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ページ

1 全体

2 本編 巻頭言

3 本編 2 第1章

4 本編 9 第1章

5 本編 9 第1章

6 本編 9 第1章

中間のまとめからの変更箇所一覧

削除

4　課題解決に向けて
【区有施設の老朽化】
（６行目）約４３％

【区有施設の老朽化】
（７行目）約４４％

目黒区区有施設見直し方針案（中間のまとめ） 目黒区区有施設見直し方針

①建て替え
②すべて
③大規模改修や建て替えの時期
④区民ニーズなど
⑤～のうえ
⑥動向など、さまざまな
⑦地域ごとの
⑧将来にわたる費用対効果を検討しながら、

①建替え
②全て
③【課題解決に向けて：区有施設の老朽化】更新時期
④【課題解決に向けて：区の将来人口推計と人口構造の変
化】区民ニーズや要望
⑤【原則2】～の上
⑥【原則3】動向など様々な
⑦【視点3】地域毎の
⑧【手法2】将来に渡る費用対効果を検討しながら、

4　課題解決に向けて

【今後の財政負担】
・ 現在の区有施設について、今後１０年間にかかる改修や建
替えなどの更新経費の試算は約７１１億円、年間平均で約７
１．１億円となっています。
・ 直近１０年間の投資的経費（施設などを整備するための経
費）の実績額の年間平均約３９．６億円と比べた場合には、
年間平均で約３１．５億円不足する見込みであり、今後の大
きな財政負担となります。

【今後の財政負担】
・ 現在の区有施設について、今後４０年間にかかる大規模改
修や建て替えなどの更新経費の試算は約２，９１５億円、年
間平均で約７２．９億円となっています。
・ 直近１０年間の投資的経費（施設などを整備するための経
費）の支出額の年間平均約３９．６億円の約１．８倍となっ
ており、今後の大きな財政負担となります。

4　課題解決に向けて

（下部説明文）  なお、平成２６年度以降の取組につきまして
は、目黒区区有施設見直し有識者会議の意見にある区有施設
の長寿命化のルールづくりや、目黒区行革計画に留意点の一
つとして掲げている目黒区生活圏域整備計画の見直しの必要
性を検証することから始めます。
  また、既に廃止等が決定している施設については、本見直し
にかかわらず進めていきます。

箇所

1　区有施設の老朽化
（１）保有する資産の現況
（３行目）約４３％を占めており、

（１）保有する資産の現況
（３行目）約４３％（区有施設の約４４％）を占めており、

（該当箇所なし） 巻頭言を追加
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7 本編 10 第1章

【区有施設見直しの方向性】
● ハコモノ３原則
原則１：新規凍結原則
原則２：事前調整原則
原則３：数値目標原則
● ５つの視点
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

【施設の用途ごとに複数の手法を検討】
● 区有施設見直し実現のための８つの手法
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

5　区有施設見直しの進め方

【区有施設見直しの方向性】
● 施設整備の優先性の検証と統廃合、施設の複合化
    など、全ての施設の今後のあり方を明確化してい
    く必要がある。
● 今後も維持していく施設については、更新（大規
    模改修・建替え等）経費の圧縮と、施設の長寿
    命化を図っていく必要がある。
● 区民ニーズの変化を踏まえながら、区民サービ
    スの質の向上やコスト削減などの総合的な観点
    から、民間活力の活用による運営の効率化等を
    一層図っていく必要がある。

【施設の用途ごとに複数案を検討】
● 利用状況や人口動態に合わせた集約化や統廃合等
● 建物のライフサイクルを通じた効率化（長寿命
    化）
● 建設方法・保有形態の見直しによる効率化
● 使用・利用形態の見直し等による効率的な利用
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8 本編 11 第1章

9 本編 20 第2章

10 本編 31 第2章

5　区有施設見直しの進め方

6　居住施設

1　庁舎等

「＜参考資料＞平成２６年度以降のスケジュールについて」
を追加

平成２６年度以降の取組につきましては、現時点でのイメー
ジを以下にお示ししました。
まず、目黒区行革計画に留意すべき事項の一つとして掲げて
いる目黒区生活圏域整備計画の見直しの必要性を検証すると
ともに、区有施設の長寿命化のルールづくりに向けた検討か
ら始めます。
また、区有施設見直しの具体化に当たっては、計画化して取
組を進めていくことを基本とする必要があります。
なお、目黒区実施計画等で別途定めるものについては、本見
直しにかかわらず進めていきます。
平成２６年度以降のスケジュールにつきましては、２６年度
における種々の検討状況を踏まえつつ、２６年度のできる限
り早い段階でお示ししてまいりたいと考えております。

■イメージ図

「用途別施設の現状と課題」の前に、以下の説明文を追加

用途別施設の現状と課題では、目黒区施設白書の「第４章
区有施設の用途別実態把握」の記載データなどを資料とし
て、区有施設の用途分類に応じて、主な課題整理をしていま
す。そして、用途別施設ごとの主な課題を踏まえ、見直しに
向けた検討項目についてまとめています。
なお、用途別施設ごとの区の取組状況について、施設白書の
発行以後に変更があった場合には、変更内容の補足説明を記
載しています。

