ」を含む。 

    田道小学校内学童保育クラ
ブ 

- 面積は「田道小学校」に含まれる。 

 三田フレンズ 21 地上 6階・地下 2階 三田地区駐車場 1,204.05 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

    東部地区三田フレンズ備蓄
倉庫 

84.46 - 

    三田地区店舗施設 581.75 - 

    三田地区街づくり活動室 240.69 - 

    区営住宅三田一丁目アパー
ト 

297.64 - 

    区民住宅三田一丁目住宅 257.08 - 

    三田地区整備事業住宅 1,396.93 - 

    高齢者福祉住宅コーポ三田 684.67 - 

 目黒清掃工場（一部） 25 地上 5階・地下 3階の
１階 

目黒区エコプラザ作業室 185.45 作業室の使用にあたっては、東京都から負担付

贈与を受けている。平成 29年度以降、目黒清掃

工場の建て替え工事が開始される。 

 （借上建物） 14 地上 4階 区民住宅サント・コア目黒 1,413.84 - 

下目黒 目黒不動防災ひろば備蓄倉
庫 

5 地上 1階 目黒不動防災ひろば備蓄倉
庫 

74.82 - 

 下目黒住区センター 25 地上 4階・地下 1階 下目黒住区会議室 1,032.23 - 

    下目黒老人いこいの家 198.4 - 

    旧下目黒ふれあい工房 133.7 目黒区シルバー人材センターへ貸付。 

 目黒区民センター 41 地上 8階・地下 3階 中小企業センター 6,286.67 面積は「中小企業センターホール」を含む。 

    勤労福祉会館 1,598.28 - 

    消費生活センター 753.49 - 

    目黒区民センター児童館 1,306.74 面積は「目黒区民センター児童館学童保育クラ

ブ」を含む。 

    目黒区民センター児童館学
童保育クラブ 

- 面積は「目黒区民センター児童館」に含まれる。 

    中小企業センターホール - 面積は「中小企業センター」に含まれる。 

    目黒区民センター社会教育
館 

1,065.68 - 

    目黒区民センター体育館 4,188.24 - 

    目黒区民センター図書館 1,339.42 - 

 田道保育園 22 地上 3階・地下 1階 田道保育園 1,246.01 - 

    東部地区下目黒備蓄倉庫 221.57 - 

    のぞみ寮 401.59 - 

    身体障害者福祉住宅田道ハ
イム 

207.72 - 



 

