
１　意見募集結果

２　説明会・意見聴取会実施結果

対応
区分

A
B
C
D
E
F

（３）提出数

個　人 団　体 議　会 計

「区有施設見直し計画素案」の意見募集、説明会・意見聴取会実施結果

（１）受付期間　　平成29年2月15日（水）から平成29年3月21日（火）

（２）周知方法

ア　めぐろ区報（2月15日号）、目黒区ホームページ等
イ　「区有施設見直し計画素案」の閲覧・配布場所
　　総合庁舎1階区政情報コーナー・4階施設改革推進課、地区サービス事務所（東部地区を除く）、行政サービス窓口、住区センター、図書館

種別 開催日時 会場 参加者数 発言者数 意見数

提出者数 32 10 3 45

意 見 数 86 24 28 138

8件
平成29年3月4日(土) 15時00分～17時00分 目黒区総合庁舎 21名 3名 10件

説明会 平成29年3月3日(金) 18時30分～20時30分 緑が丘文化会館 15名 7名

18件
平成29年3月7日(火) 18時30分～20時30分 目黒本町社会教育館 4名 4名 10件

意見聴取会 平成29年3月6日(月) 18時30分～20時30分 東根住区センター 7名 7名

平成29年3月9日(木) 18時30分～20時30分 東山社会教育館 1名

平成29年3月12日(日) 18時30分～20時30分 下目黒住区センター 3名 1名 1件

0名 0件
平成29年3月10日(金) 18時30分～20時30分 中央町社会教育館 7名 3名 12件

3 4 5

区有施設見直し全
般について

区有施設見直し
の進め方につい
て

前期５年間にお
ける重点的な取
組について

用途別施設見直
しの取組につい
て

その他

計 58名 25名 59件

３　項目別の意見件数及び意見に対する対応

検討結果（対応策）

内　　容 （項目番号）

計
1 2

2
意見の趣旨は計画素案で取り上げており、趣旨に沿って取り組む。 8 4 1 1 1 15

意見の趣旨を踏まえて計画素案を修正する。 2 0 0 0 0

8 1 1 15 1

29
意見の趣旨は計画には反映しないが、今後の検討･研究の課題とする。 9 9 33 36 3 90

意見の趣旨は計画には反映しないが、趣旨を踏まえて取り組む。 13 6 1 6 3

197計 49 25 38 61 24

26
その他 9 5 2 3 16 35

意見の趣旨に沿うことは困難である。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1001 1 個人 FAX 廃校の校舎をスポーツジムにしてほしい。
区民の皆様、特にお年寄りの方々に楽しく、面白く、和やかに身体
を動かしながら、スポーツインストラクターの責任者とスタッフで
サポートしながら行ってもらう。施設としては機具、ストレッチ
マット、シャワーがあり、出来ればお風呂・サウナがあると喜ばれ
る。ただ、一番大切なのは利用料金。安くないと。私は30年以上ス
ポーツジムに通っている。その間、病気らしい病気をしたことは一
度もない。安い料金で施設を作り、運営を簡素化し、一人でも多く
の区民の皆様に利用していただくことにより、医療費の削減に一番
効果があると思われる。

4 経営改革推進課 D 統合により閉校した学校の跡地活用としては、現在、旧第六中学校
跡地への保育所、特別養護老人ホームの整備、第四中学校跡地への
保育所、高齢者施設、障害者施設の整備など、民間活力の活用によ
る整備に取り組んでいます。今後も、区有施設見直しの取組などに
より生まれた余剰地などについて、時勢の区民ニーズの把握に努め
ながら、喫緊の課題解決に資する活用に取り組んでいきます。

1002 1 個人 メール現在、目黒区内に知的障害者の入所施設が1施設あるため、もう作
れないとのことだが、実際入所している目黒区民は少なく、他区民
がほとんどを占めているそうだ。これでは、目黒区内にあるもの
の、目黒の知的障害者施設ではない。目黒区の入所施設に、順次目
黒区民が入れるようご指導をお願いしたい。

4 障害福祉課 D 施設入所については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
として、設置運営している施設が主体となって選定対象者の状況等
を総合的に判断し、入所選定を行っています。ご指摘の内容につい
ては、区からも施設側に状況をお伝えし、お願いをしています。

1002 2 個人 メールグループホームの数が全く足りていない。
障害福祉課には、区内知的障害者の入所施設・グループホームの入
所希望者をきちんと調査把握し、是非、知的障害者のグループホー
ムの計画をお願いしたい。また、区有施設の建て替えの際には、知
的障害者のグループホームを含む複合施設の計画を検討してほし
い。
または、区有地を定期借地権付き（50年）で、知的障害者のグルー
プホームを建てようと希望する法人・個人などに貸してほしい。最
近では、親が我が子のためにお金を出し合ってグループホームを建
てようとする動きがある。でも目黒区内は土地が高く、購入するこ
とができない。土地があれば、上物を自分たちで建て、また運営を
どこかの法人にお願いすることができれば、グループホームを建て
ることができる。区有施設の建て替えの際には、区有地の一画でも
構わないので、是非検討してほしい。

4 経営改革推進課
障害福祉課

D グループホーム等の整備については、目黒区実施計画において目標
値を掲げ取り組んでおり、第四中学校跡地でも知的障害者のグルー
プホーム等の整備を進めています。区有施設見直し、区公有地の活
用の動向、整備費や運営費の助成等を踏まえ、優先性や財政負担な
どを総合的に検討しながら、入所を希望されるかたが住み慣れた地
域で暮らし続けていけるよう、グループホーム等の整備・支援に努
めていきます。

1003 1 個人 メール近所のお寺にある公共トイレの近くで横浜や川崎ナンバーの不審者
が止まっていることがあり気持ちが悪い。（人が近づくと走り出し
て行ったり）
公共トイレが住居に近く、嫌なのでお寺にある公共トイレを撤去し
てほしい。またトイレの屋根伝いに子供が上っていたりするので危
ない。不法侵入を何度も注意しているが、入ってくる子供もいて困
る。（庭で怪我をされても困る）

5 生活安全課
みどりと公園課

F 区内の公衆便所は、基準に基づき、駅前、寺社、目黒川沿いなど不
特定多数の往来がある場所に設置しています。ご指摘の子どもの行
動については、維持管理上の課題として見回りや掲示等の対応策を
検討していきます。
あわせて、今後も引き続き生活安全パトロール（青パト）による24
時間365日の巡回パトロールにより、管内の犯罪発生情報の把握・
被害発生場所周辺の重点警戒や、小・中学校の通学時間帯の通学
路、公園の立ち寄り警戒を行っていきます。

「区有施設見直し計画素案」に対する意見と検討結果
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1004 1 個人 FAX 別居親（非監護親）が乳幼児から学童期の子と面会交流で利用でき
る施設（場、スペース）があると良い。オープンに利用できる施設
が目黒区内にあると良い。

4 子ども家庭課 D 総合庁舎別館の「ほ・ねっとひろば」をご指摘の用途で利用した実
績はありますが、その他の施設については今後の検討課題としま
す。

1005 1 団体 書面 社会教育の活動にあたり、区民センター、各社会教育館の研修室を
残してほしい。

3 経営改革推進課
生涯学習課

D 研修室を含む貸室については、今後、施設の利用状況を整理・分析
し、それぞれの施設の設置目的や、施設の有する機能の多面性など
を考慮した上で、継続的に施設を維持していく必要性の有無や程度
等（貸室のあり方）を検討していきます。
区民センター社会教育館へのご意見については、目黒区民センター
のあり方検討の際に参考とさせていただきます。

1005 2 団体 書面 目黒区内の各施設、貸室のあり方、組織の方法をもう少し工夫し、
区民にとってより良い方向に工夫してほしい。

1 経営改革推進課 B ご指摘の点を踏まえながら取り組んでいきます。

1006 1 団体 メール今後、老朽化した施設の対応は急務であり、区の取組は理解でき
る。しかしながら、用途分類「16幼稚園・こども園」において、
「ひがしやま幼稚園は長寿命化を検討するが、建て替える場合は、
認定こども園へ移行する」とある。単に園舎が老朽化したから幼稚
園をこども園化するというのは、全く教育的視点が欠けており、建
物ありきの発想は本末転倒と言わざるを得ない。区が幼児教育を重
視するならばどのように幼児教育を実現するのかという議論が先行
するべき。もちろんその中には目黒区の幼児教育を担っている私立
幼稚園の意見を十分に反映させるべき。幼児教育を議論する前に施
設の検討を進めることについては、反対であることを表明する。

4 経営改革推進課
学校運営課

E 区立幼稚園については、急増する保育需要や、働きながら幼稚園教
育を受けさせたいという保護者のニーズに応える施設が必要と考え
られることから、平成22年6月に「区立幼稚園見直しの基本的方向
について」を決定し、これまでみどりがおか幼稚園、げっこうはら
幼稚園を認定こども園へ移行してきました。ひがしやま幼稚園につ
いても、保護者のニーズに応えることを基本として、施設の老朽化
に伴う将来の改築時期を見据えた上で、認定こども園への移行を検
討することとしています。

1007 1 個人 書面 計画素案の意見聴取会3月、計画案作成5月、計画決定6月では、ス
ケジュールが短すぎるので区民の意見を十分に反映できるとは思え
ない。計画決定までに十分な協議と区民への周知が必要。計画決定
から、取組の実施までの期間が不明なので、明確にすべき。意見聴
取会が3月で、取組の開始はいつになるのか。十分な吟味が必要
だ。

2 経営改革推進課 C 「区有施設見直し計画」の策定に当たっては、まず、平成28年10月
に、計画素案を作成・公表する前の段階で、「計画素案の作成に向
けて検討を行うための材料（検討素材）」を取りまとめ、公表、説
明会、区民意見募集を行ったうえで、平成29年2月に計画素案を作
成いたしました。さらに、計画素案に対する説明会、意見聴取会、
意見募集を行うなど、丁寧にご説明をし、幅広く、しっかりと区民
の皆様のご意見をいただきながら、取組を進めているところです。
区有施設見直し計画策定後の取組に当たっても、適時、適切に情報
を発信・公開して、区民の皆様と問題意識を共有する機会を設ける
など、丁寧に取組を進めていきます。

1007 2 個人 書面 計画案決定までに区民への周知方法を検討すべき（受身の周知では
なく積極的な周知方法を考えるべき。）

2 経営改革推進課 B めぐろ区報や区のホームページ、施設での閲覧など、積極的な周知
を図っていきます。

1007 3 個人 書面 個別案件について、十分な協議、区民の意見が必要。 2 経営改革推進課 D 個別施設を見直す段階での区民参加については、他の自治体でもさ
まざまな手法を取り入れながら進めています。目黒区において、区
民の皆様との合意形成のためにどのような方法が効果的か、他の自
治体の取組事例なども参考にしながら、引き続き調査・研究してい
きます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1008 1 個人 FAX 計画素案について、区の考え方はそれぞれの施設の特性を踏まえ、
施設の機能を従来よりも向上させる可能性を検討していくとある。
私は、区民センターの卓球室を利用し、また美術館をよく訪れる者
だ。是非、この卓球室や美術館がより向上した施設になることを望
んでいる。美術館の建物、内部の落ち着いた雰囲気が好きで、築30
年は経過しているものの、まだ維持していけるのではないかと思
う。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課
文化・交流課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1009 1 個人 書面 東根地区には、いこいの家はあるが児童館がない。東根住区セン
ターの会議室は小学生たちのバレエ教室や書道教室、地域の方は体
操教室をしている。利用率は低くても、東根地区には住区センター
しかないので、いこいの家、児童館、保育園、2、3の会議室利用が
理想。

4 経営改革推進課
西部地区サービ
ス事務所
子育て支援課

D 他の地区に比べて南部、西部地区に児童館が少ないことは課題とし
て認識しており、今後、地域の児童館需要の実態に合わせた適正配
置の検討を行う予定としています。その他の施設についても、取組
に当たっては、「区有施設見直し方針」における「視点３　地域ご
との人口特性や区民ニーズに対応」を踏まえながら取り組んでいき
ます。

1009 2 個人 書面 区の職員、議員を減らし支出を減らしてほしい。 5 経営改革推進課
区議会事務局

F 区の職員については、定員適正化計画を策定し、着実な定員の適正
化を図っており、区の歳出に占める職員人件費は、27.0％（平成22
年度）から21.7％（平成27年度）へと改善を進めてきました。今後
も、引き続き、定員の適正化を図り、人件費の抑制に努めていきま
す。
議員定数については、区政を取り巻く厳しい財政状況等を踏まえ、
これまでにも4名を減員し、36名となっています。他区の状況と比
較しても突出して多い状況とはいえません。区議会は、区民が選出
した区民の代表者である区議会議員で構成され、区行政のチェック
を行うという重要な役割を担っており、そのために必要な定数が条
例で定められています。定数の削減については、慎重な議論が必要
であると考えています。

1009 3 個人 書面 マラソンなどに予算をまわさず、設備投資など、必要なところに回
してほしい。東根小学校、第十中学校の校舎の他、子どもたちが利
用するところに予算をあててほしい。

1 スポーツ振興課 F 目黒シティランは、区民の健康や体力づくりを促進するとともに、
大会の企画・運営に多くの区民や多様な団体が主体的にかかわるこ
とにより、地域活力の活性化及び観光や商業の振興を図り、目黒の
まちの魅力を発信していくことを目的として実施したものです。併
せて東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けそ
の気運を醸成するものであり、今後も必要な取組として実施してい
く予定です。実施に当たっては、効果的・効率的な運用に努めてい
きます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1010 1 個人 書面 地域登録団体になるのが難しく、その上部屋代も値上がりし、利用
しづらくなっていると思う。利用率を上げるためにもっと利用者に
優しく、利用しやすい住区にしたい。

3 地域政策調査課
経営改革推進課
地区サービス事
務所

D 地域活動団体登録制度については、住区内のコミュニティ形成に寄
与する団体が住区会議室を利用しやすくするための制度であり、公
の施設の設置目的に沿った活動や利用に対する支援策の一つとして
設けているものです。個人的活動団体や区外住民団体等と区別する
ためにも基準を定めて、適切に運用していく必要があると考えてい
ます。
施設の利用状況については、今後、住区会議室を含む貸室のあり方
の検討の中で、施設の利用状況を整理・分析し、それぞれの施設の
設置目的や、施設の有する機能の多面性などを考慮した上で、継続
的に施設を維持していく必要性の有無や程度等（貸室のあり方）を
検討していきます。

1011 1 個人 書面 私はこの計画は廃案にすべきと考える。平成3年に策定された「目
黒区生活圏域整備計画」との整合性はどうなるのか。また、各種類
の施設について「統合を検討する」との表記が目立つ。この計画は
マスタープランなのか。だとすれば、危険極まりない思想ものだ。
目黒区が施設で問題にすべきなのは住区制度だ。東京都内でも住区
制度なんて聞いたことがない。住区制度を廃止してムダを排除した
ほうが良い。隣の品川区にはない。なぜ、住区施設があるのか。町
会自治会で十分ではないか。区役所にわざわざ担当組織まであるの
がもったいない。職員は何をやっているのかさっぱりよくわからな
い。情熱も感じない。一部住区は宗教団体の会合にも使われる活動
実態を区は把握していない。

5 地域政策調査課
経営改革推進課

F 生活圏域整備計画については、平成27年度に見直しの必要性の検証
を行い、①施設整備に係る事項、②各種施策・事務事業に係る事
項、③コミュニティ施策に係る事項の3つに分けて整理していくこ
ととしました。それぞれの今後の方向性については、①施設整備に
係る事項は区有施設見直し計画策定作業の中で検討していくこと、
②各種施策・事務事業に係る事項は個々の補助計画を充実・発展さ
せていくこと、③コミュニティ施策に係る事項は課題の整理や方向
性のまとめを含めて改めて早急に議論しながら検討していくことと
しました。
また、住区制度については、③コミュニティ施策に係る事項とし
て、平成28年度からコミュニティ施策の今後の目指すべき方向性に
ついて検討を行っており、今後、区としての考え方をまとめていく
予定です。

1011 2 個人 書面 私の住む目黒本町地域は公共施設も少なく、公園などのみどりも少
ないのが現状だ。この地域には意見募集をするほど多くの施設はな
い。まずは区内平均以上の施設整備を進め、充足させることこそ順
序だ。
施設見直しを都合よく語るのは、税金が持っていかれている目黒本
町地域住民にとっては不満だ。地震災害の被害防止のため、目黒本
町内に活動拠点となる大規模公園緑地・施設等を早期に整備すべき
だ。

