
対応
区分

A

B

C

D

E

F

G

H

1月25日(土) 10時00分～12時00分 総合庁舎　大会議室
緑が丘文化会館 本館第3研修室1月22日(水) 18時30分～20時40分

区　民　等 22名 43名 65名
区　職　員 10名 10名 20名
合　　　計 32名 53名 85名

16件 3件 19件
2名 5名 7名 5件

1月25日(土)の質疑等 4名 2名 6名

その他

0

21件 16件 37件

中間のまとめの
記載内容等につい
て

見直しに向けた
今後の取組につ
いて

区民意見の聴取
について

検討組織・
体制について

0 0 0

意見の趣旨は区有施設見直し方針案（中間のまとめ）で取り上げており、趣旨に
沿って取り組む。 5 2 2 0 0

意見の趣旨を踏まえて区有施設見直し方針案（中間のまとめ）を修正する。

9

意見の趣旨は区有施設見直し方針には取り上げないが、今後の具体的な検討や事務
実施等の中で趣旨を踏まえて努力する。 6 1 0 0 0 7

意見の趣旨は区有施設見直し方針には取り上げないが、今後の検討･研究の課題と
する。 6 2 1 0 1 10

意見の趣旨に沿うことは困難である。 8 0 1 0 1 10

関係機関・団体に、意見の趣旨に係る対応を依頼する。 0 0 0 0 0 0

関係機関・団体に、意見の趣旨を伝達する。 0 0 0 0 0 0

その他 1 0 0 0 0 1

0 2 37計 26 5 4

「目黒区区有施設見直し方針案（中間のまとめ）」区民説明会の開催結果

１　開催日時等

開　催　日　時 会　　場

２　参加者数

1月22日(水) 1月25日(土) 合　　計

３　質疑・意見・要望等について

（１）受付期間　　平成26年1月22日（水）および平成26年1月25日（土）

（２）人数及び件数について

発言者等数 件　　数
個人 団体 合計 個人 団体 合計

1月22日(水)の質疑等

（３）内容と区の考え方

総　　　　　計 6名 7名 13名

13件 18件

0

区 の 考 え 方

内　　容 （項目番号）

計
1 2 3 4 5

0

1



2001 01 団体 説明会 3 　ハコモノ３原則の２番目に「専門性を持った第三者に意
見を求めることなど」と記載しているが、４０年先を見据
えて、区の施設を総合的に見直すわけだから、今日のよう
な住民参加をもっときめ細かく、小学校部ごとにやって
いって、２、３年かけて練り上げないと、４０年先なんて
誰も想像できないのではないかと思う。地元の人たちが参
画をして、こういう説明会で意見を求める参加ではなく
て、参画するような、そういう場を、きめ細かくもってい
くことが今後必要ではないか。

Ｂ 　４０年先は誰も想像できないのではないかというご意見
ですが、区が今回新たにお示しした、東京都の「新たなビ
ジョン（仮称）の論点整理」を参考にした人口推計では、
平成６５年の総人口は２１万６千余となっています。しか
し、この人口推計などは今後変わっていく可能性があるた
め、区として、数値目標については、さまざまな社会経済
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
しています。
　なお、今後の見直しの具体化の取組に向けて、どのよう
な住民参画の手法が取り入れられるかにつきましては、視
点５「全庁をあげた問題意識の共有と体制整備」に記載し
た「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」を持って、施設の具体的な見直しの
際に、十分に検討していきます。
　検討に当たっては、「専門性を持った第三者に意見を求
める」ことにより、第三者のフィルターを通して、これま
で以上に、より透明性を持って、４０年の対応を行ってい
きます。

４　質疑等一覧

種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2001 02 団体 説明会 1 　３原則の３番目について、人口が１５％減るから、それ
に伴って区の施設の床面積が１５％削減できるというの
は、あまりにも短絡的ではないか。
　子どもに対する施設がどうなのか、障害者についてどう
なのか、高齢者についてどうなのか、住民１人１人の生活
状態や、１人１人の思議しなければいけない内容によって
床面積は大幅に変わってくるのではないか。

Ｈ 　数値目標は、今後の施設見直しにおいて実効性のある議
論をしていくことを目的として、区有施設の老朽化、将来
人口推計及び人口構造の変化、今後の財政負担という区有
施設を取り巻く大きな３つの課題を踏まえ、多面的に試算
して掲げたものです。
　今回、新たにお示しした人口推計については、東京都が
昨年１１月に公表した「新たな長期ビジョン（仮称）論点
整理」の中の、特別区全体の人口推計を参考としているこ
と、また、本年１月に公表された他の先進区の施設再編整
備計画（案）の中の人口推計が、平成４７年の時点で既に
本区より人口減少率が高くなっていることなどから、現段
階で可能な限りの推計を行ったものと考えています。ま
た、今後も施設サービスの水準をできるだけ低下させない
という考え方で、数値目標の試算には、現在の人口１人当
たりの２．０３㎡という平均延床面積を現在の区の施設
サービス水準の一つと捉え、そのまま用いました。
　数値目標については、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
図ることとしているため、短絡的とは考えていません。
　なお、今後の具体的な見直しに向けては、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」を持つな
ど、区民の実情に即した検討を進めていきます。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2001 03 団体 説明会 1 　低未利用地や余剰床の民間への貸与・売却などにより財
政負担を軽くする、と記載されているが、民間主導の街づ
くりをやっていったら、大変なことになるのではないか。
　中目黒駅にあるＧＴビルや山手通りに建った２７階建て
のビルなどが、本当に人々にとって活性化になっているの
か。そういう街づくりを目黒区民が求めているのか、伺
う。