61 

6
1
 

 
建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

 下目黒福祉工房 28 地上 3階 下目黒福祉工房 896.87 - 

 下目黒小学校 51 地上 3階・地下 1階 下目黒小学校 5,237.63 - 

 大鳥中学校 56 地上 4階・地下 1階 大鳥中学校 7,862.82 平成 27年度より、第三中学校と第四中学校の統

合新校として開校。 

 目黒区美術館 29 地上 3階・地下 1階 目黒区美術館 4,059.21 - 

 下目黒自転車集積所 11 地上 5階・地下 1階 下目黒自転車集積所 442.94 - 

不動 不動住区センター 38 地上 2階 不動住区会議室 318.53 - 

    不動老人いこいの家 252.05 - 

 区営住宅下目黒五丁目アパ
ート 

29 地上 3階 区営住宅下目黒五丁目アパ
ート 

1,026.77 - 

 不動児童館 24 地上 2階・地下 1階 不動児童館 675.63 平成 27年 10月まで「不動児童館学童保育クラ

ブ」との複合施設。 

    不動児童館施設内小規模保
育所 

129.34 平成 27年 10月の学童保育クラブ移転後、跡ス

ペースを民間事業者に貸し付け、小規模保育所

を運営。 

 不動保育園 34 地上 3階・地下 1階 不動保育園 604.82 - 

 目黒本町福祉工房 5 地上 6階 目黒本町福祉工房 2,582.59 - 

 不動小学校 53 地上 4階 不動小学校 5,911.28 - 

 旧第四中学校 55 地上 4階・地下 1階 旧第四中学校 7,209.00 平成 27年度より、第三中学校と統合（閉校）。

平成 28年 4月跡地活用計画策定。 

 （借上建物） 10 地上 1階 東京学園備蓄倉庫 14.91 - 

 不動児童館学童保育クラブ 43 地上 2階 不動児童館学童保育クラブ 598.66 平成 27年 10月、「不動児童館」内から旧ふど

う幼稚園へ移転。 

上目黒 上目黒住区センター 36 地上 2階・地下 1階 上目黒住区会議室 1,489.88 - 

    上目黒住区センター児童館 809.83 面積は「上目黒住区センター児童館学童保育ク

ラブ」を含む。 

    上目黒住区センター児童館
学童保育クラブ 

- 面積は「上目黒住区センター児童館」に含まれ

る。 

 区営住宅上目黒四丁目アパ
ート 

39 地上 3階 区営住宅上目黒四丁目アパ
ート 

3,263.52 - 

 祐天寺保育園 40 地上 2階 祐天寺保育園 652.97 - 

 上目黒老人いこいの家 24 地上 2階 上目黒老人いこいの家 269.67 - 

 かみよん工房 19 地上 3階・地下 1階 かみよん工房 822.90 - 

 上目黒小学校 51 地上 3階 上目黒小学校 5,437.86 - 

 祐天寺駅西口第一駐輪場 12 地上 1階 祐天寺駅西口第一駐輪場 519.52 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

油面 油面住区センター 29 地上 2階・地下 1階 油面住区会議室 559.99 - 

    油面住区センター児童館 473.44 面積は「油面住区センター児童館学童保育クラ

ブ」を含む。 

    油面住区センター児童館学
童保育クラブ 

- 面積は「油面住区センター児童館」に含まれる。 

 区営住宅中町一丁目アパー
ト 

36 地上 3階 区営住宅中町一丁目アパー
ト 

1,840.21 - 

 高齢者福祉住宅コーポ目黒 22 地上 2階 高齢者福祉住宅コーポ目黒 529.31 - 

 高齢者福祉住宅コーポ中町 24 地上 3階・地下 1階 高齢者福祉住宅コーポ中町 653.93 - 

 中町保育園 48 地上 3階・地下 1階 中町保育園 1,015.72 - 

 中町老人いこいの家 12 地上 2階 中町老人いこいの家 331.47 - 

 油面小学校 53 地上 4階 油面小学校 7,166.55 - 

 目黒中央中学校 26 地上 3階・地下 1階 目黒中央中学校 9,994.86 - 

 （借上建物） 19 地上 6階 区民住宅ヒルフォートメグ
ロ 

2,178.63 平成 28年 9月 15日借上期間満了。 

 （借上建物） 26 地上 3階 高齢者福祉住宅コーポみず
なか 

272.16 - 

五本木 五本木二丁目防災備蓄倉庫 5 地上 1階 五本木二丁目防災備蓄倉庫 33.3 - 

 五本木住区センター 32 地上 2階・地下 1階 五本木住区会議室 673.54 面積は中央町さくらプラザ内の会議室・レクリ

エーションホール（131.30㎡）を含む。 

    五本木住区センター児童館 425.84 面積は「五本木住区センター児童館学童保育ク

ラブ」を含む。 

    五本木住区センター児童館
学童保育クラブ 

- 面積は「五本木住区センター児童館」に含まれ

る。 

 中央町保育園 40 地上 3階 中央町保育園 917.67 - 

 五本木老人いこいの家 46 地上 2階 五本木老人いこいの家 166.86 - 

 ひまわりプラザ 35 地上 4階・地下 1階 目黒区児童発達支援センタ
ーすくすくのびのび園 

2,287.44 - 

 スマイルプラザ中央町 54 地上 4階 中央町二丁目障害福祉施設 2,900.34 面積は「目黒本町福祉工房中央町分室」を含む。 

    中央町児童館 1,295.74 面積は「中央町児童館学童保育クラブ」を含む。 

    中央町児童館学童保育クラ
ブ 

- 面積は「中央町児童館」に含まれる。 

    目黒本町福祉工房中央町分
室 

- 面積は「中央町二丁目障害福祉施設」に含まれ

る。 

 五本木小学校 53 地上 3階・地下 2階 五本木小学校 9,321.57 面積は「中央地区プール」を含む。 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