課題①　（説明文：2～3行目）所有者との協議及び入居者と
の十分な事前調整が必要である。
課題②　（説明文：1～3行目）計画的な老朽化への対応が必
要であるが、実施の時期や方法など、入居者との十分な事前
調整が必要である。

下線部の削除

課題①　所有者との協議が必要である。
課題②　計画的な老朽化への対応が必要である。

（該当箇所なし）

（該当箇所なし）
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11 本編 68 第3章

12 本編 68 第3章

13 本編 68 第3章

14 本編 69 第3章 2　数値目標の設定について （該当箇所なし）

1　区有施設見直しの方向性～
ハコモノ３原則～

原則２
①（本文）原則、複合施設とする。
②（説明文：２行目以降）事前調整制度の核になるような専
管部署等が、専門性を持った第三者に意見を求めるなどして
事前調整や協議等を行うことを原則とする。

原則２
①（本文）原則、多機能化・集約化、複合化した施設とす
る。
②（説明文：２行目以降）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。

1　区有施設見直しの方向性～
ハコモノ３原則～

原則３
（説明文：２行目以降）ただし、更新経費、維持管理費等の
動向など様々な社会経済状況を踏まえ、原則として５年ごと
に見直しを図ることとする。

原則３
（説明文：２行目以降）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。

1　区有施設見直しの方向性～
ハコモノ３原則～

（注釈）
※ハコモノ…建物施設の通称

（注釈）
※ハコモノ…建物施設の通称
※土地利用の高度化…容積率（建築敷地面積に対す
　る延床面積の割合）を可能な限り活用して、建築
　計画すること。

以下の説明文を追加

※　（１）将来人口推計による試算及び（２）今後
　の財政負担による試算でお示しした試算結果をも
　とにし、目黒区では、区有施設の総量（総延床面
　積）を１５％縮減していくことを目指します。
　　ただし、今後、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
　図ってまいります。
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15 本編
73
～74 第3章 2　数値目標の設定について

（■施設面積の縮減率(グラフ１)） ※グラフ名称の追記
上のグラフ１は、ここまで設定してきた４つの経費（投資的
経費、更新経費の縮減額、施設にかかる経費の縮減額、事業
運営にかかる経費の縮減額）を用い、年額として、財政的に
負担できるようになるための、施設面積の縮減率を求めたグ
ラフです。
まず、必要となる更新経費（左縦軸の金額）は、施設面積を
１％ずつ減らすごとに０．７２９億円縮減されるため、グラ
フ左上、現在の年額平均７２．９億円を始点に、縮減する施
設面積に応じて右下に下がっていきます。
次に、確保できる財源と縮減で得られる金額（右縦軸の金
額）は、施設面積を１％ずつ減らすごとに、施設・事業運営
にかかる経費が年額合計で約１．５２６億円縮減されるた
め、グラフ左下、投資的経費３９．６億円を始点に、縮減す
る施設面積に応じて施設・事業運営にかかる経費の縮減額を
加算し、右上に上がっていきます。

このように、必要となる更新経費の額と、確保できる財源と
縮減で得られる金額が交差する点が、今後の財政で負担でき
る面積の縮減率となります。投資的経費３９．６億円を超え
る部分については、施設・事業運営にかかる経費の縮減額２
２．５億円でまかなうことになり、この結果、現在の区有施
設の総量約５２．２万㎡に対して、約１４．８％減るという
試算となります。
（計算式）
上記の試算により、今後見込まれる投資的経費が３９．６億
円の場合に、施設面積の縮減率は約１５％となります。
なお、今後見込まれる投資的経費年平均額３９．６億円の財
源確保については、低未利用地や施設内の低未利用な床（ス
ペース）の民間への貸与・売却などによることとすると仮定
します。

なお、今後見込まれる投資的経費年平均額３９．６億円の財
源確保については、施設の長寿命化や、低未利用地や余剰床
の民間への売却・貸与などによることとすると仮定します。

（【前提条件】以下の説明文）
こうして、必要となる更新経費の額と、確保できる財源と縮
減で得られる金額が交差する点が、今後の財政で負担できる
面積の縮減率となります。
この結果、現在の区有施設の総量約５２．２万㎡に対して、
約１４．８％減るという試算となります。
（グラフ）
（計算式）
上記の試算により、今後見込まれる投資的経費が３９．６億
円の場合に、施設面積の縮減率は約１５％となります。
（１）（２）でお示しした試算結果をもとにし、目黒区で
は、区有施設の総量（総延床面積）を１５％縮減していくこ
とを目指します。
ただし、今後、更新経費、維持管理費等の動向など様々な社
会経済状況を踏まえ、原則として５年ごとに見直しを図って
まいります。
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16 本編 75 第3章