5 みどりと公園課 F 目黒本町を含む南部地区については、公園緑地が少なく、公園整備
の必要性が高い地区であると十分認識していますが、住宅の密集地
域でもあり、大規模な公園用地の取得は難しい状況です。このよう
な状況の中、区の取組としましては、防災性向上と居住環境の整備
を目的とした木造住宅密集地域整備事業等街づくり事業を活用し、
近年では、平成22年度に「西小山ニコニコ広場」（65.58㎡）、平
成24年度に「向原町児童遊園拡張」（219.07㎡（旧目黒本町ふれあ
い工房跡地））など、公園の整備に努めてきました。また、昨年度
から今年度にかけて南1丁目の生産緑地を公園用地として取得
（1,262.39㎡）し、平成30年度の開園を目指して準備を進めている
ところです。引き続き、用地情報の把握に努め、公園整備に取り組
んでいきたいと考えています。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1012 1 個人 書面 目黒区民センター体育館について、バリアフリーの見直しをしてほ
しい。
（１）地下（区民プール）～4階（体育館更衣室）までのエレベー
ターを体育館側（B棟）に設置してほしい。
（２）目黒区民センター体育館について、体育施設では今、何が開
催されているか、画面で見られるような設備を1階に設けてほし
い。（視覚による宣伝を含む。）
（３）目黒区民センター体育館について、屋内プールの音響が大変
悪い。開催中も十分に聞こえ、また観覧席にも聞こえるようにして
ほしい。

3 産業経済・消費
生活課
スポーツ振興課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。
（１）エレベーターの設置などの構造躯体の変更を要するバリアフ
リー工事の実施は、多額の経費がかかるため早急な対応は難しいで
すが、バリアフリー化については、引き続き検討していきます。な
お、別棟のエレベーターを利用して、体育館及び屋内プールに行く
ことは可能です。
（２）体育館で開催されている事業を画面で案内する装置の設置に
ついては、多額の経費がかかるため早急な対応は難しいですが、現
在の設備において、表示の仕方を検討していきます。
（３）屋内プール環境については、通年利用することから温度調整
には特に気をつけています。そのため、密閉空間ともいえる形状と
ともに、壁、天井の材質はコンクリート造りとなっていることか
ら、音が反響してしまい、館内アナウンスを明瞭に聞こえるように
するのは非常に難しいと認識しています。平成29年3月には、15個
設置しているスピーカーをすべて交換するとともに、イコライザー
を導入し、音声周波数を調整するなど改善に努めています。

1012 2 個人 書面 目黒区民センターについて、将来的には、屋内と屋外を1つ屋根の
下に設けるようにしてほしい。天候不順な昨今、区内に1つしかな
い長距離プールが使用できない日が多くなってきた。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課
スポーツ振興課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1012 3 個人 書面 五本木住区会議室は、五本木住区センターとさくらプラザに活動場
所があるが、さくらプラザでも事務手続きが出来るようにしてほし
い。

4 中央地区サービ
ス事務所

D 五本木住区会議室の使用料の払い込み等の事務手続きについては、
指定管理者である五本木住区住民会議が行っており、中央町さくら
プラザ内に設置している住区会議室については、五本木住区セン
ターで手続き等をしていただくようお願いしているところです。払
い込み等の受付窓口を中央町さくらプラザ内に設けるには、新たに
管理従事者の配置や受付スペースの設置が必要になるなど、さまざ
まな課題があります。いただいたご意見を含めた住区会議室の運営
等については、現在進めている区有施設見直しや地域コミュニティ
のあり方等の検討内容を踏まえ、利用者の皆様の利便性や施設運営
にかかるコストの縮減の視点等を考慮しながら、今後の検討課題と
していきます。

1013 1 個人 メール区有施設の貸室の利用時間の検討をお願いしたい。
現在は午前、午後、夜間に分かれているが、午後の時間の細分化を
希望する。
例えば、午後1時～3時、午後3時半から5時半にする。

3 経営改革推進課 D ご指摘の点を含むさまざまな事項について、今後、「施設の機能に
着目した見直し」（貸し室のあり方の検討）の取組の中で、整理・
分析・検討する必要があると考えています。
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区分

検討結果（対応策）

1013 2 個人 メール中目黒スクエアの裏手にある2階の部屋は現在使用しているか。
中目黒スクエア完成当時は葬儀に使用していたと記憶しているが、
現在はどのように使用しているのか。

5 東部地区サービ
ス事務所

F 東部地区サービス事務所の会議室として位置づけています。目的外
利用として葬儀にも利用できるようにしており、平成28年度は１件
の利用がありました。

1014 1 個人 FAX 目黒区として、区有施設の有効利用と問いかける事も必要だが、現
在ほとんど利用されない、又は利用率の低い施設、部屋をピック
アップして利用方法がないか区民に問いかけるか、有志でも集まっ
て知恵を出し合う事が大切ではないだろうか。

3 経営改革推進課 D 「低未利用スペースの有効活用の徹底」の取組の中で、現に利用さ
れていない曜日や時間帯がある場合には、その有効活用（タイム
シェア等）を積極的に検討していきます。なお、検討に当たって
は、有効活用を実現するために解決しなければならない課題を洗い
出し、部局等の枠を越えて共有し、全庁的な観点で検討を行ってい
きます。
区有施設の見直しにおける区民参加の方法については、他の自治体
においてもさまざまな手法を取り入れながら進めていますので、目
黒区において、区民の皆様との合意形成のためにどのような方法が
効果的か、他の自治体の取組事例なども参考にしながら、引き続き
調査・研究していきます。

1014 2 個人 FAX 現在、住区センターをはじめとして貸室の利用方法が午前、午後、
夜間となっているが、時間単位で利用できる様に是非お願いした
い。

3 経営改革推進課 D ご指摘の点を含むさまざまな事項について、今後、「施設の機能に
着目した見直し」（貸し室のあり方の検討）の取組の中で、整理・
分析・検討する必要があると考えています。

1015 1 個人 FAX 区民センターの諸施設は築年数も長く、老朽化が進んでいると感じ
ている。中小企業センターホールは、度々改修を要望してきたよう
に、適切な席数ながら使い勝手が悪く早急な改善を希望する。区民
センターのある一帯は、桜の目黒川、ＪＲ目黒駅から近い、広場も
あり、美術館もあるなど、文化の集合地である。八雲の一帯が一大
文化ゾーンになっているように、区民センター一帯の文化ゾーン化
を望む。社会教育施設は多機能化、複合化の可能な施設を作り、周
囲を緑豊かな公園とするのはどうだろうか。莫大な費用が必要にな
ることは必須だが、民間資本を導入するなど、他区の例も参考にし
て財源を確保してほしい。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1015 2 個人 FAX 計画策定に当たっては、計画の段階から区民が参加する協議会を作
り、利用者、一般周辺区民の意見を取り上げてもらうよう、要望す
る。

2 経営改革推進課 D 「区有施設見直し計画」の策定に当たっては、計画素案を作成・公
表する前の段階で、「計画素案の作成に向けて検討を行うための材
料（検討素材）」を取りまとめ、公表、説明会、区民意見募集を行
うなど、幅広く、しっかりと区民の皆様のご意見をいただきなが
ら、取組を進めています。
今後、個別施設を見直す段階においては、他の自治体においてもさ
まざまな手法を取り入れながら進めていますので、目黒区におい
て、区民の皆様との合意形成のためにどのような方法が効果的か、
他の自治体の取組事例なども参考にしながら、引き続き調査・研究
していきます。
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番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
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区分

検討結果（対応策）

1016 1 団体 FAX 区民センターの諸施設の中には、社会教育館、図書館、ホール、ス
ポーツ施設など社会教育関係の施設が集中している。これらの施設
は、築後40年以上経ち、老朽化が進み、設備も古くなっている。区
民センターは東部地区の拠点施設で、これからの時代のニーズに対
応した快適な施設にするには、全面的な改修が必要と考える。大規
模改修には莫大な経費が予想されるが、財源の一部を民間との連携
により捻出することも検討課題として有効かと思う。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1016 2 団体 FAX 中小企業センターホールについて、団体活動発表の場として400～
500席の中規模ホールが必要だ。しかしホールの現状は、文化ホー
ルとしての機能が満たされておらず、バリアフリーにもなっていな
いので、利用しにくい状況になっている。施設運営についても、産
業経済・消費生活課の所管になっているが、パーシモンホール、Ｇ
Ｔホールと共に一括で指定管理者に委託することが望ましいと思
う。いずれにしても早急に改善してほしい。

4 産業経済・消費
生活課
文化・交流課

D 中小企業センターホールの建設当時は、現在のようなバリアフリー
対応への義務付けもされていなかったことから、現在利用者の皆様
にご不便をおかけする事も多いかと存じます。このホールの管理運
営を他施設と一括して委託することは、現状では設置目的の違いな
どから困難なところですが、ホールの必要性や運営面などについて
は、今後、区民センター全体の見直しの中で検討していきます。

1016 3 団体 FAX 施設の建設、改修に当たっては、計画の段階から区民参加の協議会
を設置して利用者の意見を反映してほしい。

2 経営改革推進課 D 個別施設を見直す段階での区民参加については、他の自治体でもさ
まざまな手法を取り入れながら進めています。目黒区において、区
民の皆様との合意形成のためにどのような方法が効果的か、他の自
治体の取組事例なども参考にしながら、引き続き調査・研究してい
きます。

1017 1 個人 FAX 施設の利用状況をつかみ、分析することは大事なこと、そして、縮
減する方向ではなく他機能への有効活用の方向へ積極的に検討して
いくことが必要。
身近なところでは、保育園はその数が足りず子どもが入所できず、
職を失う人も出てきている。地域では、そうした人がたくさんい
て、早く区はなんとかしてほしい！と切実に声を上げている。早急
に空き施設や土地を見つけ、そうした人たちの声にこたえてほし
い。

3 経営改革推進課 D これまで区では、上目黒小学校校舎の一部を活用した保育所整備
や、青少年プラザの和室をタイムシェア方式として学童保育クラブ
を拡充整備するなど、既存の区有施設の有効活用に取り組んできま
した。
今後も、低未利用となっているスペースについては、新たな行政需
要への活用や、より行政需要の高い他用途への転用を進めることに
より、子育て支援の充実や超高齢化社会への対応をはじめとした各
種行政サービスの質の向上を図っていきます。

1017 2 個人 FAX 千葉、神奈川など近県では、団地やマンションの1階に保育所をつ
くり、助かっているという声も聞く。複合的に考えていくこともメ
リットが大きいと思う。目黒でも積極的に考えてほしい。

5 保育計画課
都市整備課

D これまでも一定の規模の大規模集合住宅を建築する際には保育所等
の設置に関する協力をお願いしていますが、マンション内への保育
所設置には至っていません。
現在、他自治体の事例等も踏まえ、大規模マンション等の建築に際
して事前に保育所の設置に関する協議を義務付けるなどの対応につ
いて検討を行っています。

1017 3 個人 FAX 区有施設は大切な区民の財産だ（区有地も）。民間に安く売り渡す
ことは絶対にしないでほしい。限られた財源という割には区長は安
易に民間に渡す傾向があることは問題だ。地域にある施設は高齢化
してくる区民にとっては大事な場所で、減らす方向でなく区有施設
として充実させていく方向で考えてほしい。

1 経営改革推進課 D 区有施設見直しは、「限りある財源の中で、さまざまな工夫をする
ことにより、将来にわたって、区有施設の快適性・安全性を確保し
続けるとともに、施設に対する区民ニーズの変化に的確に対応して
いく。」を目的としており、用地の売却や、施設を減らしていくこ
とだけを目的としているものではありません。
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1018 1 団体 メール計画素案における目黒区美術館の今後の方向性として、「第3章第3
節目黒区民センターに関する検討」の中で、区民センターを取り巻
く課題の一つに周辺施設との複合化が挙げられ、課題の整理、基本
的な方向性の検討を経て平成33年度以降、具体的な取組を実施して
いく旨のスケジュールが示されている。
昨年の検討素材に対する意見回答の中で、美術館については、区民
センターのあり方の検討の際、様々な特殊性を考慮していく必要性
の意見を参考としたい旨の回答があった。
ついては、区民センターに係る平成29年度からの課題の整理の段階
から、美術館を含め、関係する団体の意見聴取やオブザーバー参加
などの機会を持っていただくよう要望する。

3 経営改革推進課
文化・交流課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。このよう
な特徴から、そのあり方などの検討には一定の時間が必要であると
考えています。
個別施設を見直す段階での区民参加については、他の自治体でもさ
まざまな手法を取り入れながら進めており、目黒区民センターに関
する検討を行う上では、区民の皆様との合意形成のためにどのよう
な方法が効果的か、他の自治体の取組事例なども参考にしながら、
引き続き調査・研究していきます。

1019 1 個人 書面 文化施設の見直しをするとの話を聞いた。現状、将来を見据えての
計画、よく理解できた。めぐろパーシモンホール、目黒区美術館は
よく利用させてもらっている。目黒らしい今の雰囲気を是非次の世
代にも引き継げられたらと思う。

4 文化・交流課 D 文化ホールと目黒区美術館は、区民の芸術文化活動の拠点として大
きな役割を担っています。今後もこの役割を踏まえながら、改めて
施設の利用状況を整理・分析し、施設コスト縮減の観点から実効性
のある有効活用の方策を検討していきます。

1020 1 個人 メール計画素案について、大旨同意見ではあるが、具体的に小学校、中学
校は早く統合したほうが良いと感じている。
目黒区においては、児童数は増えているかもしれないが、教育に関
して意識が高いご両親が多く、また共働きのご家庭が多く、その結
果保育園は不足しているが（なかなか入れず困っている家庭が多
い）、小学校や中学校は私立に通わせるご家庭が多いのが現状だ。
よって、原町小学校などはかろうじて1学年2クラスあるが、1クラ
スになってもおかしくない状況だ。かと思えば　碑小学校は人気
で、他の学区からも申し込みが絶えない状況だ。また　共働きが多
いため、お子様を私立に通わせながら学童には通わせるご家庭があ
るのも事実だ。小学校1学年1クラスしかない、いわば分校のような
ところに我が子を通わせたくないという気持ちはわかるような気が
する。したがって、いち早く統合する事は無駄を無くすだけでな
く、その地域の活性にもつながると考える。

4 学校統合推進課
学校運営課

F 区立小学校の児童数は、近年増加を続けています。ご指摘の原町小
学校については、本年度、小4～小6はそれぞれ1学級ですが、小1～
小3はそれぞれ2学級となっており、特に新1年の児童数は51人と
なっています。このように、今後とも区立小学校の児童数の推移は
住民登録者数の推移と合わせて注視していく必要があることから、
現在、区立小学校の統合は考えていません。
一方、区立中学校については、小規模化の傾向が続いており、教育
委員会としても学校の魅力づくりに取り組んでいるところですが、
なかなか解消できません。大人への過渡期にある中学生にあって
は、多様な人間関係の中で、「生きる力」を身に付けていくことが
極めて大切です。このような課題に対応するために、引き続き統合
を進めていきます。

1020 2 個人 メール区営住宅などは定期的に居住者の情報を管理し、見直すべきと感じ
る。なぜ、区営住宅の広々とした駐車スペースに外車が並んでいる
のか。普通にまともに税金を納めている区民なら不公平を感じるの
では無いだろうか。区民の中にはいろいろな訳があって、もっと
困っている方がいるように思う。

4 住宅課 D 区内の都営住宅には駐車場を有する住宅もありますが、区営住宅の
中で定期使用できる駐車場を有する住宅は2住宅（4台分）であり、
かつ使用者は車椅子使用者等に限定されています。ご意見の趣旨
は、駐車場の活用を検討する際の参考とさせていただきます。

1020 3 個人 メール区の人口が減少していく問題は、区有施設の見直しをして無駄を仕
分けする方向だけでなく、もっと前向きな魅力ある区を目指す事が
大事と考える。
具体的には、H22年には区で景観条例も制定されたことだし、その
景観条例に基づき魅力ある区を目指すことで、その結果人が集まり
財政も豊かになると考える。