Ｅ 　今後、見直しの具体化に向けて、手法４「多機能化・集
約化」や手法５「複合化」などの検討において、跡施設や
土地が生まれる場合には、まず、全庁的に、有効活用につ
いて原則２「事前調整」の手続きを経て検討を行います。
検討に当たっては、原則として専門性を持った第三者に意
見を求め、一層透明性の高い進行管理を行います。検討の
結果として跡施設や土地が低未利用地等となった場合に
は、その時点で、手法６「低未利用地等の活用」について
多面的に検討していきます。

2002 01 団体 説明会 1 　区有施設の見直しは、定量的に、数字だけ扱っていて、
意味のない話である。
　今後、目黒区をどうしたいのか、５年後１０年後でもよ
いので、伺う。

Ｄ 　公共施設の老朽化問題への取組では、例えば、杉並区の
「区立施設再編整備計画（第一期）・第一次実施プラン
（案）」（平成２６年１月）では、「仮に今後３０年間に
区立施設の全体の面積を１０％（約８４，０００㎡）削減
した場合、約９００億円の財政効果があると試算されま
す」と、また、板橋区の「公共施設等の整備に関するマス
タープラン」（平成２５年５月）にも、「人口予測結果か
らもわかるように、これまでよりも多くの経費を将来にわ
たって負担し続けることは財政上困難であることから、施
設総量の抑制や改築・改修経費の縮減や平準化への取組等
により、約２割程度の経費の削減が必要です」などの記載
があり、それぞれ定量的な検証がされていると認識してい
ます。
　区の長期計画の体系では、区政運営の指針である「目黒
区基本構想」に大きなまちづくりの基本目標を掲げてお
り、基本構想を実現するための政策にかかわる長期的な総
合計画として、１０か年を計画期間とする「目黒区基本計
画」を定めています。さらに、それを実現するための、５
か年の実施計画があり、これらの長期計画をもって、目黒
区のまちづくりを進めていく考え方でこれまで取り組んで
きており、今後も区の基本的な考え方として、長期計画の
下に各施策を進めていきます。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2003 01 団体 説明会 1 　８つの手法は、有識者会議の意見をそのまま受けたの
か。この中で、目黒独自の、目黒らしい、目黒だからこう
いう手法を入れたというものはあるか。

Ｂ 　区有施設見直し方針案（中間のまとめ）の取りまとめに
当たって、計７回に及ぶ庁内検討会議を開催し、有識者会
議の意見書を活かしながら、区として検討を進めました。
そのため、意見書からの変更箇所は６０箇所余に及ぶとこ
ろです。
　その上で、手法の内容における目黒らしさについては、
目黒区の手法には、廃止を入れていないことがあげられま
す。施設見直しの取組をするに当たって、区として可能な
限り今後に向けてサービスは残していきたいという考え方
のもと、手法の中に廃止は入れていないところです。
　また、手法２「長寿命化」についても、国の動向も現在
変化してきているため、少し前に策定された他の自治体の
方針などにおいては、長寿命化がはっきりと示されている
ところは少ない状況です。
　いずれにしましても、８つの手法は、現時点の様々な情
勢に合わせて区として可能なものを掲げており、全てが区
としての特徴であると考えているところです。

2003 02 団体 説明会 1 　用途別施設見直しの方策には、５つの手法にしか印がつ
いていない。手法６･７･８は今後の検討であるとの説明が
あったが、区民は４０年先を見通し、４０年先の方針につ
いて、これからパブリックコメントにより意見を提出をし
ようとしている中で、区が具体的に説明できない手法をな
ぜ示しているのか、疑問である。
　全ての手法についての検討がきちんと入っていないと、
区民は、印がない手法のみの検討と考え、５つの手法にの
み意見を述べてしまうのではないか。また、手法６･７･８
が示されていないと、区が、どこかの段階で突然出せるこ
ともできてしまうと考えるが、いかがか。