    中央地区プール - 面積は「五本木小学校」に含まれる。 

 中央町さくらプラザ（一部） 10 中央町さくらプラザ 1
階・地下 1階 

中央町社会教育館 1,193.79 - 

 守屋図書館 25 地上 2階・地下 2階 守屋図書館 1,281.89 - 

 中町二丁目自転車集積所 15 地上 1階 中町二丁目自転車集積所 1,333.84 - 

 守屋教育会館跡地保育施設 6 地上 1階 守屋教育会館跡地保育施設 800.74 社会福祉法人へ貸付（平成 25～27年度、定期利

用保育「夢花広場」運営）。28年度は「中目黒

保育園」の一時移転施設として利用。 

 （借上建物） 26 地上 4階・地下 1階 中央地区サービス事務所 537.05 面積は会議室（70.05㎡）を含む。 

    高齢者福祉住宅コーポ中央
町 

358.18 - 

鷹番 目黒区防災センター 18 地上 3階・地下 2階 目黒区防災センター 3,253.90 面積は旧地震の学習館（平成 25年 3月 31日閉

館）を含む。 

    中央地区備蓄倉庫 402.31 - 

 鷹番住区センター 20 地上 2階・地下 1階 鷹番住区会議室 895.32 - 

    鷹番老人いこいの家 185.65 - 

 鷹番学童保育クラブ 24 地上 1階 鷹番学童保育クラブ 236 - 

 第三ひもんや保育園 53 地上 2階 第三ひもんや保育園 858.39 - 

 鷹番保育園 37 地上 2階 鷹番保育園 755.89 - 

 鷹番小学校 53 地上 4階 鷹番小学校 7,819.83 - 

 碑文谷体育館 47 地上 3階 碑文谷体育館 3,058.38 - 

    中央地区碑文谷体育館備蓄
倉庫 

236.89 - 

 学芸大学駅東口駐輪場 15 地上 3階・地下 1階 学芸大学駅東口駐輪場 715.5 - 

 学芸大学駅西口第一駐輪場 15 地上 1階 学芸大学駅西口第一駐輪場 152.04 - 

 目黒区公園事務所倉庫 55 地上 4階 目黒区公園事務所倉庫 1,971.50 - 

 碑文谷公園詰所 43 地上 2階 碑文谷公園詰所 95.18 - 

 碑文谷公園動物舎 15 地上 2階 碑文谷公園動物舎 219.24 - 

 旧目黒区粗大中継所 29 地上 1階 旧目黒区粗大中継所 106.89 平成 28年度中解体予定。「目黒区粗大中継所」

は旧中央町リサイクルストックヤード跡地に移

転し、28年 4月から移転先で事業継続。 

 目黒区粗大中継所 0 地上 2階 目黒区粗大中継所 473.55 旧中央町リサイクルストックヤード跡地に建

設。平成 28年 4月から事業開始。 

 （借上建物） 18 地上 5階・地下 1階 区民住宅グロリア学芸大 918.46 - 

 （借上建物） 4 地上 3階 高齢者福祉住宅コーポ中央 833.88 - 
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建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