1 経営改革推進課
都市計画課

C 区有施設の見直しは、「過去に集中的に整備した多くの区有施設の
更新が必要となるが、人口減少と高齢化の進行によって施設更新の
ために使える予算は減少していく」というジレンマに直面する状況
下で、無駄を仕分けるだけでなく、時代の変化とともに変わってい
く施設ニーズに的確に対応していくことも目的としています。ま
た、景観条例に基づく魅力ある街づくりについても、引き続き取り
組んでいきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1021 1 個人 書面 計画素案を読み、頭を抱えた。なぜ施設見直しに「施設の質の向
上」や「バリアフリー化」、「環境対策」、「防災強化」等を掲げ
ないのか。文中の「統合を検討する」等の表現は「誰の意見？」と
感じた。文章全体的に「お金がないから何もやらない」と言ってい
るようだ。目黒区は税金を何に使っているのか。

1 経営改革推進課 B 区有施設の見直しは、「限りある財源の中で、さまざまな工夫をす
ることにより、将来にわたって、区有施設の快適性・安全性を確保
し続けるとともに、施設に対する区民ニーズの変化に的確に対応し
ていく。」ことを目指しており、快適性や安全性を確保するため
に、「質の向上」、「バリアフリー化」、「環境対策」、「防災強
化」にも取り組んでいきます。

1021 2 個人 書面 駒場公園和館は国の重要文化財だ。国施設に準ずる施設として、こ
の計画から外すべきではないだろうか。文化財を軽んじて論じてい
るようだ。このようなことだから、「郷土目黒」が休刊になったの
だと感じた。

4 経営改革推進課
みどりと公園課
生涯学習課

E 駒場公園内の和館を含む旧前田家本邸は、平成25年に国の重要文化
財に指定されました。築90年近く経つ由緒ある建造物であり、安全
で快適に利用できるよう計画的な対策を行う必要があることから、
本計画の対象としています。保存修理にあたっては、東京都と目黒
区で策定した「旧前田家本邸保存活用計画」に基づき、文化庁、東
京都と連携して実施していきます。

1021 3 個人 書面 施設見直しはケースバイケース。施設見直しを母数の乏しいアン
ケート調査や根拠の乏しい人口予測を利用して論じることはやめて
ほしい。施設見直しよりもこの計画自体を見直してほしい。

1 経営改革推進課 E この取組は、今後老朽化した区有施設をすべて更新していくことは
財政的に不可能なことから、区民ニーズを踏まえ、現状のサービス
水準をできるだけ維持しながら、見直しを図っていくもので、これ
まで区では、区有施設見直しに関する区民アンケートのほか、施設
白書への意見募集や施設利用者へのアンケートの実施、「区有施設
見直し方針案（中間のまとめ）」へのパブリックコメントなど、区
民の皆様から幅広くご意見をいただきながら、区有施設見直しの取
組を進めてきました。さらに、区有施設見直し方針の具体化である
「区有施設見直し計画」の策定の過程では、計画素案を作成・公表
する前の段階から、「計画素案の作成に向けて検討を行うための材
料（検討素材）」を取りまとめ、公表、説明会、区民意見募集を
行ったうえで、計画素案を作成しました。このように、幅広く、
しっかりと区民の皆様のご意見をいただきながら、取組を進めてい
るところです。

1022 1 個人 書面 大田区立「さぽーとぴあ」のような「障がい者総合サポートセン
ター」を目黒区にも作ってほしい。大田区の「さぽーとぴあ」に
は、現在、目黒区内で不足していると思われる①「相談支援」部
門、就労支援事業や就労定着支援やたまり場活動も含めた②「就労
支援」部門、自立訓練（身体障害、難病等の方を対象とした機能訓
練）や、自立訓練（知的障害、精神障害、発達障害、高次機能障害
の方を対象とした生活訓練）を行う③居宅支援部門、そして、障害
のある人のための余暇活動を支援したり、理解啓発活動、ボラン
ティアをする人のための活動室や情報コーナー、区内作業所の自主
生産品などを展示、販売するためのＣＡＦＥ等を行う④地域交流支
援部門が入っている。また、ここは新たに32年度の開始を目指し、
⑤医療ケア込みのショートステイ（7床）や、⑥学齢期の発達相談
支援を行う部門を増築している。地域の方とも交流できる多目的室
等も設け、災害時の福祉避難所にもなるようなセンターを目黒区に
も作ってほしい。

4 障害福祉課 D ご意見の内容については、区の施策として既に取組を行っているも
のや今後の施策として取組を予定しているものもあります。一つの
施設で総合センターとするのか、複数の施設が連携して総合的な支
援を進めていくのか、区有施設見直し、国公有地の活用等を視野に
入れて、多角的に検討していきます。

1023 1 個人 メール計画素案はとてもわかりやすく、良くできていると思う。 1 経営改革推進課 F 区有施設見直しの取組は、区民の皆様の理解・協力が不可欠である
ことから、今後も区有施設見直しに関する情報をわかりやすく発
信・公開していきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1023 2 個人 メールどれだけの目黒区民がこの計画素案、また区有施設見直し計画を
知っているのか、疑問に感じた。

2 経営改革推進課 C 区民の皆様への効果的・効率的な周知方法については、引き続き、
他の自治体の事例などを参考にしながら調査・研究していきます。

1023 3 個人 メール施設の多くを利用したことのない区民が多数いると思う。利用者と
非利用者の見直しの考え方にギャップを感じる。

1 経営改革推進課 F 見直しの取組に当たっては、区有施設の維持管理等にかかる経費に
は、施設利用者の支払う使用料（受益者負担）に加えて、多くの財
源（税金等）が使われていることを丁寧に説明し、理解を得ながら
進めていくことが重要だと考えています。

1023 4 個人 メール計画素案を多くの区民に目を通してもらう努力が必要だと思う。そ
の際には、200ページに及ぶものでなく、簡潔な資料であれば良い
と思う。

2 経営改革推進課 C 計画書の本編は、区民の皆様にとってよりわかりやすいものとする
ため、図や表、地図などを多く用いた結果、200ページ弱のボ
リュームになりましたが、全体像をより簡潔にご理解いただくため
に、併せて、概要版を作成しています。

1023 5 個人 メール財政面、耐久性、安全性、人口推移、利用、ニーズ、あらゆる角度
から問題提起、状況把握、調査、そして実行、解決に向けての抜本
的な改革が必要と考える。

1 経営改革推進課 C ご指摘のとおり、現状を整理・分析しながら、将来を見据えつつ、
社会情勢の変化に柔軟に対応しながら取り組んでいくことが必要だ
と考えており、可能なところから着実に取組を進めていきます。

1023 6 個人 メール 40年間で15％縮減とあったが、スピード感を持って対処することが
重要と思う。

1 経営改革推進課 B 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から、「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
の認識を持っています。区有施設見直し方針では、「今後40年間で
施設総量の15％縮減を目指す」と定めていますが、この「40年間」
は、あくまでも全体的な目標数値の期間を示したものであり、区有
施設見直しの取組の効果が40年後に出れば良いというものではあり
ません。できるだけサービス水準を維持しながら、可能なところか
ら着実に取組を進めていきます。

1023 7 個人 メール目黒区民の多くが区の財政難に危惧を抱いていると思うので、目黒
区の確固たる信念で説明がなされれば、大幅な廃止や統合も区民の
納得は得られると思う。
また、具体的な数値やこれからの目黒区のビジョンがしっかり提示
できれば、見直しは多くの区民に理解が得られると考える。

2 経営改革推進課 C すべての区有施設は、公的な設置目的があり、その目的に沿って利
用者の方がいらっしゃいます。一方で、それでも、将来的に全部の
施設は持ちきれないことが見込まれることから、長期的な視点に
立って工夫をしていこう、というのが目黒区の区有施設見直しにつ
いての基本的な認識です。よって、区有施設の見直しは一定の時間
が必要なものと考えており、個別の施設の見直しの際は、区民の皆
様に丁寧に説明しながら、取組を進めていきたいと考えています。

1023 8 個人 メール「できるだけサービス水準を維持しながら…」、「稼働率だけでは
閉鎖しない…」等の文章はあやふやな印象を与える気がした。

1 経営改革推進課 C 区有施設の見直しは、区民のニーズを踏まえ、現状のサービス水準
を維持しながら行うことを基本としています。具体的な見直しの内
容は、個々の検討を進めていく中でお示ししていきます。

1023 9 個人 メール見直し案をネガティブに考えるのではなく、思い切った改革をし、
多くの方に移り住んでいただけるような斬新な計画を願う。

1 経営改革推進課 C 区有施設見直しは、できるだけサービス水準を維持しながら、対応
可能な部分から着実に進めていきます。
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番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
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区分

検討結果（対応策）

1024 1 団体 メール計画素案でも、当面、目黒区の児童数が増加傾向にあるとされてい
る。また、経済状況などから、保育所や学童保育などの保育サービ
スを必要とする児童数は、将来的な年少人口の減少とは別に、増加
傾向にもある。これを踏まえると、計画素案では年少人口のピーク
は2019（平成31）年としているが、保護者の就労などにより保育需
要はその後も横ばいか微増という傾向にあるとも言える。計画素案
では、民間活力の導入も含めた施設との複合化などにより適正配置
などを検討していくとあるが、今全区的に不足している学童保育の
状況に対して、具体的な他施設との複合化などの計画が明確になっ
ていない。まずは必要量を確保することが必要と考える。

4 子育て支援課 D 学童保育クラブの利用希望者数は、増加傾向が見られますが、全体
的には受入可能な人数を下回っている状況です。一方で、地域によ
る偏りや年度によって利用希望者が集中する地域が異なる流動的な
側面もあり、状況に応じた環境整備は必要であると認識していま
す。増設については、偏在化、流動的な保育需要を見極めるととも
に、区有施設見直し方針の考え方を踏まえ、区有施設等の有効活用
を中心に検討し、現在、旧平町エコプラザ、旧守屋教育会館などの
区有施設や、旧東京法務局目黒出張所跡地の国有地を活用した学童
保育クラブの整備などの検討を進めています。
今後も、喫緊の課題解決に向けて、区有施設の再編の過程で生じた
スペースの有効活用などを検討していきます。

1024 2 団体 メール計画素案では、旧平町エコプラザ跡地を児童館・学童保育クラブと
して新設する計画となっている。また、別計画として、上目黒5丁
目に新設学童保育クラブ、旧守屋教育会館跡地にも、保育所とあわ
せて学童保育クラブの新設など、学童保育の入所需要増加を見越し
た新設計画があると聞いた。学童保育クラブへの入所申請が増加し
ていることを踏まえての計画として、本当に感謝している。しかし
一方で、東部地区では不動、区民センター、中目黒で1 クラブに
100人を超える入所申請に対し、他の施設を間借りするなどして緊
急対応している状況や、八雲小学校・東根小学校区域では、入所需
要が増加している中、児童館や学童保育クラブの新設などについて
計画できていない状況がある。また、南部地区のひもんや、中央地
区の油面などでも、恒常的な入所需要の増加があるが、抜本的な解
決に向けた新設などの計画が具体化されていない。
1クラブの入所児童数の適正規模を、国は「おおむね40人」として
いるが、目黒区の学童保育設置条例では、1クラブの定員をおおむ
ね50人としている。しかし現状では、目黒区の定めた「定員」を守
れている学童保育クラブは、26ある学童保育クラブのうち2016（平
成28）年度で5か所、2017(平成29)年度では4か所しかない。学童保
育クラブに通う子ども達が放課後を安心、安全に過ごすための生活
の場としての学童保育クラブを、適正規模の、せめて区の条例にあ
る定員を守って配置できるように、必要な施設配置計画を区有施設
見直し計画の中で作ってほしい。

4 子育て支援課 D ご指摘のとおり、目黒区学童保育事業の運営に関する条例施行規則
では、概ね1つのクラブの単位として定員50名を基本としていま
す。また、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例では、「遊び及び生活の場としての機能を備えた
専用区画の整備と支援の単位を構成する児童の数を40人以下【当面
60人】としている」と定めていますが、60名以上になる場合につい
ては、施設条件が整うことを前提に2つのクラスに別けて保育を実
施していくよう検討を行っていきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1024 3 団体 メール区有施設見直し計画素案の中で、区有施設の総延床面積を縮減して
いく根拠となっている将来人口推計では、年少人口のピークを
2019(平成31)年としているが、本当に予測通りに年少人口は減少す
るのだろうか。以前は年少人口が2015（平成27）年をピークに微減
していくと予測していた。計画素案でも、区立小学校では現在児童
数が増加しており、将来の小子化の時期を見据え、適正規模を検証
するとしているだけで、年少人口のピークと減少時期を明確にでき
ていないようだ。
区内を見渡すと、ファミリー層を対象とした大型マンション等の建
設も進んでいて、年少人口が仮に減少したとしても、保護者の就労
等による保育需要は減少するのだろうか。「将来人口推計」が確実
ではないとすれば、区有施設縮減は間違った方向に進むことにな
る。10年を単位として5年ごとに見直すことを今回の計画で提起し
ていることを踏まえ、確実に見込まれる福祉施設の不足を解消する
施策を計画で提案してほしい。

4 経営改革推進課 D 将来の人口推計などのさまざまな分析は、社会情勢の変化などに左
右され、一定程度変わっていくとの認識のもと、適時適切に見直し
ながら進めていくこととしており、今回の計画策定に当たっても、
当面人口増加が見込まれることから、計画期間内における具体的な
縮減目標は定めていません。
福祉施設の不足解消に向けては、現在区では、旧第六中学校跡地へ
の保育所、特別養護老人ホーム、第四中学校跡地への保育所、高齢
者施設、障害者施設の整備などを、民間活力を活用して実施してい
ます。また、区有地のほか、国有地を活用した子育て支援施設や高
齢者施設の民間事業者による整備も検討を進めています。

1025 1 個人 メール計画素案を読み、多くの施設を健全に運営する難しさは大変な努力
と労力、そのための資金、長期にわたる計画が必要であることがよ
くわかった。しかし、他にはない優れた活動をする施設は今後の目
黒区のためにも大切にすべきではないだろうか。私はむしろ目黒区
美術館を文化都市目黒区の中核施設として今まで以上に資金、人材
面でも活動を後押しして頂きたいと希望している。財政には厳しい
事情があるかと思うが、施設のコンディションは良好のようだし、
この美術館を愛する多くの区民、ファンの方々、ボランティアメン
バーも含め人材にも恵まれている。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課
文化・交流課

D 美術館を含む目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設
で、区有施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設
です。また、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものと
なることが見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調
査・研究すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含
めて、将来的な目黒区民センターのあり方などを多角的に検討して
いきます。

1026 1 個人 メール保育園4園の民営化について、取り止めてほしい。
区の方針で決定しているものとの認識はあるが、今このように「保
育園が足りない！」「待機児童解消」が社会問題になっているとき
に、区は民営化をやめ、老朽化して建て替えのところも、区立を引
き続き維持してほしい。そのように民営化をしなければその分保育
所は私立保育所建設と合わせかなり増設できるはずだ。また、区立
保育園は、公の施設として目黒の保育水準の向上のため中心的役割
を担ってきた。そして地域の子育て支援ネットワークの要の機能も
果たしている。これからも民間保育園と協力し合ってより良い保育
行政を担う中心となるものだ。北区では新たに公立保育園を増設し
ている。目黒区でも民営化をやめ、区立として残すことはできるは
ずだ。

4 保育施設整備課 E 区立保育園の民営化は、 待機児童の解消に向けた保育所定員の拡
大、保育園の老朽化対策や保護者の多様な働き方に合わせた保育時
間の延長などの多様な保育ニーズへの対応、 限りある財源の中で
将来にわたって継続的に安定した行政サービスを提供していくた
め、保育分野においても民間活力の活用の推進や効果的かつ効率的
な執行体制の構築が必要であるといった課題解決のため、平成25年
4月に策定した「区立保育園の民営化に関する計画」に沿って進め
ていくものです。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1026 2 個人 メール区の遊休施設、大規模改修、公園、学校空き施設等々について、保
育園・学童保育クラブなどの緊急な増設を入れてほしい。三田地域
の区施設、川の資料館など、29年度以降に検討するのではなく、す
ぐに計画着手し、建設を進めるスピード感をもって進めてほしい。