Ｂ 　手法６・７・８については、概要版の用途別施設見直し
の方策には具体的な印等を付けていませんが、これらにつ
いては今後４０年間の検討の中で具体的に検討していくも
のです。まず可能性がある手法として８つ全てを掲げ、そ
の中で、すぐに検討が可能なものから５つに絞り、図式化
しています。これらは５年ごとの目標の見直しも含め、今
後具体的に４０年かけて用途別施設の検討も進めていく中
で取り入れていきます。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2003 03 団体 説明会 1 　手法５の複合化は、例えば南部地区センターのように、
現在も行っていると認識しているが、この手法によって、
本当に統廃合施設面積の縮減）が図れるのか。

Ｅ 　南部地区センターについては複合化した施設であり、ご
意見のとおり、複合化は現在も行っています。
　複合化については、それぞれの施設ごとのスペースは一
定確保するため、多機能化や集約化に比べて、面積的な効
果は低いことが考えられます。しかし、施設の用途によ
り、一つのスペースへの多機能化や集約化ができないよう
な場合には、複合化して１つの施設にまとめることで、
個々に複数設置しているときに比べて維持管理の所管が一
本化できることや、面積の効率化を図ることができると考
えています。

2003 04 団体 説明会 1 　手法４で多機能化と集約化をまとめているが、統廃合を
図る目的という意味では同じかもしれないが、担当部署も
違ってくるので、手法としては違うものではないか。その
ため、多機能化と集約化は２つに分け、別個の手法にすべ
きではないか。もし統廃合の手法ということで考えるなら
ば、逆に、手法４と手法５は一つにまとめられるのではな
いか。

Ｅ 　手法４も手法５も、複数の建物を統廃合して一つの建物
にまとめることによる効率化を目的とした手法です。
　その中で、手法４「多機能化・集約化」については、異
なる用途の施設を一つのスペースにまとめるものが多機能
化、同じ用途の施設を一つのスペースにまとめるものが集
約化という言葉の意味の違いがありますが、建物の一つの
スペースを有効活用する手法として面積縮減の効果は同様
なため、一つの手法としています。
　一方、手法５「複合化」については、一つの建物に複数
の施設スペースをそれぞれ一定程度確保するものであり、
手法４と比べて面積縮減の効果がやや減ることが考えられ
るため、別の手法としています。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2004 01 団体 説明会 1 　今後、建替え等にお金がかかっていくということで施設
の見直しをしていかなればならないと思うが、そういった
施設の建替えなどのために積立金を積んでいるはずなの
で、それを使っていけば、施設に係る費用負担はもう少し
減らしていけるのではないか。

Ｃ 　区として、これまで一定の基金積立をしてきました。平
成１６年には財源として使える基金が約５０億円あり、そ
のうち１２億円が施設整備の積立金であり、当時も、これ
だけ多くの施設があり、経年的に老朽化していくため、当
然に大きな課題という認識をしていました。そして、平成
２０年までに、約３倍の約１７３億円、そのうち施設整備
の積立は５０億円まで基金を積み立てたところです。
　しかし、リーマンショック以降、区民の皆さまの生活を
支えるために、暮らしサポート、例えば待機児童対策や商
店街への無利子融資、特養ホームの正規職員化など、様々
な対策のために、積み立てた基金を取り崩してきました。
本来の施設整備のための基金を計画的に積み立てていくと
いうことは、大切な課題として認識していましたが、区民
生活を支えることを優先し、取崩をしたということです。
　今後については、区民一人当たりの区有施設面積２．０
３㎡を維持していくことで、サービスを最大限低下させな
いという考え方のもとに取り組んでいきます。

2004 02 団体 説明会 2 　区有施設の見直しと「これから４０年を見据えた持続可
能なサービスを」ということがあるのですけども、一番大
事なことは、何のために区有施設見直しをしていくのかと
いうことだと思う。財政安定のためという話もあるが、住
んでいる区民が暮らしやすい目黒区であり続けるというこ
とが一番大事ではないか。そのために、集約化・複合化・
多機能化という手法をとる時には、複数あったものを１つ
にするわけで、通うのが不便になっていくと感じる。複合
化して施設が立派になっても、足腰が弱ったお年寄りのひ
とたちは自分の家の近くになければ通いづらく、行けず、
使いづらい施設になるのではないか。

Ｄ 　一番大事なことは、今後も、可能な限り施設サービス水
準を維持していくことと考えています。今と全く同じ施設
サービスを将来に向けて続けていくというのは、財政的な
状況も含めて厳しい見込みのため、統廃合などにより施設
面積を縮減しますから、その意味で、ご意見のように施設
サービスが低下することは認識しています。
　しかし、区としては、将来も施設サービス水準を最大限
低下させないために、相対的には、現在の区民一人当たり
の２．０３㎡という床面積を維持していきたいと考えてい
るところです。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2004 03 団体 説明会 1 　方針案（中間のまとめ）の概要版の用地別施設見直しの
方策を見ると、保育園は手法１から５まで全て該当してお
り、全ての園が民営化されてしまうのではないかと思う。
区立保育園は、子ども達にとって良い保育をしているし、
私立保育園も、公立保育園を目指している部分がある。財
政的な部分で公立保育園がどんどんなくなってしまうので
はないかと危惧している。目黒区の保育をどういう風に考
えているのか。