町一丁目 

月光原 月光原住区センター 35 地上 2階 月光原住区会議室 413.22 - 

    月光原老人いこいの家 233.17 - 

 区営清水町アパート 3 地上 5階 区営住宅清水町アパート 3,482.14 - 

    高齢者福祉住宅コーポ清水
町 

1,049.79 - 

 区営住宅目黒本町四丁目ア
パート 

11 地上 5階 区営住宅目黒本町四丁目ア
パート 

1,303.84 - 

 従前居住者用住宅ホーム月
光原 

15 地上 3階 従前居住者用住宅ホーム月
光原 

384.43 - 

 高齢者福祉住宅コーポ目黒
本町 

23 地上 5階・地下 1階 高齢者福祉住宅コーポ目黒
本町 

771.23 - 

    従前居住者用住宅コーポ目
黒本町 

51.84 - 

    目黒本町社会福祉用施設 224.42 目黒区シルバー人材センターへ貸付。 

 第二ひもんや保育園 4 地上 4階 第二ひもんや保育園 1,081.05 - 

    高齢者福祉住宅コーポ目黒
本町二丁目 

806.69 - 

 月光原小学校 52 地上 4階 月光原小学校 4,340.45 - 

 げっこうはらこども園 45 地上 2階 げっこうはらこども園 925.11 - 

 南部地区センター 34 地上 4階・地下 1階 目黒本町社会教育館 2,368.62 - 

    南部地区備蓄倉庫 316.89 - 

    目黒本町学童保育クラブ 213.64 - 

    目黒本町保育園 751.01 - 

    目黒本町図書館 1,005.21 - 

 目黒区清掃事務所 43 地上 3階 目黒区清掃事務所 1,691.59 - 

向原 向原住区センター 31 地上 2階・地下 1階 向原住区会議室 620.1 - 

    向原住区センター児童館 541.17 面積は「向原住区センター児童館学童保育クラ

ブ」を含む。 

    向原住区センター児童館学
童保育クラブ 

- 面積は「向原住区センター児童館」に含まれる。 

    向原老人いこいの家 124.25 - 

 原町保育園 14 地上 3階 原町保育園 1,268.70 - 

 向原小学校 49 地上 4階 向原小学校 6,106.73 - 

 中央体育館 48 地上 5階 中央体育館 5,101.03 - 
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住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

 （借上建物） 33 地上 2階 高齢者福祉住宅はぎ荘 211.26 - 

 （借上建物） 34 地上 2階 高齢者福祉住宅しいの木荘 368.84 - 

碑 碑住区センター 37 地上 3階・地下 1階 碑住区会議室 473.17 - 

    目黒区公園事務所 563.55 - 

    碑老人いこいの家 214.49 - 

 ひもんや保育園 48 地上 3階 ひもんや保育園 1,114.36 - 

    ひもんや学童保育クラブ 398.52 - 

 区営住宅碑文谷アパート 0 地上 4階 区営住宅碑文谷アパート 1,924.71 - 

 碑小学校 8 地上 5階 碑小学校 9,463.28 面積は「南部地区プール」を含む。 

    南部地区サービス事務所 533.75 - 

    南部地区プール - 面積は「碑小学校」に含まれる。 

 第七中学校 53 地上 4階 第七中学校 6,371.01 - 

 清水池教職員住宅 42 地上 4階 清水池教職員住宅 1,424.67 - 

原町 原町住区センター 28 地上 2階・地下 1階 原町住区会議室 588.79 - 

    原町住区センター児童館 454.74 面積は「原町住区センター児童館学童保育クラ

ブ」を含む。 

    原町住区センター児童館学
童保育クラブ 

- 面積は「原町住区センター児童館」に含まれる。 

 区営住宅南一丁目アパート 45 地上 5階 区営住宅南一丁目アパート 3,916.58 - 

 南保育園 41 地上 3階 南保育園 848.57 - 

 原町老人いこいの家 47 地上 2階 原町老人いこいの家 168.48 - 

 原町小学校 48 地上 4階 原町小学校 5,951.35 - 

 第九中学校 53 地上 4階 第九中学校 6,835.90 - 

 洗足図書館 28 地上 2階 洗足図書館 516.6 - 

 洗足二丁目駐輪場 6 地上 1階 洗足二丁目駐輪場 126.98 - 

 （借上建物） 18 地上 7階・地下 1階 区民住宅グランシャリオ洗
足 

1,297.30 - 

 （借上建物） 19 地上 3階・地下 1階 区民住宅チェリーブロッサ
ムコート目黒 

637.02 - 

大岡山東 碑文谷保健センター 30 地上 4階・地下 1階 碑文谷保健センター 3,094.74 - 

 大岡山東住区センター 34 地上 2階 大岡山東住区会議室 511.39 - 

    大岡山東老人いこいの家 166.8 - 

 区営住宅碑文谷四丁目アパ
ート 

39 地上 3階 区営住宅碑文谷四丁目アパ
ート 

1,346.86 - 

 第八中学校 55 地上 4階 第八中学校 6,598.13 - 
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住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 
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備考 