4 産業経済・消費
生活課
子育て支援課
保育計画課
みどりと公園課

D 子育て支援施設の整備に当たっては、2方向避難路や採光の確保、
定員1名当たりの床面積や備えるべき設備などさまざまな施設基準
が定められています。そのほか、ご指摘の「旧川の資料館」につい
ては増水時の危険性、「三田地区店舗施設」については商業の活性
化を目的とした施設であることから、これらの状況を踏まえながら
検討を進める必要があります。また、整備・運営に当たっては、近
隣住民の皆様のご理解とご協力が必要ですので、丁寧に説明しなが
ら取組を進める必要があると考えています。いずれにしても、子育
て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つですので、スピード感を
持って取り組んでいきます。

1026 3 個人 メール第二田道保育園跡地について、新たに都にかけ合って保育所建設が
出来ないだろうか。

5 経営改革推進課
保育計画課

E 建築物の建設に当たっては、建築物の敷地が、道路に2メートル
（ないし3メートル）以上接しなければならないとする義務があり
ます。ご指摘の第二田道保育園跡地は公道に接していないため、新
たな建築物の建設は建築基準法上困難であると認識しています。

1026 4 個人 メール区民センターの大規模改修、学校空き施設、公園、国有地なども、
待機児童対策として、緊急度の高い認可保育所増設を是非検討の中
に入れてほしい。教育委員会との縦割り行政を何とかして連携し
て、学校利用も進めてください。
公園は特区のことが変わり、検討しやすくなったと思う。他区でも
公園活用が増えている。目黒区も積極的に地域性を考え、計画して
ほしい。

4 保育計画課
みどりと公園課

D 子育て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つと考えており、現在
区では、補助金などを有効活用した民間事業者による施設整備を進
めています。平成29年4月には上目黒小学校内の一部を活用して私
立認可保育所を整備し、現在は、旧第六中学校跡地及び第四中学校
跡地への保育所整備や、国有地を活用した子育て支援施設（保育
所、学童保育クラブ、児童館）整備の検討などを進めています。
公園での保育所整備については、区内の公園は住宅地に囲まれた小
規模なものが多く、保育所整備には敷地が一定程度必要なこと、他
区に比べ目黒区は公園緑地が不足していることなどから、条件整理
を行い検討する必要があります。今後、他区の事例なども踏まえな
がら、検討を進めていきます。今後も、区有施設見直しなどにより
生まれた土地や施設について、時勢の区民ニーズの把握に努めなが
ら、喫緊の課題解決に資する活用を図っていきます。

1026 5 個人 メール遊休民有地の活用をし、認可保育園等の増設、公立保育園の分園等
による定員拡大を計画に入れてほしい。都は、保育園等の用地貸出
者に固定資産税免税制度を予算化したと聞く。もっと区民にアピー
ルして知らせ、民有地活用の実効性を高めてほしい。

4 保育計画課 D 現在区では、民間の土地や建物を活用した賃貸型認可保育所の整備
に力を入れており、現在のところ、区内4か所で、平成30年4月開園
へ向けた準備を進めているところです。今後も民間の土地や建物の
活用が必要と考えているため、減税や各種補助制度に関する周知に
努め、活用促進が図られるように取り組んでいきます。
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1026 6 個人 メール社会問題化している待機児童対策に、保育園を増設して取り組むス
ピード感が求められている。保護者の方は、「今が苦しい」のだ。
5年先ではない。来年増設11か所は聞いているが、その先少なくて
も3年計画が今出来ていないと間に合わないのが現状だと思う（建
設が遅れる、住民対応に時間がかかる、変なものが地中から出てき
た・・などの計画通りに行かないことがあるのは当然かも。そこを
見越して計画を立ててほしい）。待機児解消に実効性のある計画を
望む。

4 保育計画課 D 区では、増加する保育需要に応えるため、認可保育所の新設整備を
中心として、過去6年間に1,500人以上の保育定員の拡大を図ってき
ました。
平成28年4月にはからすもり幼稚園跡地に桑の実中目黒保育園、小
規模保育施設として不動児童館内に不動さつき保育園が、平成29年
4月には、目黒区総合庁舎の駐車場の一部に3階建ての園舎を整備し
た中目黒ちとせ保育園、上目黒小学校の校舎の一部を改修したアス
ク上目黒保育園が開園しました。現在、第六中学校南側跡地、第四
中学校跡地といった区有地を活用した保育所整備や、油面小学校正
門横や旧東京法務局目黒出張所跡地といった国有地を活用した子育
て支援施設の整備などの取組を進めているところです。
引き続き国公有地等の活用や賃貸型認可保育所整備など、さまざま
な手法の活用に努めていきます。

1027 1 団体 メール男女平等・共同参画の推進は、今後の日本社会全体の大きな課題で
ある。そのため、男女平等・共同参画センターは、多様な人に広く
開かれ、だれとでも交流しやすい場所に設置するのが適切と考え
る。区民センターは、多様な施設が入っており、交流の場としてふ
さわしいと考える。そこで、施設の見直し・建て替えに当たって
は、目黒区男女平等・共同参画センターを区民センターの中に組み
込んで頂くことを要望する。
なお、その際には、住民参加の協議会を設置し、住民の意見が反映
されることを希望する。

3 経営改革推進課
人権政策課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1028 1 個人 メール区有施設は「本庁舎」「学校」「文化施設」等多岐に渡り「ロケ
セット」としての価値に溢れている。「区有施設見直し」に関する
区民アンケートの中で60%の方が区有施設の管理運営について「民
間活力の導入」に賛同している。また、それにより区有施設に係る
区の財政負担の軽減が期待されている。この際「経費削減」は当然
の事として「区有施設」の積極的な活用により自ら「収益主体」と
して位置づけその価値に応分の対価を設定することが可能であるこ
とを「ロケーション誘致事業」としてすでに目黒区は13年前から取
り組んでいることを再確認すべきと考える。そして「区有施設の運
用」にあたり、「ロケーション誘致」によるキャッシュフローの獲
得は唯一の方法と言っても過言ではない。

5 経営改革推進課
総務課
文化・交流課

F 現行基本計画の施策の一つに、観光まちづくりの推進を掲げてお
り、「区内観光資源および区施設の有効活用のため、ロケ撮影を活
用する。映像作品をとおして区の魅力を国内外に広く発信し、地域
の活性化を図る」取組を実施しています。今後もご指摘の点を踏ま
え、区有施設の有効活用に向けて、調査・研究をしていきます。
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1029 1 個人 FAX 住宅に関して、計画素案第4章「用途別施設見直しの取組」の部分
の27項目に区営住宅、高齢者福祉住宅のことが記されていない。補
助計画としての住宅マスタープランが出されたら検討していくとの
ことだが、第5回目黒区住宅政策審議会の最終の会議は3月1日で
あった。区有施設見直し計画が6月に決定される中に反映できるか
心配になる。
目黒の公営住宅は23区中で1番少なく、希望しても入居できず、
困っている人が多くいる。目黒区は他区に比べて家賃が高い、低環
境の劣悪な住宅、高齢者の入居を拒む物件、子どもが多くいると入
居が難しい等、区民のかかえているニーズに応えていくことが地方
自治体の大きな役割と考える。高齢者、障害者、子育て中の家庭が
安心して住み続けていける目黒を区民は切望している。「住いは人
権」という理念を区政につらぬいてほしい。

4 高齢福祉課
住宅課

C 区では、平成29年3月に目黒区住宅政策審議会答申を受け、今後、
「住宅マスタープラン」の改定を行う予定としています。
答申では「住宅政策とは単に住宅を提供するだけではなく、区民が
安心して豊かな住生活や住環境の中で住み続けられることが必要」
と示されており、こうした答申の内容を踏まえながら、また、区有
施設の見直しと整合を図りながら、「目黒区住宅マスタープラン」
の改定作業を行っていきます。

1029 2 個人 FAX 今年も保育園に入園できない人が1,000人を超え、目黒区は数年
ワースト3になっている。保育園、学童保育クラブ、児童館を併設
することで将来の人口減少は防ぐことができると考える。子育て支
援が充実することで目黒区に移り住む人が増加する。他区では、併
設が従来より進められている。

4 経営改革推進課
子育て支援課
保育計画課

D 区では、増加する保育需要に応えるため、認可保育所の新設整備を
中心として、過去6年間に1,500人以上の保育定員の拡大を図ってき
ました。
現在、平成30年4月に11園、718人の保育施設定員の確保に向けた取
組を進めており、さらに平成31年4月までに賃貸型認可保育所5園を
開設できるように今後事業者の公募を行っていきますが、昨今の保
育需要を踏まえさらに保育所整備の促進が必要と認識しており、引
き続き国公有地等の活用や賃貸型認可保育所整備など、さまざまな
手法の活用に努めていきます。
また、現在旧守屋教育会館跡地を活用した区立保育園の移転・民営
化に併せて学童保育クラブを併設した施設整備に向けた取組を進め
ています。さらに、旧東京法務局目黒出張所跡地の活用について
は、児童館、学童保育クラブ及び保育所を併設した子育て支援施設
の整備を検討しています。今後学童保育クラブの需要もさらに増え
ることも想定されることから、保育所や学童保育クラブ等の子育て
支援施設の整備促進についても検討し、取り組んでいきます。

1030 1 個人 FAX 計画素案には、各施設の広さとか利用率などばかり詳しく表にして
書いてあるが、本当にパブコメを取り上げようとするのであれば、
まず建て直し予定の施設を具体的にあげてほしいと思った。ただ漠
然と広さや、その様な事ばかり資料として提供されても、パフォー
マンスのようにしか思えない。
例えば、区民センター等は複雑な構造になっていて、エレベーター
は2か所あるが、イベント等を行う場合非常にわかりにくい。それ
なのに、年に何回かイベントが行われ、古くて小さなエレベーター
にぎっしりと区民が乗っている。もし震度７以上の地震でもあった
らと思うと、身の毛もよだつ思いがする。トイレも汚いし、犯罪の
温床になりかねない所もある。社会教育館が入り、中小企業セン
ターが入り、消費者センターが入り、本当に複雑である。もっと
あっさりと建て直すことはできないものだろうか。分野に分けて建
て直してもらいたい。何しろ古いといつも思う。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課

D 区有施設の見直しは、区民の皆様との問題意識を共有することが大
切であると考えており、計画では、その材料として各施設の広さや
利用率などの客観的なデータを掲載しています。区では、将来に備
えて今のうちから区有施設の総量を減らしていくために必要な検討
を行っていくことが必要であると考えており、必要な情報を区民の
皆様にお示しすることが重要だと考えています。
なお、目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有
施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。ま
た、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなること
が見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究
すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将
来的な目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきま
す。
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番号
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区分

検討結果（対応策）

1031 1 団体 FAX 私たちの団体では、平和で健康で文化的な生活を送るためにさまざ
まな活動をしている。絵手紙、朗読会、小物づくり、料理教室、水
泳等々、これらの活動は住区センター、社会教育館、ホール、プー
ル、調理室の利用なしには成り立たない。しかし、これらの施設の
使用料の値上がりや給湯室不使用のため、大変活動がしづらくなっ
ている。
社会保障費増加の懸念は私たちも共有できる。だからこそ発想の角
度を変えて、区民がいつまでも元気で自分の手と足で生活できる環
境をサポートするのが区政ではないだろうか。もちろん予算も考え
るべきだが、区有地は区民の宝、簡単に手放すべきではない。削減
ありきではなく、ぜひ私たちの納得できる方向で見直しをお願いし
たい。

1 経営改革推進課 C 区有施設は、区民全体の貴重な財産ですので、その見直しにおいて
は、区民の皆様のご意見をいただきながら、全庁をあげて検討して
いくことが必要と考えています。
また、区有施設見直しなどにより生まれた土地や施設については、
売却前提ではなく、他の用途に転用できるか、喫緊の課題解決に資
するか、など個々の状況に応じて多角的に検討していきます。

1032 1 個人 FAX 一案に色々と意見集約の上、検討し実行するのだろうか。結論が出
る迄に時間がかかりすぎている様で、これは人員が多く必要となる
一因だ。人員が多くなると仕事を探す方向になり、採算度外視の行
動をとりがちになる。区として1番、次2番を区民の要望を満たすこ
とを決めて進めることが最良だと思う。同時に区議を含め職員を
10％くらい減らすことが人件費の減少につながり、区の予算が豊か
になると思う。更に組織の簡素化と縦割り行政の解体が必要だと思
う。物事が早く進む様になり処理件数が増える様になると思う。
組織の改革は是非行って、不要な部署は減少させることが要件だと
思う。

1 経営改革推進課
区議会事務局

F ご意見の趣旨を踏まえ、スピード感を持って取り組むとともに、効
果的・効率的な行政運営に努めていきます。
なお、区の職員については、定員適正化計画を策定し、着実な定員
の適正化を図っており、区の歳出に占める職員人件費は、27.0％
（平成22年度）から21.7％（平成27年度）へと改善を進めてきまし
た。今後も、引き続き、定員の適正化を図り、人件費の抑制に努め
ていきます。
また、議員定数については、区政を取り巻く厳しい財政状況等を踏
まえ、これまでにも4名を減員し、36名となっています。他区の状
況と比較しても突出して多い状況とはいえません。区議会は、区民
が選出した区民の代表者である区議会議員で構成され、区行政の
チェックを行うという重要な役割を担っており、そのために必要な
定数が条例で定められています。定数の削減については、慎重な議
論が必要であると考えています。

1033 1 個人 メール目黒区美術館では区民の方々がボランティアとして美術館での監視
やカフェに携わっていたり、内容盛りだくさんのワークショップに
参加したりできるシステムがある。また、特に子供たちへのワーク
ショップの取組が充実している。
計画素案を読み、区民センターの部類の中に美術館が入っていたこ
とが気になった。区民センター自体は古い建物なので、建物の建て
直し、耐震工事を考える必要があるのは当然かと思うが、区民セン
ターと美術館とを一緒に考えるのはいかがなものかと思う。美術館
は美術館としての役割があり、目黒区美術館はその役割を今までの
活動を通して世界に誇れるレベルのものへと成長し続けていると思
う。開館以来さまざまな活動をして成長してきた美術館をぜひ目黒
区の世界へ誇れる施設として、これからも大切にしてほしい。

3 経営改革推進課
文化・交流課

D 美術館を含む目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設
で、区有施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設
です。また、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものと
なることが見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調
査・研究すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含
めて、将来的な目黒区民センターのあり方などを多角的に検討して
いきます。
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検討結果（対応策）

1034 1 議会 メール区有施設見直し方針では、今後40年間で総延床面積を15％縮減する
目標を定めた。また、方針を策定した平成26年度から40年間の区有
施設の更新経費試算では、当初10年間の更新経費が年平均98.9億円
と最もかかると試算されている。計画素案では、前期5年間を「年
次計画を定める5年間」、後期5年間を「取組目標を定める5年間」
と定義し、具体的な縮減数値目標を定めていないが、少なくともこ
の10年間の縮減目標を定める必要があるのではないか、見解を伺
う。

1 経営改革推進課 C 区有施設の縮減目標は、将来の人口減少率も踏まえたものとなって
いますが、当面、人口が増加傾向にあることから、期間内での具体
的な縮減目標は定めませんでした。一方で、社会経済状況の変化等
に伴い、求められる施設サービスも変化していくものと考えていま
すので、スピード感を持って取組を進めていく必要性は認識してお
り、計画策定後、個々の見直しの取組を進めていく中で縮減を図っ
ていきます。

1034 2 議会 メール区有施設見直し計画の実効性の成否が、今後の目黒区政運営にとっ
て最も重要な取組の一つと考える。しかし、計画素案に対する説明
会や、意見交換会への区民の出席が少ない。6月には区有施設見直
し計画を決定するとあるが、今後とも区民に関心をもって頂けるよ
う、引き続き取組が必要と考えるが、見解を伺う。

2 経営改革推進課 B ご指摘のとおり、区有施設見直しは、目黒区の将来に向けた大変重
要な取組であると考えており、区民の皆様と問題意識を共有しなが
ら進めていきたいと考えています。
区民の皆様への効果的・効率的な周知については、他の自治体の事
例などを参考にしながら、引き続き取り組んでいきます。

1034 3 議会 メール現在、地域コミュニティ施策のあり方について検討しているが、コ
ミュニティ施策は区有施設と密接にかかわってくると考える。今
後、こうしたコミュニティ施策とどう整合性を図っていくのか、見
解を伺う。