Ｄ 　公立の保育園の役割についてですが、現在も、区が行う
研修に、私立の保育園の皆さんにもご参加していただいて
おります。私立保育園には私立保育園としての良さがあ
り、今後も、区の研修へ参加いただくような対応も含め
て、区立保育園と私立保育園が協力しながら運営していく
ものと考えています。
　現時点では、施設見直しをどう具体化していくのかとい
うことは検討課題として考えています。
保育園については、「用途別施設見直しの方策」のとお
り、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こ
とを検討することとしています。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こととして
います。施設を継続して維持する場合は、一定のルールに
基づく長寿命化を図ることを検討することとしています。

2005 01 団体 説明会 1 　区有施設というのは何なのか、区有施設見直しの着地点
として、公共性をどう考えているのかを根本の問題として
聞きたい。施設をハコモノとして議論されているようだ
が、建物を単なるハコとは考えていないが、いかがか。
　例えば、民間のスポーツ施設と区のスポーツ施設とでど
う違うかということを含めて、区有施設の見直しに当たり
公共性をどう考えているのかということを聞きたい。

Ｃ 　区有施設見直し方針案（中間のまとめ）では、ハコモノ
という言葉について、注釈に建物施設の通称と明記して用
いているとおり、区における区有施設見直しの取組対象施
設を、公共施設のうちの道路や橋りょうなどのインフラス
トラクチャーと区別していることを表しています。例えば
「○○市ハコモノ白書」などのように、他の先進自治体の
取組の中でも用いられている事例もあり、特段の批判的な
意味を持たせていることはありません。
　公共性には、２つの側面があると考えています。一つは
道路など不特定多数の方が利用するものと、もう一つは特
定の利用者に一定の受益をいただいてサービスを資するも
のがあります。どちらも税が入っているということで、公
共性があると考えています。
　区と民間で似た施設がありますが、区で運営しているも
のは相当金額が低いと思います。それは税を充当した結
果、そのようにできているということです。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2005 02 団体 説明会 2 　今は大規模化ではなく、小さくても本当に住民の要求に
応えていく施設が必要なのではないか。大橋図書館の移転
は老朽化の必然性で移ることになったのですか。洗足図書
館は、非常に小さい図書館で、利用者数は全館の中で一番
少ないが、貸し出しする人の比率は高い。このように、小
さくても、本当に住民の要求に応えていく、区民の生活の
中にいかに実のある公共施設として、民間の儲け本位のも
のとは違うものとして、弱い者、また貧しい者、あるいは
住民の生活に視点を当てた新しいやり方として、公共性が
求められているのではないか。そういうことを実現する立
場に立って、この先４０年を見据えることが必要ではない
か。

Ｄ 　平成２年の大橋ジャンクション建設の都市計画決定を契
機に、区民、議会、区が一体となって協力し長年検討協議
を行った上で、事業化を進めてきました。
　その中で、大橋図書館は老朽化が進み、耐震強度やバリ
アフリー対応等の課題がありました。区は再開発ビルの床
を取得することにより、課題の解決を図りながら大橋図書
館や北部地区サービス事務所などの公共公益施設を移転し
集約配置することが可能となったものです。
　目黒区では、限りある財源を有効に活用するため、これ
までさまざまな事業の見直しを行ってきました。図書館で
も運営方法を見直し、業務の集約や一部の館の開館時間の
短縮を行い、それに伴い職員の配置を変更しました。
　今後も、現在の区民１人当たり２．０３㎡を維持できる
よう、施設ニーズや社会経済状況等を踏まえ、原則として
５年ごとに見直しを図りながら、取り組んでいきます。

2006 01 個人 説明会 1 　「ハコモノ３原則」の原則１に、原則として新しい施設
の整備を行わないとあるが、現在目黒区の特養ホームに入
所希望している方で、待機している方は何人くらいいるの
か。
今特養に入れていない人は、４０年も待てないではない
か。

Ｂ 　４０年というのは、区として、今後どれくらいの施設の
更新経費が必要かということを試算する際に使用した、総
務省ホームページの試算ソフトの考え方などから、縮減期
間としたものです。
　現在、特養ホームの入所待機者は約１，０００名です
が、現行の実施計画に、民間事業者による新規施設の整備
をお示ししているところです。
　今後も、原則２のとおり、真に必要な施設整備について
は検討していくという考え方です。