17 本編 77 第3章

18 本編 77 第3章

19 本編 77 第3章
4　区有施設見直し実現のため
の8つの手法

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６　低未利用地等の活用
低未利用地や余剰床の民間への売却・貸与による財源捻出、
有効活用されていない区有地の有効活用を図る。
また、統廃合により生まれた土地も原則売却または貸与す
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８　地域移管
全ての区有施設を区で保有せず、地域団体等に譲渡し、地域
で維持・管理してもらう。

4　区有施設見直し実現のため
の8つの手法

4　区有施設見直し実現のため
の8つの手法

（該当箇所なし）

「＜参考＞１５％を４０年間毎年均等に縮減した場合の試
算」を追加

今後４０年間で１５％の区有施設を縮減するにあたり、毎年
一定の割合０．３７５％（１５％÷４０年）ずつ縮減してい
くと仮定すると、下のグラフ２のように、年間３９．６億円
の投資的経費を見込んでも、なお不足する更新経費の合計額
は、４０年間で約６３８．７億円となります。
この６３８．７億円の不足額は、施設の長寿命化による更新
経費の見直しや更新時期（※）を延長するなどにより、対応
していく必要があります。

■４０年間毎年均等に施設面積を縮減した場合（グラフ２）

（計算式）

2　数値目標の設定について

手法７　広域連携
他区の施設、東京都・国の施設と重複が無いよう連携を深め
る。
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20 本編 78 第3章

21 本編 80 第3章

22 本編
84
～85

附属資料

23 概要版 1

24 概要版 2

（該当箇所なし）

【インフラに対する区の取組状況】
（１行目）このハコモノ３原則は、建物としての区有施設を
適切にマネジメントするという視点で設定したものですが、

（１２行目）また、公園については、平成２５年度に公園施
設の長寿命化計画を取りまとめていく予定です。今後は、こ
の計画や実施計画改定案に添って、国の交付金等を活用しな
がら、適正な公園の維持管理に努めていきます。

【注釈】
（２行目）公共施設のうち、都市活動を支える道路・橋りょ
う、公園などの交通施設など

【インフラに対する区の取組状況】
（１行目）この方針は、建物としての区有施設を適切にマネ
ジメントするという視点で策定したものですが、

（１２行目）また、公園については、実施計画に沿って、平
成２５年度に公園施設の長寿命化計画を取りまとめました。
今後は、この計画に基づき、国の交付金等を活用しながら、
適正な公園の維持管理に努めていきます。

【注釈】
（２行目）この方針では、公共施設のうち、都市活動を支え
る道路・橋りょう、公園などの交通施設などを指す。

約43% 約43%（区有施設の約４４％）区有施設の老朽化

区有施設見直しの方向性～ハコ
モノ３原則～

原則２
①（本文）原則、複合施設とする。
②（説明文：２行目以降）事前調整制度の核になるような専
管部署等が、専門性を持った第三者に意見を求めるなどして
事前調整や協議等を行うことを原則とする。

原則２
①（本文）原則、多機能化・集約化、複合化した施設とす
る。
②（説明文：２行目以降）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。
※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。

5　用途別施設見直しの方策
（１１）老人いこいの家
（3行目）他施設の余剰スペースの活用や

（１１）老人いこいの家
（3行目）他施設の低未利用な床（スペース）の活用や

「区有施設見直し方針策定の主な経緯」追加
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整理
番号

本編・
概要版

ページ 目黒区区有施設見直し方針案（中間のまとめ） 目黒区区有施設見直し方針箇所

25 概要版 2

26 概要版 2

27 概要版 2

28 概要版 2

29 概要版 3

30 概要版 3～6

31 概要版 3～6

32 概要版 4

原則３
（説明文）今後４０年間で区有施設の総量（総延床面積：５
２．２万㎡）の１５％（７．８万㎡）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。

用途別施設見直しの方策
（１１）老人いこいの家
（2行目）
他施設の余剰スペースの活用や

（１１）老人いこいの家
（2行目）
他施設の低未利用な床（スペース）の活用や

区有施設見直し実現のための８
つの手法

手法７　広域連携
他区の施設、東京都・国の施設と重複が無いよう連携を深め
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。

用途別施設見直しの方策

区有施設見直しの方向性～ハコ
モノ３原則～

原則３
（説明文）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様々な社会経済
状況を踏まえ、原則として５年ごとに見直しを図ることとす
る。

区有施設見直し実現のための８
つの手法

手法６　低未利用地等の活用
低未利用地や余剰床の民間への売却・貸与による財源捻出、
有効活用されていない区有地の有効活用を図る。
また、統廃合により生まれた土地も原則売却または貸与す
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。

区有施設見直し実現のための８
つの手法

手法８　地域移管
全ての区有施設を区で保有せず、地域団体等に譲渡し、地域
で維持・管理してもらう。

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。

用途別施設見直しの方策
※手法２は、継続して維持する施設については、原則とし
て、一定のルールに基づき長寿命化を図る。

※継続して維持する施設については、原則として、一定の
ルールに基づき長寿命化を図ります。

「●」⇒「★」に変更

本編第2章「課題」及び「区の取組状況」を追加

用途別施設見直しの方策 【用途別施設見直しの方策】

【用途別施設見直しの方策】
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