1 地域政策調査課
経営改革推進課

B 区では、平成28年度からコミュニティ施策の今後の目指すべき方向
性について検討を行っており、今後、区としての考え方をまとめて
いく予定です。この取組に伴い、計画内容の見直しが必要となった
場合には、適宜必要な改定を行うなど、コミュニティ施策との整合
を図っていきます。

1035 1 団体 メール直ちに保育園及び学童保育クラブの増設に着手せよ。保育所待機児
童対策及び学童保育クラブ超過対応については、昨年6月、喫緊の
課題として全庁的に区有地、区有施設等の有効活用の実現性につい
て検討・調査が行われ、その後も引き続き水面上水面下で実行中と
聞いている。国有地や都有地も保育所への優先利用の措置が採られ
ているところである。 目黒区では、保育所入所申込者及び入所不
承諾者数は増え続けており、5割前後の入所倍率は全国1、2を争う
ものとなっている。こうした中、可能な区有施設は、すぐにでも保
育施設に転用すべきである。計画策定だけで5年間もかけ、この失
われた5年間に保育園が建設されていれば、何人の子どもと保護者
が救われたか、と考えるとき、あまりにもこの計画は後手後手の対
応である。

4 経営改革推進課
子育て支援課
保育計画課

D 区では、増加する保育需要に応えるため、認可保育所の新設整備を
中心として、過去6年間に1,500人以上の保育定員の拡大を図ってき
ました。
現在、平成30年4月に11園、718人の保育施設定員の確保に向けた取
組を進めており、さらに平成31年4月までに賃貸型認可保育所5園を
開設できるように今後事業者の公募を行っていきますが、昨今の保
育需要を踏まえさらに保育所整備の促進が必要と認識しており、引
き続き国公有地等の活用や賃貸型認可保育所整備など、さまざまな
手法の活用に努めていきます。
また、現在旧守屋教育会館跡地を活用した区立保育園の移転・民営
化に併せて学童保育クラブを併設した施設整備に向けた取組を進め
ています。さらに、旧東京法務局目黒出張所跡地の活用について
は、児童館、学童保育クラブ及び保育所を併設した子育て支援施設
の整備を検討しています。今後学童保育クラブの需要もさらに増え
ることも想定されることから、保育所や学童保育クラブ等の子育て
支援施設の整備促進についても検討し、取り組んでいきます。
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1035 2 団体 メール遊休施設はすぐに保育施設に転用せよ。三田フレンズや旧川の資料
館は昨春、住民団体から保育施設への転用を要請しているところで
ある。既に閉鎖や未利用となってから数年を経ており、なぜ、29年
度以降に検討という悠長なスケジュールになっているのか。
待機児童の保護者らは保育所に入所できないため退職に追い込まれ
たり、経済的にも精神的にも非常な負担、困難を日々強いられてい
る。こうしたスピード感に到底納得できるものではない。旧第6中
学校、旧第4中学校跡地についても活用決定が遅すぎたため、建設
工事が遅れ、行政目的の達成も大幅に遅れている。利用の空白こそ
最大の無駄遣いであることを区有施設見直し計画は指摘し、改善を
図るべきである。

4 産業経済・消費
生活課
子育て支援課
保育計画課
みどりと公園課

D 子育て支援施設の整備に当たっては、2方向避難路や採光の確保、
定員1名当たりの床面積や備えるべき設備などさまざまな施設基準
が定められています。そのほか、ご指摘の「旧川の資料館」につい
ては増水時の危険性、「三田地区店舗施設」については、商業の活
性化を目的とした施設であることから、これらの状況を踏まえなが
ら検討を進める必要があります。また、整備・運営に当たっては、
近隣住民の皆様のご理解とご協力が必要ですので、丁寧に説明しな
がら取組を進める必要があると考えています。いずれにしても、子
育て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つですので、スピード感
を持って取り組んでいきます。

1035 3 団体 メール規模の大きい区民センター、学校施設、公園施設に大規模保育施設
を設けよ。目黒区は保育施設の適地が少ないとされているところで
あり、区内最大の大型施設である区民センターの改修にあたって
は、大規模保育施設を設置すること。また、かつてより児童数の減
少している学校施設についても教育委員会との縦割り行政を排除
し、保育施設として早急に活用すべきである。さらに、公園施設に
ついても、保育所設置に際しては特区の指定を要しないこととなっ
たことから保育施設を設けるべきである。

4 経営改革推進課
保育計画課
みどりと公園課

D 子育て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つと考えており、現在
区では、補助金などを有効活用した民間事業者による施設整備を進
めています。平成29年4月には上目黒小学校内の一部を活用して私
立認可保育所を整備し、現在は、旧第六中学校跡地及び第四中学校
跡地への保育所整備や、国有地を活用した子育て支援施設（保育
所、学童保育クラブ、児童館）整備の検討などを進めています。
公園での保育所整備については、区内の公園は住宅地に囲まれた小
規模なものが多く、保育所整備には敷地が一定程度必要なこと、他
区に比べ目黒区は公園緑地が不足していることなどから、条件整理
を行い検討する必要があります。今後、他区の事例なども踏まえな
がら、検討を進めていきます。今後も、区有施設見直しなどにより
生まれた土地や施設について、時勢の区民ニーズの把握に努めなが
ら、喫緊の課題解決に資する活用を図っていきます。

1035 4 団体 メール区立保育園の廃止・民営化に反対する。区立保育園は、行政組織の
一機関であること、目黒区の保育水準を規定していること、公の施
設であること、地域の子育てネットワークの要であることなど、民
間保育園とは異なる機能を持ち役割を果たしている。目黒区の保育
行政は長年、公設公営を原則として実施されてきた。こうした役割
や経緯を無視し、区民の議論も経ずに一方的に廃止・民営化は行う
べきではない。
いわんや大幅に保育園が不足している今日、区立区営保育園がもっ
とも迅速な待機児童対策に対応できる組織である。現在ある民営化
計画を撤回すべきである。

4 保育施設整備課 E 区立保育園の民営化は、 待機児童の解消に向けた保育所定員の拡
大、保育園の老朽化対策や保護者の多様な働き方に合わせた保育時
間の延長などの多様な保育ニーズへの対応、 限りある財源の中で
将来にわたって継続的に安定した行政サービスを提供していくた
め、保育分野においても民間活力の活用の推進や効果的かつ効率的
な執行体制の構築が必要であるといった課題解決のため、平成25年
4月に策定した「区立保育園の民営化に関する計画」に沿って進め
ていくものです。
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1035 5 団体 メール区立保育園について、緊急に増改築や分園による定員増など機能強
化に着手すべきである。緊急を要する待機児童対策のため、早急に
区立保育園の増改築に着手し、定員増や機能強化を図るべきであ
る。
さらに、近隣の遊休・低利用スペースを活用した区立保育園の分園
を設置すべきである。
これらは保育所定員増のもっとも早く確実な方法である。
また、計画素案では、民営化4園と老朽化対応1園以外の既存区立保
育園について、具体的な計画内容が示されていない。40年前後の築
年数も多数あり、検討スケジュールを示すべきである。

4 経営改革推進課
保育計画課

D 子育て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つと考えており、現在
区では、補助金などを有効活用した民間事業者による施設整備を進
めています。平成29年4月には上目黒小学校内の一部を活用して私
立認可保育所を整備し、現在は、旧第六中学校跡地及び第四中学校
跡地への保育所整備や、国有地を活用した子育て支援施設（保育
所、学童保育クラブ、児童館）整備の検討などを進めています。
昨今の保育需要も踏まえ国公有地や区有施設等の活用について引き
続き検討を行い、さまざまな手法の活用による保育所整備に努めて
いきます。
また、区立保育園の民営化については平成25年4月の「区立保育園
の民営化に関する計画」で定めたスケジュールに沿って取組を進め
ています。

1035 6 団体 メール住民福祉の増進という基本的役割を軽視し、財政指標の改善を重視
する計画策定に反対する。公共施設全般にわたる更新や統廃合を求
める「公共施設等総合管理計画」に、区立保育園を対象とし、廃
止・民営化を促進することはきわめて不適切である。計画策定に反
対する。

1 経営改革推進課
保育施設整備課

E 区有施設の見直しは、「過去に集中的に整備した多くの区有施設の
更新が必要となるが、人口減少と高齢化の進行によって施設更新の
ために使える予算は減少していく」というジレンマに直面する状況
下で、「限りある財源の中で、さまざまな工夫をすることにより、
将来にわたって、区有施設の快適性・安全性を確保し続けるととも
に、施設に対する区民ニーズの変化に的確に対応していく。」こと
を目指すもので、単純に財政指標の改善だけを重視したり、廃止・
民営化を促進するためのものではありません。

1036 1 個人 メール目黒区が施設の有効利用のために多目的化を図り、複合施設化を進
めることに賛同する。しかし、自分の家が影になるわけではないの
に、施設の高さをもっと低くしろなどとそれに反対する住民が存在
し、計画が進まないと聞く。計画策定の背景を説明し、計画が遅延
なく実行できるように対応してほしい。
また、騒音のために保育所建設を反対している人への対応も、将来
の目黒区を担う子どもたちが健全に育つためにも幼児期にのびのび
と遊ぶ時間が必要であり、夜は静かになることを毅然と伝え、計画
が遅延なく実施されるように推進してほしい。

5 経営改革推進課
保育計画課

F 公共施設の整備・運営には、近隣住民の皆様のご理解とご協力が重
要であり、今後も、施設整備の目的など、丁寧に説明を行いながら
取組を進めていきます。

1036 2 個人 メール区の施設に関しては、5つの区立体育館の事業が他区と比べて優れ
ていると感じる。安価で気軽に参加できるプログラムが多く、素晴
らしいと思う。民間委託も成功していると思う。区民の健康増進を
図り、病気を防ぐことによって、医療費削減にも繋がるだろう。目
黒区が誇る区立体育館については、今後も施設の保全に努めてほし
い。

4 スポーツ振興課 C 目黒区では、区民一人ひとりが生涯にわたりスポーツ・レクリエー
ション活動に親しみ、健康で文化的な生活が送れるよう、体育施設
の整備を行うとともに、さまざまな種目の一般公開や教室・講習会
を実施しています。また、指定管理者制度を導入し、民間のノウハ
ウを活用したサービスの向上と経費の効率的な活用を進めていま
す。今後も、区民の皆様の健康づくりの推進のため、区有施設見直
し方針における見直しの方向性を踏まえながら、体育施設の有効活
用を進めていきます。

1036 3 個人 メール図書館に関しては、子どもの良い学びの場になっていると感じる。
施設の維持管理は大変だと思うが、街の書店が減少している現在こ
そ、図書館の役割がますます重要となっていると思われる。現在の
優れたサービスや他区との相互貸与などの現状を維持してほしい。

4 八雲中央図書館 D 平成29年4月に目黒区立図書館のあるべき姿・方向性について示す
ものとして「目黒区立図書館基本方針」を策定しました。今後の具
体的なサービスのあり方などについては、この基本方針を踏まえて
別途検討していきます。
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1036 4 個人 メール委託化した児童館では、委託化のお陰で子どもたちが恩恵を受けて
いると感じられる。職員の教育やプログラム内容、設備・備品の管
理等、素晴らしく、子どもを安心して連れて行くことができ、将来
的には安心して通わせる事ができると思う。施設を運営する社会福
祉法人には今後も継続して委託を検討・委託を拡大してほしい。保
育の質を確保するため、保育園の運営もこちらに委託するのが良い
のではないかと考える。

4 子育て支援課
保育施設整備課

C 保育所の事業者の選定に当たっては、事業者公募を行い、保育内容
や財務状況などさまざまな観点から、評価を行い事業者を選定して
います。今後も事業者の選定に当たっては、十分に評価を行い保育
の質の確保を行っていきます。

1036 5 個人 メールある認可私立保育園を訪問し、その保育園を運営している社会福祉
法人はとても良く努力されていると感じた。住民に配慮して園庭で
なかなか遊ばせる事が出来ないそうだが、屋上園庭を活用したり、
教育内容を工夫し、私立幼稚園並みの保育レベルを確保していると
思った。今後も同社会福祉法人への委託は歓迎する。

4 保育課 C 私立認可保育園の保育内容については、定期的に確認、指導を行っ
ており、必要な場合は随時保育内容の確認、指導を行っています。

1036 6 個人 メール区立保育園22園中19園を訪問し、子育て支援行事や体験保育等に参
加したが、ある社会福祉法人の運営する保育園は、他の区立保育園
と比べ人手が足りず、細かな決まり事が多く、職員に余裕が無いと
感じた。たまたま訪問した日に急に休んだ先生がいらしたのかもし
れないが、同社会福祉法人は区内の他の保育園も運営しているが、
そこでは違和感は感じなかったので、運営会社の問題ではないのか
もしれない。保育園に保育士不足の問題等が無いかどうか調べてほ
しい。

5 保育課 C 社会福祉法人が運営する区立保育園（指定管理園）については、定
期的に運営状況の確認を行っており、必要な場合は適宜指導を行っ
ています。今後も継続して運営状況の確認、指導を行います。

1036 7 個人 メール保育園を運営する事業者によっては、不正受給・架空保育士の問題
のみならず、園児の虐待も問題になり、裁判にもなっているケース
がある。そのような会社に目黒区は絶対に業務委託しないでほし
い。最も精神・心身の発達に重要な幼児期に虐待を受けた園児が目
黒区内の小学校・中学校に進めばいじめの加害者など問題行動を起
こす可能性があり、それが学級崩壊などを招く引き金になるかもし
れない。そうなれば目黒区の子育て事情の評判は悪くなり、税金を
納められる働き盛りの親世代が目黒区以外を住居に選ぶようになれ
ば区の財政はますます悪化する。民営化は賛成だが、事業者をしっ
かり選定してほしい。

4 保育施設整備課 C 保育所の事業者の選定に当たっては、事業者公募を行い、保育内容
や財務状況などさまざまな観点から、評価を行い事業者を選定して
います。今後も事業者の選定に当たっては、十分に評価を行い保育
の質の確保を行っていきます。

1036 8 個人 メール品川区の東中延公園には、近隣の人が使わなくなった三輪車やキッ
クボード、コンビカー、砂遊びの道具やミニカーなどを寄付したも
のが置いてあり、子どもたちが自由に使って楽しんでいる。目黒区
もこのような取組の導入を検討すると良い。

5 みどりと公園課 F ご家庭で使われなくなった三輪車等の乗り物遊具の中には、そのま
ま使用するには危険なものも含まれます。また、公園等で一般の利
用に供すると傷みが早く、点検や修理をどのように行っていくかも
課題となります。このようなことから、公園利用者の皆様にケガや
事故がないよう安全を確保していくうえでは、ご提案の取組を導入
することは現時点では困難です。
なお、衾町公園児童交通施設では、交通ルールを楽しく学んでいた
だくために、区で管理している貸出用自転車と三輪車をご用意して
います。
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1036 9 個人 メール施設の見直しに関しては、老朽化等は重要な課題であり、優先事項
であるのは明白だが、教育内容や委託業者など、ソフト面について
も目黒区は情報収集を欠かさず、受益者である区民目線を忘れずに
業者選定をし、区民が安心して子育てができる環境を引き続き整え
てほしい。今後の計画に期待している。

1 経営改革推進課 C 区有施設見直しに当たっては、効果的・効率的な視点での見直しを
進めつつ、その時代に則した、区民ニーズを踏まえながら取り組ん
でいきます。

1037 1 団体 FAX 最近、中目黒スクエア1Ｆを利用する若いお母さん達が増えた。そ
のお母さん達に男女平等・共同参画センターが8Ｆ・9Ｆにあること
を周知徹底する為、中目黒スクエアの壁面に男女平等・共同参画セ
ンターの看板を付けてほしい。
設置に当たっては中目黒方面行きのバスから見えるようにしてほし
い。

5 人権政策課 D 中目黒スクエアは複合施設であるため、男女平等・共同参画セン
ターのみ看板を取り付けることはできませんが、１階のエレベー
ター付近に利用案内を掲示するなど、周知の工夫に努めていきま
す。

1037 2 団体 FAX 男女平等・共同参画センター貸室の施設使用時間帯を、状況によっ
ては午後1時～5時を午後1時～3時、3時～5時とできないか。

3 経営改革推進課
人権政策課

D ご指摘の点を含むさまざまな事項について、今後、「施設の機能に
着目した見直し」（貸し室のあり方の検討）の取組の中で、整理・
分析・検討する必要があると考えています。