2006 02 個人 説明会 2 　認可保育所に希望して入所できない子どもたちが一体何
人いるのか。公立保育園が一番良いのです、利潤追求しな
いわけですから。それと人口が１５％減ると言いますが、
本当に目黒区は子育てしやすい施設とか人員とか、そうい
うものを確保して子育てしやすい区になったら、人口は増
えると思う。４０年というのは、今区民が切実に求めてい
る要求に背を向けた責任放棄の考え方だと思う。今の住民
の切実な要求にどうやって応えていくというのが行政のあ
るべき姿ではないか。なぜ４０年も先のことを皆で考えな
ければならないのか。今どうしてくれるのか、そういうこ
とが大事ではないか。

Ｂ 　区では、厳しい財政状況の中、２１年度から２５年４月
までに７００人以上の待機児対策をしてきました。区にお
ける生活保護費を引いた民生費の割合は、２３区で９番目
に位置しているところです。
　区有施設見直しは４０年先を見据えた取組みであり、保
育園については、「用途別施設見直しの方策」に、サービ
ス拡大の可能性を考慮することを明記しています。
　そのため、今後も、待機児対策については、区政の重要
課題として考えています。
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種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2006 03 個人 説明会 2 　目黒区は大型再開発を中目黒駅前付近、目黒駅前付近、
西小山駅周辺の３か所でほぼ同時期にやろうとしている。
同時期に大型再開発をやるお金がありながら、なぜ保育所
や、特養ホームの入所希望を叶えるなどしないのか。

Ｂ 　中目黒駅周辺の再開発について、中目黒ＧＴに作った図
書館や、上目黒一丁目の再開発で作った保育園、これらは
区の所有ですから、税は投入していますが、全体の建物の
ハード、建物そのものについては、私どもは税は入れてい
ません。また、西小山駅周辺については、再開発をすると
いう考えはありませんし、目黒駅周辺についても、区とし
て再開発はしていません。
　なお　区では、厳しい財政状況の中、２１年度から２５
年４月までに７００人以上の待機児対策をしてきました。
今後も、待機児対策については、区政の重要課題として考
えています。また、現行の実施計画に、民間事業者による
新規施設の整備をお示ししているところです。
　今後の見直しの具体化に向けては、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」のとおり、引き
続き、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視点を持って、検討
を進めていきます。

2007 01 個人 説明会 1 　学童保育クラブや保育園、児童館、こういったものがな
い地域が実際にある中で、これを手法４に入れてしまう
と、統廃合という形になってしまうと思う。手法４（多機
能化、集約化）はあくまで別個にして、子どもの足で行く
施設については分けるべきでないか。

Ｄ 　今後４０年の年少人口の減少を考慮すると、児童施設に
ついても統廃合を検討する可能性はあります。
　４０年間人口推計を踏まえて、各用途別施設ごとに可能
性のある全ての手法を掲げています。

2007 02 個人 説明会 5 　中学校の統廃合は今実際に決定しているものがある。統
廃合というものを考える時に、子どもの足で通える距離で
あるか、雨が降った時にバスの通学が可能であるか、そう
したことが今より行われることが可能なのか。

Ｄ 　現在、進められている区立中学校統合の検討は、教育委
員会が、区立中学校の適正規模・適正配置を進めるため
に、平成２４年３月に改定した「望ましい規模の区立中学
校の実現を目指して」という方針に基づく取組であり、教
育委員会が所管しています。その取組の中で、様々なご意
見・ご要望を出していただく場がございますため、ご意見
は教育委員会に伝えます。
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項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2008 01 個人 説明会 1 　よく区長も受益者負担と言いますが、区有施設は税金で
作られています。値上がりもしました。そのお金を払って
使っているわけですが、あたかも利用する人が法外な利益
を受けているかのような、公平でないから是正するみたい
なニュアンスが受益者負担という言い方からは感じるので
すが、これは区民の権利です。ですから、受益者負担の考
え方を聞きたい。

Ｅ 　受益には、区道のように不特定多数の方の受益と、施設
を利用するような、専らその方に還元される受益というよ
うに、大きく２つあると考えております。そのうち、後者
の場合には一定のご負担をお願いしているということで
す。
　例えば、今現在の施設使用料については、相対で約２
０％のご負担をお願いしており、あとの８０％は、区民の
税金でまかなっているところです。

2008 02 個人 説明会 3 　今回の区有施設の見直しだけではないのですが、区民や
職員の人の意見をどのように聞いているのか。ある程度全
部骨格が決まって、方針案とは言え、ほとんど決まって修
正の余地がないところで、パブコメだとか、説明会をして
いるのか。本当に住民から意見を聞こうとするのならば、
ワークショップなど、区民からもっと自由な意見交換会の
ようなものを何回かテーマ別で実施し、意見を集めた上で
目黒区のビジョンなり方向性を明確にした上で有識者会議
に諮る、ということならまだしも、ちょっとトップダウン
すぎる。目黒区民の住民参加をどう考えているのか。