 すずめのお宿緑地公園古民
家 

32 地上 1階 すずめのお宿緑地公園古民
家 

155.64 - 

大岡山西 大岡山西住区センター 33 地上 2階 大岡山西住区会議室 535.58 - 

 平町老人いこいの家 7 地上 2階 大岡山学童保育クラブ 185.41 - 

    平町老人いこいの家 241.12 - 

 大岡山小学校 58 地上 4階 大岡山小学校 5,980.08 - 

 旧平町エコプラザ 18 地上 4階・地下 1階 旧平町エコプラザ 1,553.05 平成 26年 3月末廃止（児童館、学童保育クラブ

として活用予定）。 

 （借上建物） 6 地上 5階 高齢者福祉住宅コーポ平町 824.42 - 

中根 大岡山保育園 38 地上 3階 大岡山保育園 1,060.26 - 

 中根小学校 45 地上 4階 中根小学校 6,544.27 - 

    中根住区会議室 1,009.78 - 

    中根小学校内学童保育クラ
ブ 

304.04 - 

    中根老人いこいの家 83.44 - 

 第十一中学校 56 地上 4階・地下 2階 第十一中学校 6,626.18 - 

 緑が丘駅駐輪場 3 地上 1階 緑が丘駅駐輪場 101.56 - 

自由が丘 自由が丘住区センター 33 地上 3階 自由が丘住区会議室 375.01 - 

 自由が丘住区センター宮前
分室 

31 地上 2階 自由が丘住区宮前分室住区
会議室 

356.86 - 

    宮前分室老人いこいの家 86.36 - 

 八雲保育園 11 地上 3階 八雲保育園 1,347.76 - 

 自由が丘老人いこいの家 22 地上 3階 自由が丘老人いこいの家 389.72 - 

 緑ヶ丘小学校 29 地上 3階 緑ヶ丘小学校 6,562.04 面積は「西部地区プール」を含む。 

    西部地区プール - 面積は「緑ヶ丘小学校」に含まれる。 

 宮前小学校 31 地上 3階 宮前小学校 6,326.18 面積は「西部地区備蓄倉庫」、「宮前小学校内

学童保育クラブ」を含む。 

    西部地区備蓄倉庫 - 面積は「宮前小学校」に含まれる。 

    宮前小学校内学童保育クラ
ブ 

- 面積は「宮前小学校」に含まれる。 

 緑が丘コミュニティセンタ
ー本館 

41 地上 3階・地下 1階 緑が丘文化会館 3,404.44 面積は緑が丘コミュニティセンター別館内のレ

クリエーションホール等（1,310.81㎡）を含む。  

    緑が丘図書館 892.58 - 

 緑が丘コミュニティセンタ
ー別館 

36 地上 2階 緑が丘行政サービス窓口 77.28 - 
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6
7
 