1037 3 団体 FAX 男女平等・共同参画センター9Ｆ会議室にあるプロジェクターの調
子が悪い。講演者のためにも、せめて備品は良いものにしてほし
い。

5 人権政策課 F プロジェクターは購入後10年以上経過していることから、新しい製
品の買い替えについては今後検討していきます。

1037 4 団体 FAX 区民センターの大規模改修の際、計画段階から住民参加の協議会を
設置し、利用者の意見が反映されるようにしてほしい。その際、誰
とも交流しやすい環境にある区民センターに他の施設と並列として
男女平等・共同参画センターを計画に入れてほしい。（中目黒スク
エアの大規模改修時、急に移動できないので）

3 経営改革推進課
人権政策課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。
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1038 1 個人 メール会議室や研修室などの貸室は、住区センターと社会教育館に限った
ものではなく、ほぼ全ての施設にあり、その合計数はなんと198に
もなる。稼働率を見ると、地域によってのバラつきはあるものの、
平均すると50％程度となっている。
住区センターの運営は全て住民が行っており、その仕事としては会
議室の予約を受ける業務がメインと言う事で、当然ながら成果報酬
ではないので、彼らにとっては稼働率が高かろうが低かろうが関係
ない。より多くの人に使ってもらえるべく積極的に宣伝する必要も
ないし、もっと使い勝手の良い貸室とするための設備を整えるなど
の改善策の提案をする気もなく、せいぜい使用者がきちんと使って
くれるように目を配り、常に掃除をして清潔に保つことぐらいだ。
オーナーである区側が、民間企業だったら必須の「売上向上」の意
識を何も持たず、単に人手が足りない運営と日常業務を区民に丸投
げしているから、そうなっているだけのこと。更に言えば、貸室の
予約システムについても、事前の書面等での申込みや抽選など、い
かにも「お役所的」で面倒だ。何でもスマホで予約や買い物ができ
るこのＩＴ時代、例えば、ＨＰ上で空いている部屋がリアルタイム
で分かり、当日でも申込みができるようなシステムであれば、使用
稼働率ももっと上がるはず。198もの貸し会議室・研修室が必要な
のだろうか？そんなにいつも集会や会議をする人がいるのか？そう
したニーズを事前にちゃんと調査してその数を決めたのだろうか？
計画素案のデータを見る限り、そうした区の施設を建てる際に、ま
ず「建物ありき」でボリュームを決め、単に空間を埋めるために
「貸室でも作っておけば良いか」という安易な発想だったのではな
いか。又、建物の造りはどの施設も非常に閉鎖的で入りづらく、区
民が集う場、区民に開かれたサービスを提供する場としては、真逆
の性質を持つ「設計」になっている。これも、その施設の目的と機
能を深く考えずに「器の形」だけを優先し、見た目だけの建築をし
てきた結果としての姿と言える。
こうなってしまったのは「箱モノ行政の失敗」に他ならない。何十
年も前のことではあるだろうが、区の財政が豊かであった時代、施
設の充実＝区民サービスの充実と勘違いをして、区の予算の使いど
ころ、もしくは国や都の補助金の貰いどころとして、ただやみくも
に建物を作ってきた（おまけに設計も吟味せず）その「つけ」が今
になって回ってきたと言えるだろう。

3 経営改革推進課
地区サービス事
務所

B すべての区有施設は、一定の行政目的を達成するために設置・運営
されているものですが、時代の流れとともに、施設を設置した際の
行政目的の内容そのものが変化したり、行政目的を達成するための
手段としての施設の存在意義が変わってきたりすることがありま
す。区有施設見直しの取組を進めるに当たっては、それぞれの施設
の設置意義や運営の妥当性などを改めて確認していきます。
また、今後の5年間にそれぞれの施設の機能に着目し、効果的・効
率的に活用を図っていくための貸室のあり方の検討を行っていきま
す。
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1038 2 個人 メール川の資料館は、老朽化のため平成24年3月末に閉館され、現在もそ
のままの状態となっている。改修するにもお金がかかり、解体する
にももっとお金がかかる。開館時もおそらくそれほどの入館数はな
かったはずで、もし再開出来たとしても、経費がかさむばかりで何
のメリットもなく、このまま閉館していた方が良いと判断したのだ
ろう。
そこで提案するのは、この建物をレストランにリニューアルして再
利用するというアイディアだ。中目黒駅から徒歩数分の距離にあ
り、川沿いで桜並木に面するという絶好のロケーションという立地
が大変素晴らしい。
建物もレストランに改装するにはぴったりの造りで、特に2階のテ
ラスは、食事をしながらの最高の花見スポットとなり、シーズン時
には行列が出来るはずだ。又、外部に隣接する広い広場は、レスト
ランと連動して、ヨーロッパに良くあるようなオープンカフェにも
出来るし、あるいは、そこで大道芸などをやらせるなどして人の
「たまり」として活用すれば、レストランへの集客効果を高めてく
れるはずだ。運営は委託、もしくはテナントとしてのリースが考え
られる。是非、検討してほしい。

4 みどりと公園課 D 旧川の資料館は、河川管理施設である目黒川船入場調節池の上部を
河川占用して建設された施設です。また、施設の１階部分は、東京
都が「目黒川船入場調節池管理棟」として現在使用中であることか
ら、川の資料館の用途変更などについては、河川管理者である東京
都との協議調整が必要となります。以上のことから、平成29年度に
今後の取扱いを検討していきます。

1039 1 議会 メール区有施設は区民生活の支えや区民の自主的な活動の場の保障、住民
同士のコミュニティの活性化などのために必要不可欠である。した
がって、「将来の人口減」や財源の見通しなどを理由に「見直し方
針」で掲げた「新たな施設は原則、建てない」「施設の更新は、原
則、多機能化、集約化、複合化した施設とする」「40年かけて区有
施設の総面積を15％削減する」という原則を前提としないこと。

1 経営改革推進課 E 区有施設見直し計画は、区有施設見直し方針で示した内容を具体化
していくものです。方針で示した「できるだけサービス水準を維持
しながら行う」という基本的な考えのもと、「限りある財源の中
で、さまざまな工夫をすることにより、将来にわたって、区有施設
の快適性・安全性を確保し続けるとともに、施設に対する区民ニー
ズの変化に的確に対応していく。」ことを目指し、計画に沿って進
めていきます。

1039 2 議会 メール目黒区基本構想の立場に立って、区有施設のあり方についても住民
自治の観点を据えること。

1 経営改革推進課 C 区有施設の見直しは、区民の皆様とともに進めていくことが不可欠
だと考えています。
そのための区民参加の方法については、取組の段階に応じて適切な
方法があると考えていますので、今後も、適切なタイミングで、適
切な手法により区民の皆様のご意見をお聴きしながら進めていきま
す。

1039 3 議会 メール見直し方針で示した区有施設の総延床面積の考え方を再掲している
が、床面積で区民サービスの質や量が量れるわけではなく、現在の
人口で区有施設の総延床面積を割り返した量的数値である2.03㎡/
人という数値は、区有施設それぞれの設置目的や質の違いを無視し
たもので、無意味であるので使わないこと。

1 経営改革推進課 E 区有施設見直し方針では、「区有施設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お
り、サービス水準の考え方として、人口1人当たりの2.03㎡という
平均延床面積を使用しました。こうした定量的な基準は、実効性の
ある見直しの議論をするためには必要なものであると考えていま
す。
なお、区有施設見直しの取組を進めるに当たっては、それぞれの施
設の利用状況や設置意義、運営の妥当性などを改めて検討していき
ます。
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1039 4 議会 メール子どもや納税者が減ることを前提に、40年後の人口減や財政不足と
突き合わせる形で区有施設の総延床面積を15％削減することを打ち
出しているが、これも区有施設それぞれの設置目的や質の違いを無
視したものであり、根拠もなく無意味であるので撤回すること。

1 経営改革推進課 E 区有施設見直し方針でお示しした「40年間で15％の施設総量の縮
減」という数値目標は、実効性のある見直しの議論をするためには
必要なものであると考えています。
区有施設見直しの取組を進めるに当たっては、それぞれの施設の利
用状況や設置意義、運営の妥当性などを改めて検討していきます。

1039 5 議会 メール区有施設の大規模改修や建て替え、多機能化・集約化・複合化を進
める場合に区有施設整備アドバイザーなどの第三者に意見を求める
としているが、区有施設の設置・管理は地方自治体として掲げてい
る福祉増進という目的があり、区と区民が決めるべきである。第三
者に意見を求めるのはやめるべきである。

2 経営改革推進課 E 区有施設整備アドバイザーは、施設の新規整備や大規模改修・建替
えなどの整備を行う際に、公共施設に関する専門的な知識・経験を
有する第三者の知見を活用することを目的として設置しています。
区有施設整備アドバイザーの意見を踏まえながら、区としての判断
をしていきます。

1039 6 議会 メール「区有施設の見直しは区民や関係機関・団体等の理解・協力を得る
ことを図りながら進めていく」としているが、「理解・協力を得
る」だけでなく、幅広い区民が参加した検討組織をつくり、区民が
主体となって施設問題を検討していくこと。

2 経営改革推進課 D 計画策定に当たっては、区の考え方を整理した上で、説明会等を行
い、皆様からご意見を伺いながら丁寧に進めてきました。
今後、個別施設を見直す段階においては、他の自治体においてもさ
まざまな手法を取り入れながら進めていますので、目黒区におい
て、区民の皆様との合意形成のためにどのような方法が効果的か、
他の自治体の取組事例なども参考にしながら、引き続き調査・研究
をしていきます。

1039 7 議会 メール「民間活力の積極的活用」といえば聞こえは良いが、要するに区民
サービスの増進と維持という地方自治体の役割放棄の口実に過ぎな
い。だいたい、「活力」とは何か。コスト削減や効率化が「活力」
なのか。住民に目を向け福祉増進と自主的な活動を行政が責任を
持ってサポートしていくのが「活力」ではないか。行政の役割放棄
を進める「民間活力導入論」はやめること。

1 経営改革推進課 E 施設サービスを効果的・効率的に実施するためには、民間が主体と
なって事業を行うことが望ましい施設サービスは、民間活力（民間
事業者が持つ技術や資源など）を活用していくことが有効であると
考えています。民間活力の活用に当たっては、民間ならではの視点
や手法を有効に活用することにより、区民サービスの向上を図る視
点から進めているもので、コスト削減だけを目的としているもので
はありません。

1039 8 議会 メール施設の設置目的と施設の「機能」は車の両輪である。「会議室」
「集会室」「研修室」「調理室」「音楽室」「美術室」などは施設
の設置目的が違うからこそ存在するものであり、「貸室機能という
点では同じだ」とはならない。「機能」を施設目的から分離して検
討することはやめるべきである。

3 経営改革推進課 E 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。
このような区民の皆様の考えを受け、本計画では、「会議室」、
「集会室」、「研修室」などの「利用者に活動場所（部屋）を提供
する機能」（活動場所提供機能）を有する施設を、施設設置時点に
おける設置目的のみにとらわれることなく、機能面に着目して整理
し、施設総量縮減の方策で検討していくこととしています。

1039 9 議会 メール「施設の利用者と未利用者の負担の公平性の確保」などと言って
「受益者負担の適正化」を掲げている。しかし、収入にかかわりな
く、区民一人ひとりが等しく公の施設を利用できるように、区民の
負担を最小限に抑えることが地方自治体の責務である。「受益者負
担の適正化」の検討はやめること。

1 地域政策調査課
経営改革推進課

E 受益者負担は、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
担を求めるものです。
受益者負担の適正化に当たっては、区民生活に基礎的・必需的な
サービスか否か、施設の目的や利用状況に応じた受益者負担になっ
ているか等を定期的、継続的に調査しながら取り組んでいきます。
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1039 10 議会 メール「低未利用地の有効活用」を名目に「民間への売却」を進めれば、
その地域の区民にとって活用できる施設が遠のいてしまい、住民
サービスの低下や地域の自主的な活動が阻害されてしまうのではな
いか。有効活用の検討は否定しないが、売却は進めるべきではな
い。

1 経営改革推進課 E 低未利用地等については、民間への貸与や売却が前提ではありませ
ん。他の用途に転用できるか、喫緊の課題解決に資することはでき
るか、など個々の状況に応じて多角的に検討していく必要があると
考えています。

1039 11 議会 メール区民センターについては、区が責任を持って区民の福祉や子育て、
生活支援の場として活用する計画を持つこと。

3 経営改革推進課 D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

1039 12 議会 メール防災センターの旧地震の学習館スペースは、あくまでも防災対策強
化のために利用すること。

4 経営改革推進課
防災課

D 地震の学習館については、都内には類似施設が複数あり、人件費を
含めた施設維持費が高額であるため、平成25年3月31日に閉館しま
した。廃止後は、区内の町会・学校等の団体利用による防災訓練や
防災学習の啓発コーナーとして活用しています。
今後は、これまでの経緯を踏まえた上で、どのような有効活用が可
能か検討していきます。

1039 13 議会 メール個人情報の漏えいやなりすましの危険性が大変高いマイナンバー制
度の利用促進を名目に、駒場・緑が丘行政サービス窓口を終了する
ことはやめること。

4 戸籍住民課
北部地区サービ
ス事務所
西部地区サービ
ス事務所

E マイナンバー制度における個人情報については一元管理ではなく、
従来どおりそれぞれの機関ごとに分散管理しており、漏えいのリス
クは分散されています。また、マイナンバーカード利用時には、
カードに記録されているＩＣチップと暗証番号による本人確認によ
り、安全管理が担保されています。平成28年2月から、マイナン
バーカードによる証明書コンビニ交付サービスが導入され、お住ま
いや勤め先の近くのコンビニで証明書が取得できるようになりまし
た。効率的な行政運営を進める観点から、証明書発行の取扱い規模
が比較的小さい駒場・緑が丘行政サービス窓口を平成30年3月末で
終了することとしています。今後とも、利用者の方には丁寧な説明
を行っていきます。

1039 14 議会 メール区立保育所の廃園・民間任せは区立の存続を求めている保護者の意
向にも反する。待機児解消対策や保育の質を向上させることにも逆
行し計画は撤回すること。

4 保育施設整備課 E 区立保育園の民営化は、 待機児童の解消に向けた保育所定員の拡
大、保育園の老朽化対策や保護者の多様な働き方に合わせた保育時
間の延長などの多様な保育ニーズへの対応、 限りある財源の中で
将来にわたって継続的に安定した行政サービスを提供していくた
め、保育分野においても民間活力の活用の推進や効果的かつ効率的
な執行体制の構築が必要であるといった課題解決のため、平成25年
4月に策定した「区立保育園の民営化に関する計画」に沿って進め
ていくものです。
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1039 15 議会 メール区立児童館・学童保育クラブの民間委託はやめること。 4 子育て支援課 E 厳しい財政状況に対応するため、平成23年度に区の全ての事務事業
について見直しの検討を行い、「緊急財政対策にかかる事務事業の
検討結果」の中で、「学童保育クラブの計画的な委託化」を区の方
針として決定しました。
これを受け、経費を節減した効率的な運営を主な目的として、「区
立児童館・学童保育クラブの委託化計画」を策定し、計画的な委託
化を進めています。

1039 16 議会 メール老人いこいの家は高齢者のフォローなどには専門性も求められるた
め、委託化は見直すこと。

4 高齢福祉課 E 目黒区行革計画（平成27年度～平成29年度）において、老人いこい
の家の効率的な運営として民間活力の活用を推進することとしてい
ます。原則として単独施設はシルバー人材センター、併設施設は住
区住民会議への委託化を進め、効果的・効率的な運営を図ります。

1039 17 議会 メール母子生活支援施設は、母子ともどもの自立と生活再建をめざすとい
う職員の専門性の高い施設であり、他の用途への転用はやめるこ
と。空室対策は区の母子施策強化によって図っていくこと。

4 経営改革推進課
子ども家庭課

E 母子生活支援施設に従事する職員には、高い専門性が求められてい
ることは認識していますが、区有施設の有効活用の観点から、空室
が多いことも課題であると認識しています。空室の有効活用の検討
に当たっては、母子施策の強化も含めて、多面的な検討を行ってい
きます。

1039 18 議会 メール区立小学校については、統廃合につながりかねない適正規模・適正
配置の考え方の検討は行わないこと。

4 学校統合推進課 E 区立小学校の児童数は、近年増加を続けており、今後とも児童数の
推移は住民登録者数の推移と合わせて注視していく必要がありま
す。このようなことから、現在、区立小学校の統合は考えていませ
ん。