Ｄ 　目指すべき区政の姿は、目黒区基本構想が目標とする、
「共につくる緑豊かな人間のまちの実現」に他なりませ
ん。
　また、平成２４年度に目黒区実施計画の改定にあたりパ
ブリックコメントを行った際には、「ご意見の趣旨に沿っ
て取り組む」、もしくは「ご意見の趣旨を踏まえて努力す
る」とした割合が３割以上であるのに対し、「ご意見の趣
旨に沿うことは困難である」とした割合は約２割でしたの
で、今後も引き続き区民の皆さまのご意見を伺いながら進
めていきます。
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項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
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2009 01 個人 説明会 1 　一般原則と区の特殊性という問題です。
　一般原則というのは有識者会議の意見書の中で、３つの
原則、８つの手法ということを表現していますが、これを
そのまま目黒に適用している傾向が極めて強く、目黒の特
殊性が欠落しています。目黒には諸々の施設があります
が、その施設が現在どういう状態か、建設の当初からの
数々の経過、固有の経過を持っており、また目黒区特有の
特殊性を持っています。その分析がない有識者の意見書と
いうのは将来に禍根を残すと思います。

Ｂ 　区有施設見直しにあたり、区としては、大きなビジョン
を持ちながら進めており、今後も、区民の皆様の施設ニー
ズや人口動態等、目黒区の状況を把握しながら、進めてい
きます。

2009 02 個人 説明会 1 　人口増と人口減、この２つの予測を計算しなければ適当
ではないのではないかと思います。例えば、目黒清掃工場
の予測量は、ごみ量が増えるという予測をしております。
人口が増えるから、ごみ量が増えるのではないか。現に全
国人口が減っても東京都の人口は増えている。

Ｄ 　現在、東京都や特別区協議会において出されている人口
推計においても、目黒区の人口が減少していく見込みです
ので、区としても今回の人口推計は人口減の見込みとして
おります。今後、人口増の見込みになった際には、５年ご
との見直しを含めて、検討していきます。

2009 03 個人 説明会 2 　今民間委託が流行っていて、あたかもこれをすれば事態
が好転するかのように誤解されているが、その弊害も数多
く起こっている。民間委託をするのであれば、同時に規制
の強化を図らなければならないと思う。

Ｃ 　区が民間活力を活用する場合には、第三者評価も行って
います。株式会社が運営している私立保育園については定
期的に公認会計士による財務のチェックが行われ、また、
児童館・学童保育クラブの委託化についてもすべて国のガ
イドラインに沿って運営しています。

2009 04 個人 説明会 1 　受益者負担ですが、定義が曖昧である。ここでいう受益
とは私益ではなく、公共益である。公共益の負担を最低ミ
ニマムとして、これを底上げしていくということが行政の
大目的であるはずだ。

Ｅ 　受益には、区道のように不特定多数の方の受益と、施設
を利用するような、専らその方に還元される受益というよ
うに、大きく２つあると考えております。そのうち、後者
の場合には一定のご負担をお願いしているということで
す。
　例えば、今現在の施設使用料については、相対で約２
０％のご負担をお願いしており、あとの８０％は、区民の
税金でまかなっているところです。

2009 05 個人 説明会 1 　区財政の現状について、元区長の不動産の衝動買いに
よって大きな穴が出て、これを埋めていかなければならな
い、これが今までの1つの大きな経過だと思う。しかし税収
は増えるのではないですか。そういう両面で考えていかな
ければならない。

Ｅ 　区は財政計画に基づき、税収に合わせた区政運営を行っ
ていますので、税収が増えれば、または税収が減れば、そ
れに合わせて区政運営を行っています。
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番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
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2009 06 個人 説明会 1 　方針案（中間のまとめ）は、有識者会議からの意見書を
そのまま引用したのか。もしくは部分部分だけ採用したの
か。

Ｅ 　見直し方針案（中間のまとめ）は、有識者会議からの意
見書を踏まえましたが、そのまま引用したということはな
く、意見書を庁内で検討し、区の考え方などを取り入れた
結果、６０か所以上の変更を加えました。

2009 07 個人 説明会 1 　区有施設見直しの一方で、区長は基金を蓄えているよう
だが、その額と使途を聞きたい。

Ｃ 　区として、これまで一定の基金積立をしてきました。平
成１６年には財源として使える基金が約５０億円あり、そ
のうち１２億円が施設整備の積立金であり、当時も、これ
だけ多くの施設があり、経年的に老朽化していくため、当
然に大きな課題という認識をしていました。そして、平成
２０年までに、約３倍の約１７３億円まで基金を積み立て
たところです。
　しかし、リーマンショック以降、区民の皆さまの生活を
支えるために、暮らしサポート、例えば待機児童対策や商
店街への無利子融資、特養ホームの正規職員化など、様々
な対策のために、積み立てた基金を取り崩してきました。
　これについてはこの時点で財政調整基金約４，４００億
円のうち約１，１００億円を取り崩していますから、目黒
区だけでなくて２３区も含めた他の自治体も積立をやめ
て、取り崩したのでこういった数字が出ているのではない
かと思っております。