 
建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

    緑が丘児童館 885.77 面積は「緑が丘児童館学童保育クラブ」を含む。 

    緑が丘児童館学童保育クラ
ブ 

- 面積は「緑が丘児童館」に含まれる。 

    みどりがおかこども園 820.18 - 

 宮前公園庭球場管理事務所 27 地上 1階 宮前公園庭球場管理事務所 33.12 - 

 自由が丘駅南口駐輪場 9 地上 1階 自由が丘駅南口駐輪場 4.62 用途別面積は管理システム機械室について記

載。地下機械式駐輪場を２基設置。合計延床面

積 374．60㎡。 

 （借上建物） 5 地上 3階 高齢者福祉住宅コーポ八雲 304.13 - 

八雲 西部地区サービス事務所 17 地上 3階・地下 1階 西部地区サービス事務所 639.96 - 

    高齢者福祉住宅コーポ柿の
木坂 

549.64 - 

 八雲住区センター 18 地上 2階・地下 1階 八雲住区会議室 901.67 - 

    八雲住区センター児童館 497.71 面積は「八雲住区センター児童館学童保育クラ

ブ」を含む。 

    八雲住区センター児童館学
童保育クラブ 

- 面積は「八雲住区センター児童館」に含まれる。 

    八雲老人いこいの家 186.39 - 

 八雲住区中根一丁目会議室 40 地上 2階 八雲住区中根一丁目会議室 210.37 - 

    旧中根西高齢者ふれあいの
家 

225.3 民間事業者へ貸付（認知症高齢者グループホー

ム「みんなの家・目黒」運営）。 

 八雲小学校 55 地上 3階 八雲小学校 5,352.24 - 

 めぐろ区民キャンパス 16 地上 6階・地下 2階 八雲中央図書館 6,572.43 - 

    西部地区応急対策資機材等
倉庫 

350.02 - 

    セレモニー目黒 1,746.86 - 

    心身障害者センターあいア
イ館 

6,241.37 - 

    めぐろパーシモンホール 8,621.05 - 

    八雲体育館 1,750.00 - 

 都立大学駅北口駐輪場 9 地上 1階 都立大学駅北口駐輪場 361.09 - 

 （借上建物） 16 地上 4階・地下 1階 区民住宅柿の木坂森戸マン
ション 

903.38 - 

東根 東根住区センター 31 地上 3階・地下 1階 東根住区会議室 863.46 - 

    東根老人いこいの家 176.91 - 
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8
 

 
建物別 用途別 

住区 建物名称 
築後年数
(27年度末) 

規模 用途別施設名称 
用途別 
面積(㎡) 

備考 

    東根職員住宅 1,044.81 - 

 区営住宅東が丘一丁目アパ
ート 

29 地上 3階 区営住宅東が丘一丁目アパ
ート 

1,597.26 - 

 区営住宅八雲五丁目アパー
ト 

34 地上 3階 区営住宅八雲五丁目アパー
ト 

2,374.72 - 

 区営住宅東が丘一丁目第２
アパート 

27 地上 4階 区営住宅東が丘一丁目第２
アパート 

3,913.73 - 

 ひがしがおかホーム 21 地上 3階・地下 1階 特別養護老人ホーム東が丘 4,592.44 - 

    区民住宅東が丘一丁目住宅 405 - 

    東が丘高齢者在宅サービス
センター 

687.67 - 

    東が丘在宅介護支援センタ
ー 

86.7 - 

 東が丘障害福祉施設 9 地上 5階 東が丘障害福祉施設 1,388.38 - 

 東根小学校 52 地上 4階 東根小学校 6,681.55 面積は「東根学童保育クラブ」を含む。 

    東根学童保育クラブ - 面積は「東根小学校」に含まれる。 

 第十中学校 55 地上 4階 第十中学校 7,020.08 - 

 衾町公園児童交通施設 48 地上 1階 衾町公園児童交通施設 50.40 平成 28年度改良予定。 

 （借上建物） 15 地上 3階 区民住宅五反山ヒルズ 715.22 - 

- 母子生活支援施設みどりハ
イム 

11 地上 5階・地下 1階 母子生活支援施設みどりハ
イム 

1,581.17 - 

区外 八ケ岳林間学園 31 地上 2階 八ケ岳林間学園 4,266.84 - 

 興津自然学園 29 地上 3階 興津自然学園 3,758.84 - 

 砧球技場管理事務所 47 地上 2階 砧球技場管理事務所 297.81 - 

 旧北軽井沢林間学園 46 地上 3階・地下 1階 旧北軽井沢林間学園 2,911.47 平成 22年 12月廃園。 

 （借上建物） 14 地上 17階・地下 4 階
の地下 2 階 

目黒駅行政サービス窓口 95.67 - 
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（ １「計画期間」について ） 

（ ２「区有施設見直しの進め方」について ） 

（ ３「長寿命化」について ） 

「区有施設見直し検討素材」へのご意見提出用紙 
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（ ４「施設配置基準」について ） 

（ ５「用途別施設の検討内容」について ） 

（ その他、区有施設見直し全般について ） 

 