1039 19 議会 メール第七、八、九、十一の各区立中学校の統廃合計画は見直すこと。 4 学校統合推進課 E 区立中学校の小規模化は、活力ある学習活動や部活動の展開に制約
を生み、学習指導が固定化したり集団活動を通した人間関係の広が
りが十分と言えなくなるなど、教育活動において、さまざまな影響
が生じてきます。大人への過渡期にある中学生にあっては、多様な
人間関係の中で「生きる力」を身に付けていくことが極めて大切で
す。このような課題に対応するために区立中学校の統合を進めてい
く必要があると考えています。

1039 20 議会 メール社会教育館については委託化をやめ、区が責任を持って社会教育・
生涯学習の推進の場として強化すること。

4 生涯学習課 E 社会教育館及び緑が丘文化会館では、受付業務、清掃業務、設備保
守業務など、民間事業者のノウハウを活用することで、サービスの
向上やコスト削減など効率的な事務事業の執行につながるものにつ
いて、委託化を進めています。一方、社会教育講座などの学習機会
の提供、社会教育団体等への活動の場や情報の提供などについて
は、社会教育指導員を配置して、区民の生涯学習を助言、支援して
います。
今後も区民サービスの向上を目指しながら、事務事業の効率化に努
めていきます。
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1040 1 個人 書面 区内には、学校統合後のグラウンドなど、有効活用されていない土
地がある。こうした土地を活用して、ドッグランを管理・運営でき
ないかと考えている。犬を自由に遊ばせる場所がないので、公園な
どでのノーリード（放し飼い）やふんの放置が問題となっている。
また、ドッグランなどを通じて、区民がペットと触れ合える場所を
作ることで、命の尊さを学ぶ場にもなり得る。具体的な管理・運営
においては、例えば学校等のグラウンドなどを活用する場合には、
ドッグランのためにフェンスを設置し、フェンスに企業広告を載
せ、広告収入を得ることにより、税金を投入しなくても、管理・運
営まで賄えるだけの収入が得られるのではないかと考えている。民
間から広告収入を得ることなど、行政が直接運営するということは
困難な面があると思うので、NPO法人等に管理・運営してもらうこ
とが効果的である。なお、ドッグランの利用条件として狂犬病の予
防注射などを義務付けることや、ドッグランの管理・運営に伴っ
て、獣医師会や“ペット殺処分ゼロ”に向けて取り組む団体が使え
る出張所などを設けてペットの相談ができる場所を設けることなど
も視野に入れると良いと思う。具体的な実施にあたっては、収支バ
ランスが課題になると思うが、最初は、小さい規模でも良いので、
モデル事業としてまず1か所で実施してみることが大切だと考えて
いる。
いずれにしても、こういった見直しを機に、どの自治体でも取り組
んでいないような、他の自治体が追随するような取組を目黒区発信
で実施してもらいたい。

5 経営改革推進課 F 区有地については、全庁的な利活用調査を行った上で、優先性や財
政負担などを総合的に検討して区として方向性を確認し、区民の
方々のご意見を伺いながら活用を図っています。
ご意見は参考として受け賜ります。

1041 1 個人 メール区民として計画素案を丁寧に読んだが、区の御尽力への感謝と共
に、財政難・少子高齢化等により長期見直しの必要性も十分理解し
た。しかし、区民の生活スタイルの変化や多様化は認めざるをえな
いが、根本的な人間の生活はどの時代でも、基本部分のニーズはあ
まり変わらないのではないかと考える。
特に、子どもの成長に関わる児童館や学童保育クラブ、区民の健康
維持に関わる体育館関係、文化・知的活動に必要な図書館と美術
館、そして公園は、その基本的な部分に関わる重要な施設だと思
う。
また、区民センターの敷地は施設の用途を満たすだけでなく、目黒
三・四丁目や中目黒駅と目黒駅方向への往復通路としても使われて
おり、公園は昼夜近隣会社員や近隣住民の安らぎの場として、また
施設間の空きスペースは通路としてだけでなく、若者や高齢者が語
らう場にもなっている。私の周りの近隣住民も皆区民センターを愛
し、目黒生活の満足度が高いのは、このセンターが総合施設として
魅力があり、文化度が高く充実しているからだと言う方もいた。
目黒区区政の素晴らしいレジェンドであるこの区民センターを、最
低限可能な限り継承することを望み、やむをえず施設全体を見直す
場合、これらの用途・機能は残してほしい。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課

D すべての区有施設は、一定の行政目的を達成するために設置・運営
されているものですが、時代の流れとともに、施設を設置した際の
行政目的の内容そのものが変化したり、行政目的を達成するための
手段としての施設の存在意義が変わってきたりすることがありま
す。今後の見直しに当たっては、そうした時代の変化を踏まえつ
つ、区民の皆様のご意見等も十分に伺いながら進めていきます。
目黒区民センターについては、区内有数の大規模な複合施設で、区
有施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。
また、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなるこ
とが見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研
究すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、
将来的な目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきま
す。
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1041 2 個人 メール計画素案「第3章第3節　目黒区民センターに関する検討」による
と、美術館が区民センターの構成施設として、他の用途や機能と同
じに扱われていており、美術館が区民センターと一緒に再開発の対
象となっているのではないかと危惧している。
美術館は作品を鑑賞する場を提供するのが主な役割だと思うが、目
黒区美術館は小規模ながら独自の視点を持った美術館として、そし
て開館当初から多様な教育普及活動にも力を入れている先駆的な美
術館で、国・都・民間では出来ない区立の小規模ながらも独自の視
点を持った展覧会と活動を長年続けている。どうか美術館を存続し
てほしい。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課
文化・交流課

D 美術館を含む目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設
で、区有施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設
です。また、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものと
なることが見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調
査・研究すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含
めて、将来的な目黒区民センターのあり方などを多角的に検討して
いきます。

1042 1 団体 メール図書館について、計画素案「第4章　用途別施設見直しの取組」中
に用途別分類の21番目として記載されているが、その内容は「目黒
区立図書館基本方針（平成29年4月策定）を踏まえ」という如く、
最新の好ましい情報を含んでいるので、基本的には支持できるもの
である。しかし、見直しのスケジュールを平成29年度から平成33年
度までを「図書館のあり方等の検討」としているのは、悠長に過ぎ
る。図書館のあり方については、目黒区立図書館基本方針が「利用
者と図書館、利用者と利用者など多方向な交流を促し、新たなふれ
あいを創造できるような場となるように、図書館のあり方や運営の
改善を検討します。」という、一定の方針を出しているのであるか
ら、一刻も早くその方向に踏み出し、試行錯誤の中で、「新たなふ
れあいを創造できるような場」の定着を目指すべきである。その試
行錯誤の中で、ソフト面では図書館と利用者との安定した協力関係
がつくりあげられていくであろうし、ハード面でも「ふれあいを創
造できるような場」にふさわしい改装等が提案されるであろう。こ
れの提案とコスト縮減との兼ね合いも、重要な検討課題である。

4 八雲中央図書館 D 「目黒区立図書館基本方針」は、目黒区立図書館のあるべき姿・方
向性について示すものです。具体的なあり方や運営などについて
は、この基本方針を踏まえて別途検討していきます。

1042 2 団体 メール目黒区民センター図書館については、目黒区民センター全体の将来
像と合わせて、計画を行うのは当然である。その際、一応、近隣の
男女平等・共同参画センターやめぐろ学校サポートセンター・めぐ
ろ歴史資料館も併せて配置、複合などを考えるのが望ましい。特
に、現目黒区民センター用地に当たる部分はなるべく緑地とし、建
造物は地下化することが、目黒区の観光資源としても望ましい。

3 経営改革推進課
人権政策課
産業経済・消費
生活課
教育支援課
生涯学習課
八雲中央図書館

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1043 1 個人 メール私は、戦前から目黒区に住んでいるが、税金は上がるけれども住民
サービスは悪くなっているように思う。したがって、自分の子供・
若者には住宅費は高いし、小・中学校の統廃合が進み、また待機児
童が非常に多く働きに出ることが出来ないなどの生活環境を考える
と、他区で子育てをした方が良いのではとアドバイスしたくなる。
また、私はサークル活動も他区でやっているが、目黒区より活動が
しやすい施設が充実しており、その区はサークル活動も盛んでやり
やすいので他区を利用している。目黒区も施設の充実を考えてほし
い。

1 政策企画課
経営改革推進課
学校統合推進課

C 若い世代にとっても、高齢者にとっても住みやすい、多様な世代が
住み続けられる環境を整備していく必要があると考えており、平成
28年3月に策定した「目黒区まち・ひと・しごと総合戦略」では、
基本目標として掲げています。今後も関係所管が連携・協力し、各
施策を推進していきます。
あわせて、区有施設の有効活用を図るため、本計画では、「限りあ
る財源の中で、さまざまな工夫をすることにより、将来にわたっ
て、区有施設の快適性・安全性を確保し続けるとともに、施設に対
する区民ニーズの変化に的確に対応していく。」ことを目指してい
ます。
なお、区立中学校については、学級数で11学級以上、生徒数で300
人を超える学校規模が望ましいという考えに基づき、平成18年4月
に第二・第五・第六中学校を統合して目黒中央中学校を、平成27年
4月に第三・第四中学校を統合して大鳥中学校を開校し、現在は、
南部・西部地区の区立中学校（第七・第八・第九・第十一中学校）
を2校程度にするよう検討を進めているところです。一方、区立小
学校については、これまで統合を進めてきたことはなく、児童数が
近年増加を続けており、その推移を住民登録者数の推移と合わせて
注視していく必要があることから、現在、統合については考えてい
ません。

1043 2 個人 メール区有施設見直し計画素案では、「人口は長期的には減少していき、
歳入の大幅な増加は見込みにくく、さらに、高齢化が進み、社会保
障費などの歳出が今後も増加し続ける見込みのため、区有施設の更
新に多額の予算を振り向けることは困難です。また、人口構造の変
化などに伴う施設に対する区民のニーズの変化に、的確に対応して
いくことも必要になります」という観点からの改革案であり、公共
施設の更新が困難なので、人口推計をもとにして施設総量の縮減目
標を設定し、民間活力の積極的な活用と、区有施設を廃止するとい
う非常に後ろ向きな案に思えるし、住み続けにくい目黒区になるよ
うに思えてならない。

1 経営改革推進課 D 区有施設は、「過去に集中的に整備した多くの区有施設の更新が必
要となるが、人口減少と高齢化の進行によって施設更新のために使
える予算は減少していく」というジレンマに直面しており、こうし
た課題がある中で、この計画により「限りある財源の中で、さまざ
まな工夫をすることにより、将来にわたって、区有施設の快適性・
安全性を確保し続けるとともに、施設に対する区民ニーズの変化に
的確に対応していく。」ことを目指しています。単純に区有施設を
減らすという取組ではなく、「できるだけサービス水準を維持しな
がら行う」ことを基本的な考え方として取り組んでいきます。

1043 3 個人 メール積極的に保育園・学童保育クラブ・児童館などを増やし待機児童を
減らすことに税金を投資し、たとえば仕事についていなくても仕事
をしようと考えている児童を引き受け、母親が仕事を探し易くす
る。また、安易に民間委託することも質の低下などにつながるので
心してほしい。

4 経営改革推進課
子育て支援課
保育計画課

D 子育て支援施設の拡充は区の喫緊の課題の一つと考えており、現在
区では、補助金などを有効活用した民間事業者による施設整備を進
めています。平成29年4月には上目黒小学校内の一部を活用して私
立認可保育所を整備し、現在は、旧第六中学校跡地及び第四中学校
跡地への保育所整備や、国有地を活用した子育て支援施設（保育
所、学童保育クラブ、児童館）整備の検討などを進めています。
施設サービスを効果的・効率的に実施するためには、民間が主体と
なって事業を行うことが望ましい施設サービスは、民間活力を活用
していくことが有効であると考えています。
また、乳幼児をお預かりする施設として、保育の質を確保すること
は当然に必要なことと考えています。運営事業者の選定やその後の
運営に関してもそのような観点を踏まえ対応していきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1043 4 個人 メール最近、年収が200万円代の若者が多く、住宅費が高い目黒には住め
ないので他区に移り住む若い人たちに、他区並みの費用で入れる区
営住宅を建てることや、高齢者のための介護施設なども増やし、近
隣に孫などが住むことで若者と高齢者の交流がはかれるなど配慮し
た環境をつくること。それが健康な老後の手助けを区がすることに
なったり、そのことで医療費の節約にも役立つようにする。その
他、若者の結婚を促し、子供を産み易い環境を整えることなど、国
や都が遅れている環境を目黒区が先駆けて進めるようになってほし
い。

5 政策企画課
高齢福祉課
住宅課

F 区では、結婚・出産・子育てがしやすく、高齢になっても住みやす
い多様な世代が住み続けられる環境を整備していく必要があると考
えており、平成28年3月に「目黒区まち・ひと・しごと総合戦略」
を策定し、「ファミリー世帯家賃助成」や「高齢者の住まいの確
保・充実」などさまざまな施策を実施しています。

1043 5 個人 メール目黒区の土地や施設を「民間へ貸与・売却による財源捻出など有効
活用を図る」件については、かつて目黒区役所売却移転に関わって
安いところに売却したなど区民の疑問に誠実に答えようとせず責任
などあいまいのままに放置した問題、現在社会問題になっている国
有地の売却にみられるように、裏でこそこそやらないでほしい。
これからの若者が目黒に住み、新しいプランが出た際、利用できる
区有地を確保するには困難であるなどを考え区有地の売却には反対
である。近年、経済の低迷が続くなかで雇用と所得が不安定化して
いる。とりわけ非正規雇用が進み、特に若い世代に大きく影響して
いる。かつては、企業の福利厚生が手助けしていた形態も近年そこ
が崩れている。住環境の確保をする施策を区が積極的に取り組んで
ほしい。若者への住まいの支援は、大きな財源を必要とするであろ
うが、未来の社会を担い、維持するために必要な投資と考え、目黒
区は国に先駆けて取り組んでほしい焦眉の課題と考える。

1 経営改革推進課
住宅課

D 区の土地や施設は、区民全体の貴重な財産であり、その有効活用を
図る際は、区民の皆様のご意見をいただきながら取組を進めていき
ます。
また、低未利用地等については、民間への貸与や売却が前提ではな
く、他の用途に転用できるか、喫緊の課題解決に資することはでき
るかなど、個々の状況に応じて多角的に検討していく必要があると
考えています。
ご意見は住宅施策を検討する際の参考とさせていただきます。

1044 1 個人 メール財政負担を軽減するため、40年間で15％縮減とあるが、40年後とは
あきれる期間であり原則論にもならないと思うが如何か。

1 経営改革推進課 F 区有施設見直しは施設量を減らしていくことが必要な取組であり、
区民生活への影響が大きいため、短期的なスパンで急激に施設を減
らしていくことは適切でなく、長期的な視野を持って進めていくこ
とが必要であると考えています。
区有施設は基本的に必要なものであり、漠然と「施設を減らさなけ
ればならない」と定めるだけでは取組の実効性が上がらない可能性
が高いため、全庁的にしっかりと議論・検討し、取組の実効性を高
めるために、具体的な数値をもって目標を示したものです。
一方で、「区有施設見直しの取組の効果が40年後に出ればよい」と
考えているわけではなく、できるだけサービス水準を維持しなが
ら、スピード感を持って可能なところから着実に取組を進めていき
ます。

1044 2 個人 メール区有施設見直し方針における「視点１」で民間活力とあるが、区民
も活力があるので文面に挿入してほしい。

1 経営改革推進課 F 民間活力の活用とは、「区（行政）が直接執行するのではない」と
いう趣旨であり、どのような民間活力を活用するかはケース・バ
イ・ケースであると考えています。区民の活力によって取組を進め
ていくケースも当然にあるものと考えています。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1044 3 個人 メール「活動場所提供機能」施設利用状況はかなり整理されているので、
分析は29年度に完了し、30年度に検討を行い31年度には承認で良い
と考えるが如何か。