2010 01 団体 説明会 1 　新規凍結原則とありますが、２７年度からの子ども・子
育て新制度とからんで、学童保育の子どもたちの年令が
ニーズ調査や国の方針を見ても、３年生から６年生に引き
上げられるのではないか。そうなった時に、当然子どもの
数は増えるが、学童のキャパシティには限界があり、新し
い施設は建てないとなると、学校施設の中で、全児童対策
として受け止めてしまおうというのが２３区の流れになっ
ているようだが、それはやめてほしい。学童保育と全児童
対策とでは、目的と機能、そこに通う子どもたち、対象と
する子どもたちが全く異なるのではないか。学童保育クラ
ブは区有施設の中でも必要なものであると捉えていただ
き、必要なものはきちんと整備してほしい。

Ｄ 　新規施設の凍結については、全く何も作らないというこ
とではなく、原則２に記載のとおり、真に必要なものは今
後も作っていきます。その場合でも、事前調整原則の下、
特に第三者の目も通しながら進めていきます。
　学童保育クラブも含め、今後２６用途別施設全てを見直
しの対象としていますので、現段階では各個別施設につい
て申し上げられることはありませんので、ご要望として承
ります。
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2011 01 個人 説明会 1 　施設で体操するわけでもなく、皆手弁当で、出来るだけ
男女平等が行きわたるよう動いている中で、何をもって受
益者負担になるのか。学童の問題でも、民営化して、実
際、民営化した保育所は色々なサービスを取り入れて、魅
力のある公益財団など色々な子どもパートナーを入れてお
り、お金のある人にとっては良いと思うが、一層お金のあ
る人と無い人の差が出てきてしまうのではないか。
　区は、そういうことが起こらないよう、施設も、お金に
しても、運営してほしい。

Ｃ 　受益者負担は、全ての公共財に対してではなく、専らそ
の方に受益があるものについて一定のご負担をしていただ
くということが原理原則です。区では、出来るだけ所得に
応じた負担について考慮するなど内容や状況を見ながら、
また、類似施設との比較をしながら、様々な検討を重ねて
取り組んでおりますので、ご理解ください。

2012 01 団体 説明会 1 　区が方針案（中間のまとめ）を出したが、全く夢を持て
る内容ではない。財政理由というだけで、夢も希望も持て
るような明るい展望が全く出てこない。私は年金者とし
て、お年寄りを集めて施設を使っているが、目黒区で、本
当に住みやすく、楽しく、長生きできて良かったというよ
うな、そういうところに積極的にお金を使うことが本来す
べきことではないかと思う。それを逆に、一律的に延床面
積を下げるという考え方は、私としては区長が、区の高齢
化社会を本当に考えているのだろうかと疑問だ。
　これから、少子高齢化になっていく中でこの方針案が出
てきているが、少子化対策としてどんな施策を作っていく
のか、前へ進む姿勢が方針案の中に全然出てこないことが
非常に残念だ。高齢化を防ぐための施策も、どんどん打ち
出していく必要があると考える。

Ｃ 　高齢者の施策及び子育ての施策については、予算上、民
生費という括りとしています。民生費の伸びについて、
リーマンショック前は歳出総額９５７億円のうち３２５億
円、割合として３４％でしたが、その後、２４年度には歳
出総額が８３４億円となり、約１２３億円減っています。
その中で、民生費の総額は３２５億円から３８１億円に増
加しており、現在では４５．７％になっています。した
がって、税収が減少し、予算規模が縮小していく中でも、
高齢者や子育てに係る民生費は増加しておりますので、重
要な施策として取り組んでいます。
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2012 02 団体 説明会 1 　区有施設の見直しの実現のための８つの手法の手法３の
民間活力の活用とあるが、今後若い人たちが目黒区に住ん
で生活していくためには、保育園だとか高齢者の施設を、
目黒区のニーズに合った形で積極的に取り組んでいく必要
があると考えている。売った土地は元に戻らないので、目
黒区が持っている土地を保育園や高齢者福祉施設に使って
いくという施策もこの中に入れてもらいたい。これからの
少子高齢化社会に備えるための、目黒区の施策が方針案に
は抜けているのではないかと思う。

Ｃ 　低未利用地については、どんな土地でも売却してしまう
ということではなく、従来どおり、用地が出た時には庁内
全体でどのように活用するか検討し、活用用途がない場合
に、売却をしてきています。
　見直し方針案（中間のまとめ）では、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してお
り、また手法６の説明文のとおり貸与の可能性があるた
め、統廃合により生まれた土地などの全てを売却するのみ
ということではなく、今後も従来以上により透明性をも
ち、取り組んでいきます。

2013 01 個人 説明会 5 　今回の見直しには、２つの原則を絶対に取り入れほし
い。
　１つは、子どものために保育園、学童、学校の質をきち
んと維持し、さらに充実させ、子どもについては手を抜か
ない。このことを原則にすべきだと思います。

Ｅ 　厳しい行財政状況の中で、区において、例えば子育てに
かかる施策の中では、民間活力の活用の推進や簡素で効率
的な執行体制の構築に取り組んでいます。
　また、区政運営の指針である「目黒区基本構想」では、
基本理念を実現するために、４つの基本目標を具体化した
政策内容について、３つの基本方針に沿った手法による実
現を目指すこととしていますが、その基本方針の１つに
「基礎的自治体としての行財政能力の充実」を定め、絶え
ず行財政改革に取り組み、財政構造の健全化と安定的な財
政基盤の確立を図るとともに、時代の変化に伴う新たな行
政需要に的確に対応できるよう、簡素で効果的・効率的な
行政執行体制の確立を目指すこととしているところです。
そのため、区としましては、政策の実現に向けて、今後
も、民営化などさまざまな手法を検討しながら、絶えず行
財政改革に取り組んでいきます。
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2013 02 個人 説明会 3 　２点目については、利用者と現場の職員の意見をきちん
と聞くこと。民主主義には時間が必要である。

Ｅ 　区は、「区有施設見直し方針案（中間のまとめ）」の取
りまとめに向けて、これまでに、施設白書について、他の
自治体では行っていない「意見募集」や「区民説明会」の
開催などをはじめとしまして、施設利用者アンケートや無
作為抽出の区民アンケートの実施、「区有施設見直し方針
案（中間のまとめ）」の区民説明会の開催など、区民の皆
さまから幅広くご意見をいただきながら、しっかりと手順
を踏んで取組を重ねてきたところです。
　今後の見直しの具体化の取組に向けて、どのような住民
参画の手法が取り入れられるかにつきましては、ご意見に
沿って、また、視点５「全庁をあげた問題意識の共有と体
制整備」に記載した「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」視点を踏まえなが
ら、施設の具体的な見直しの際に、十分に検討していきま
す。

2013 03 個人 説明会 1 　区有施設見直し実現のための手法１（受益者負担の適正
化）について、今後消費税が上がり、格差が広がり、貧困
が高まる。区民生活も今後どうなるか分からないので、受
益者負担を掲げないでほしい。

Ｂ 　特定の方が施設を利用する場合に、施設を利用する人と
利用しない人との負担の公平性の観点から、利用者に一定
の負担を求めるものが「受益者負担」です。受益者負担に
ついては現在も区民生活に基礎的・必需的なサービスか否
かなどを考慮して差異を設けており、持続可能な施設サー
ビスに向けて受益者負担の適正化を図る際も必要な視点と
考えています。

2013 04 個人 説明会 1 　民間活力の問題点について。これは、低賃金化と、不安
定労働力、使い捨てを助長させることになるので、民間活
力という言葉を使った場合に、どのような社会を到来させ
ようとしているのかが問われるので、こういう言葉を使わ
ないでほしい。他の別な言葉を考えてほしい。この民間活
力は、正規職員、特に中堅職員、意欲を持っている職員の
意欲を喪失させていくので、民間活力に伴う視点というの
が、将来の労働力の問題と職員の問題として、慎重に考え
るべきだと思う。

Ｄ 　民間活力の活用は、限られた財源や職員の中で、防災や
待機児童対策などの新たな課題にも対応しながら、安定的
に区民サービスを提供していくために推進しているもので
すが、民間事業者には労働関係を含む関係法令の遵守も義
務付けています。

16



種別
項目
番号

対応
区分

区の考え方内容
整理
番号

枝番
発言者
区分

2013 05 個人 説明会 1 　基本的に、土地売却はしないでほしい。売却したら二度
と目黒の土地は買えず、また何がどこに必要になるかが分
からない。基本的には土地を売らずに、どのように有効活
用できるか、例えば公園の隣の所は公園と結んで、広場に
しておくなどしてほしい。

Ｅ 　低未利用地等の活用については、施設整備全般にかかる
検討事項であるため、全庁的な事前調整原則（原則２）の
中で、有効活用方法を含めて検討していきます。

2013 06 個人 説明会 3 　男女平等・共同参画センターのところで機能と施設を分
離するとあるが、むしろ充実させて、統合して使ってほし
い。男女平等・共同参画センターは色々な使い方ができ
る。女性労働者はものすごく困っていて、色々な問題を抱
えている。相談機能も含めて、使用によっては、多くの方
が利用できるのではないかと思う。

Ｂ 　男女平等・共同参画センターについては、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、多機能化した
公共施設への機能移転及び民間活力の活用も検討すること
としています。
　現時点では、施設見直しをどう具体化していくのかとい
うことは検討課題であり、各用途別施設に限定した見直し
内容について具体的に説明できる段階ではないため、ご意
見の趣旨は、今後の検討･研究の課題とさせていただきま
す。
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