3 経営改革推進課 D 貸室の施設利用率については計画記載のとおり、一定程度整理して
いますが、見直しに当たっては、施設利用率のほか、それぞれの施
設の設置目的や、施設の有する機能の多面性（活動場所提供機能以
外の機能）などに考慮した上で、継続的に施設を維持していく必要
性の有無や程度等（貸室のあり方）を検討していく必要がありま
す。
取組スケジュールは「利用状況の分析、整理」を平成29～30年度
に、「貸室のあり方の検討」を平成30～31年度としていますが、ス
ピード感を持って取り組んでいきます。

1044 4 個人 メール貸室について、「会議室」「研修室」「和室」「集会室」等の一般
貸室の名称を統一するべきである。

3 経営改革推進課 D 「会議室」「研修室」「和室」「集会室」等の一般貸室の名称の統
一という、ご指摘の内容を含むさまざまな事項を、今後、計画を推
進する中で、整理・分析・検討する必要があると考えています。

1044 5 個人 メール駒場地区に学童保育クラブが皆無なので設置を検討してほしい。 4 子育て支援課 D 本計画では、学童保育クラブについて「地域の学童保育クラブ需要
の実態に合わせて適正配置の検討を行う」こととしています。

1044 6 個人 メール三田地区駐車場は、有料であれば不要だと思うが如何か。 4 都市整備課 E 三田地区駐車場は、三田地区及びその周辺地域の道路交通の円滑化
を図り、もって区民の生活環境の向上に資するために設置されてい
ます。したがって、特定の施設利用者用の駐車場ではありませんの
で、ご利用いただく場合は有料となります。

1044 7 個人 メール「計画時期を早める」「施設の複合化」「低未利用スペ－スの有効
活用」「施設配置の分散化」等が重要と考えるので早急に取り組ん
でほしい。

1 経営改革推進課 C ご指摘の点を踏まえながら取り組んでいきます。

1044 8 個人 メール最も重要なのは“税金の無駄遣い”である。区民の税金で建てた
「箱物」を有効にする施策を考えてほしい。

1 経営改革推進課 B 区有施設見直しの取組によって、効果的・効率的な観点での見直し
を進めつつ、区有施設の更なる有効活用を図っていきます。「施設
の機能に着目した見直し」や「低未利用スペースの有効活用の徹
底」などの取組を通じて、無駄な使い方が無いかを改めて検証し、
全庁的に有効活用の徹底を図っていきます。

1044 9 個人 メール将来計画のビジョンを早く提案してほしい。2/25号の区報で区長の
「所信表明」に、「避難所運営機能の充実」「保育所・学童保育ク
ラブの拡大整備」「特別養護老人ホ－ムの整備」等の項目が浮上し
たので具体案を早急に示してほしい。

1 経営改革推進課
防災課
高齢福祉課
子育て支援課
保育計画課

C 区有施設見直し計画は、平成26年3月に策定した区有施設見直し方
針を具体化していくものです。方針で示した「できるだけサービス
水準を維持しながら行う」という基本的な考えのもと、「限りある
財源の中で、さまざまな工夫をすることにより、将来にわたって、
区有施設の快適性・安全性を確保し続けるとともに、施設に対する
区民ニーズの変化に的確に対応していく。」ことを目指していきま
す。
また、所信表明の「避難所運営機能の充実」、「保育所・学童保育
クラブの整備」、「特別養護老人ホームの整備」などの各種取組に
ついては、その進捗に応じて、区のホームページなどで、具体的な
内容をお示ししていきます。
今後とも、区民の皆様に適切でよりわかりやすい情報発信に努めて
いきます。
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整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

1044 10 個人 メール計画の期間は10年を基本に考えているが、基本構想3年、基本計画3
年、実施計画4年サイクルが最良と考える。なお、実施はモデル施
策案を提案し、区民に周知させること。

1 経営改革推進課 D 計画の取組については、年次計画を定める5年間と取組目標を定め
る5年間としており、基本的に5年ごとに見直すこととしています。
また、取組については、適時、適切にお知らせしていきます。

1045 1 議会 書面 今後40年間で区有施設総量の15％縮減を目標としているが、2020年
五輪以降の不動産実勢価格や、土地需要、2025年を迎えた際の人口
動向や世代別人口に対応する事を考えると、見直し期間40年は適切
な設定期間ではない。40年後は当初計画に係る人員も関わっておら
ず、計画策定の背景も風化する。従って、目標期間については短縮
をいつも意識するよう要望する。実際には2020年、2025年を見越し
て10年を一つの目安とするべきであろう。

1 経営改革推進課 B 区有施設見直しは、長期的な視野を持って進めていくことが必要で
あると考えています。一方で、計画的にスピード感を持って取り組
むことが重要であることから、計画策定に当たっては10年間を一つ
のサイクルと定め、5年ごとに必要に応じて見直すこととしていま
す。
今後、各施設の視点に沿って、具体的な取組を進めていきますが、
スピード感を持って取り組んでいきます。

1045 2 議会 書面 平成の年号は30年までという見通しがある中で、計画の取組内容詳
細の5年間（平成29～33年度）はまだ認識しやすい範囲であるが、
計画の全体などにおいて「平成47年度」「平成65年度」といった表
記は違和感もあり分かりづらい。西暦を併記するなど、表記を工夫
できないか。

1 経営改革推進課 A ご意見の趣旨を踏まえ、表記を工夫しました。

1045 3 議会 書面 今後5年間に「検討」「実施」「整備」など何らかの取組が示され
ている施設について、計画素案Ｐ70の用途別施設一覧表でその旨が
分かる方が良い。

1 経営改革推進課 A ご意見を踏まえ、用途別施設一覧表にその旨を記載しました。

1045 4 議会 書面 建物の長寿命化を基本とするのではなく、高層化して一部を賃貸化
するなど、財政負担の少ない建て替えという方法も同等に検討すべ
き。

1 経営改革推進課 C 区有施設の見直しは、将来的にも現状の行政サービスの水準を確保
していくために、施設維持管理経費の適正化を図っていくことが目
的です。
ご意見の趣旨を踏まえ、さまざまな視点で見直しを図っていきま
す。

1045 5 議会 書面 前期5年間の計画において、用途別施設見直しの「駐車場・駐輪
場」について、一部駐車場の見直しは計画されているが、駐輪場の
見直しは計画外となっている。駐輪場サービスは、民間事業者に売
却・有償貸与して民間活力活用によるサービス向上を図る自治体も
あることから、早期段階で見直しを要望する。

4 道路管理課 D 現在の区立駐輪場は、民間事業者が民間のノウハウや活力を活かし
て管理運営を行う指定管理者制度を導入しています。ご意見を踏ま
え、現在の指定管理者制度、区有施設全体との関わり、運営の受け
皿となる民間事業者等について整理を行った上で、他の自治体の事
例を参考に調査・研究していきます。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2001 1 説明会 南部西部の中学校4校の見直しを進めているが、小中学校を一括し
て見直すことも、将来を見越せば有効なことではないか。

4 学校統合推進課 E 区立小学校の児童数は、近年増加を続けています。その推移は、住
民登録者数の推移と合わせて注視していく必要があることから、現
在、区立小学校の統合については考えていません。
一方で、区立中学校については、小規模化の傾向が続いており、教
育委員会としても学校の魅力づくりに取り組んでいるところです
が、なかなか解消できません。大人への過渡期にある中学生にあっ
ては、多様な人間関係の中で、「生きる力」を身に付けていくこと
が極めて大切です。そこで、このような課題に対応するため、区立
中学校の統合を進めているものです。

2002 1 説明会 区民センターには社会教育関係の施設として、社会教育館、ホー
ル、図書館があるが、どれも古くなっているので、建て替えてほし
い。5年間の計画を見ると、まず暫定的に耐震工事をするというこ
とだが、耐震工事をせず、今から建て替えの計画を作ってほしい。
それにはお金がかかるだろうから、単独施設をちょっとずつ作るの
ではなくて、単独施設を複合化、多機能化、集約化ということはや
むを得ないと思うが、資金は民間の資金を活用して建て替えはでき
ないのか。
とにかく全て古くて、ホールも古くて使い物にならないしエレベー
ターもないし、文化ホールとしての機能もないし、とても使いにく
くて、ホールを使う団体も他区のホールを借りてやっている。
大ホールと小ホールはパーシモンホールにあるが、中規模の、
400、500名程度の文化ホールとして使えるようなホールがほしい。
今のホールを耐震工事で直す程度では使えないのではないか。

3 経営改革推進課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

2003 1 説明会 計画素案Ｐ68（「第3章第3節　目黒区民センターに関する検討」の
「3　今後の方向性」）の記載内容のうち、「④都市計画上の制
約」、「⑥周辺地域の複合化」とはどういう意味なのか。

3 経営改革推進課 F 「④都市計画上の制約」とは、例えば、今後、区民センターを建て
替えようとした場合、高さ制限や、隣接している区民センター公園
における都市公園法の制約などを考慮していく必要があることを意
味しています。また、「⑥周辺地域との複合化」とは、区民セン
ター周辺施設で区民センターとの複合化に適した施設があるかどう
かなどを検討・整理していく必要があるということをお示ししてい
ます。

2004 1 説明会 施設の見直しには大賛成だ。その場合、大前提となるのが、目黒の
10年後をどうしたいのか、いわゆるビジョンが必要だ。本来であれ
ば、進め方の時に10年後、20年後の目黒がどうあるべきか、「安
全・安心」と言う抽象的な言葉ではなくて、「待機児童対策をしま
す」「特養ホームを作ります」、といった具体論をあげないと、区
民はわからない。

1 経営改革推進課 C 区有施設の見直しにより「限りある財源の中で、さまざまな工夫を
することにより、将来にわたって、区有施設の快適性・安全性を確
保し続けるとともに、施設に対する区民ニーズの変化に的確に対応
していく。」ことを目指しています。
また、保育所待機児童対策や特別養護老人ホームの待機者対策など
は、先の所信表明でも「保育所の整備」や「特別養護老人ホームの
整備」などの対策をお示ししており、その取組については、その進
捗に応じて、区のホームページなどで、具体的な内容をお示しして
います。
今後とも、区民の皆様に適切でよりわかりやすい情報発信に努めて
いきます。

「区有施設見直し計画素案」説明会・意見聴取会での意見と検討結果
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番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2004 2 説明会 何のために施設の見直しをやるか。財政難の他に、それに付随した
無駄使いの是正、これをテーマに挙げてほしい。利用率の低い施
設、低未利用の施設、例えば昼間使って夜使わない施設。そういう
幅広い視点から行うべきだと思う。そのためには、縦割り行政をな
くしてうまくやってほしい。

1 経営改革推進課 B 区有施設見直しの取組によって、効果的・効率的な観点での見直し
を進めつつ、区有施設の更なる有効活用を図っていきます。「施設
の機能に着目した見直し」や「低未利用スペースの有効活用の徹
底」などの取組を通じて、無駄な使い方が無いかを改めて検証し、
全庁的に有効活用の徹底を図っていきます。

2005 1 説明会 前期5年間の重点的な取組とあるが、第1の柱は区民とのやり取りも
生じるので時間がかかると思うが、第2の柱や第3の柱はスムーズ
に、5年もかからないでできるのではないかという印象を持ってい
る。

3 経営改革推進課 C いずれの取組も、区民の皆様と問題意識を共有しながら、スピード
感を持って取り組んでいきます。

2006 1 説明会 私は社会登録団体で緑が丘文化会館を利用しているが、なかなか部
屋を取れない。地域によってはそういう現状があることを知ってほ
しい。

3 経営改革推進課 D 研修室を含む貸室については、今後、施設の利用状況を整理・分析
し、それぞれの施設の設置目的や、施設の有する機能の多面性など
を考慮した上で、継続的に施設を維持していく必要性の有無や程度
等（貸室のあり方）を検討していきます。

2007 1 説明会 学校施設の利用をもっと考えてほしい。教室は段々余っていくのだ
から、保育園も、高齢者の施設、例えばデイサービスなど、学校を
できるだけ利用してほしい。できれば高層化して、上層階は賃貸に
出し、その収入を区の財政にまわすなど、区がお金を出すだけでは
なくて、稼ぐことも考えてほしい。

4 経営改革推進課
学校施設計画課

D 学校の余裕教室の活用については、施設利用者の動線の確保やトイ
レ等の整備が必要となり、まとまったエリアで余裕教室が確保でき
なければ難しい状況です。このため、現時点ですぐに余裕教室の活
用はできませんが、施設の有効活用に関しては、今後の児童・生徒
数の変動に留意しつつ、さまざまな視点で検討していきます。
また、区有施設の見直しは、将来的にも現状の行政サービスの水準
を確保していくために、施設維持管理経費の適正化を図っていくこ
とが目的です。

2008 1 説明会 計画期間について、実際の工事などの実施はいつからなのか。 2 経営改革推進課 F 個別施設の取組については、施設ごとに状況が異なるため、それぞ
れの施設の状況に応じて検討していきます。
今後、具体的な見直しについて、期間をお示ししながら進めていき
ます。

2008 2 説明会 今後のスケジュールについて、6月に策定では、区民が計画の内容
を吟味して意見するには時間が足りない。取組の周知にあたって、
ホームページや区報を活用しているとのことだが、ホームページは
何％くらいの人が閲覧しているのか把握しているか、ほとんどの人
がホームページなどは見ていないと思っている。退職している人な
どには時間的余裕があり、ホームページを見る人もいると思うが、
現役の人や子育て中の母親などはとてもホームページなど見ない。
より多くの人に周知するための手段などは検討されているか。

2 経営改革推進課 C 区民の皆様にいかに関心をもっていただくか、どのような方法が効
果的・効率的か、今後も、さまざまな手法を調査・研究しながら、
周知に努めていきます。

2008 3 説明会 具体的には施設の状況に応じて今後取り組んでいくということだ
が、現時点において、おおよそでも、前期5年のうちの早い時期な
のか、遅い時期なのか、真ん中あたりなのか示すべきではないか。

2 経営改革推進課 D 個別施設の取組については、施設ごとに状況が異なるため、それぞ
れの施設の状況に応じて検討していきます。
今後、具体的な見直しについて、期間をお示ししながら進めていき
ます。
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検討結果（対応策）

2008 4 説明会 これから実施する意見聴取会での意見をもって計画案にするという
話だが、意見聴取会を終えて2か月程度の期間の中で、意見につい
て吟味するということが可能なのか。

2 経営改革推進課 B 「区有施設見直し計画」の策定に当たっては、平成28年10月に、計
画素案を作成・公表する前の段階で、「計画素案の作成に向けて検
討を行うための材料（検討素材）」を取りまとめ、公表、説明会、
区民意見募集を行ったうえで、平成29年2月に計画素案を作成いた
しました。さらに、計画素案に対する説明会、意見聴取会、意見募
集を行うなど、丁寧にご説明をし、幅広く、しっかりと区民の皆様
のご意見をいただきながら、取組を進めているところです。
区有施設見直し計画策定後の取組に当たっても、適時適切に情報を
発信・公開して、区民の皆様と問題意識を共有する機会を設けるな
ど、丁寧に取組を進めていきます。

2008 5 説明会 ホームページを見れる人もいればそうでない人もいる。めぐろ区報
も然り。めぐろ区報自体を知らない人もいると思う。ホームペー
ジ・区報をやっているから区民に周知できているとは考えないで欲
しい。受動的でなく、積極的に周知して欲しい。何かのイベントな
どがあれば、取組内容の一部でも周知するというようなことが必要
ではないか。今までとは違った形での周知が必要ではないか。

2 経営改革推進課 C 区民の皆様にいかに関心をもっていただくか、どのような方法が効
果的・効率的か、今後も、さまざまな手法を調査・研究しながら、
周知に努めていきます。

2008 6 説明会 前期5年間で何に取り組んでいくのか。 3 経営改革推進課 F 区有施設見直しの基本的な考え方である「できるだけサービス水準
を維持しながら施設のあり方を見直す」ことを実践するための取組
として、貸室のあり方を検討する「施設の機能に着目した見直し」
のほか、既存施設の低未利用スペースの複合化や多機能化などの手
法による「低未利用スぺースの有効活用の徹底」、区内有数の大規
模複合施設である区民センターについて、将来的なあり方などを含
めて多角的に検討する「区民センターに関する検討」の3つの取組
を重点的に進めていきます。

2009 1 説明会 今回の説明会は回覧で知った。回覧は一戸ずつ回っていき、多くの
人の手に渡るものだと認識している。こうした点から、区民への周
知方法としては、町会を利用することが良いのではないか。

2 経営改革推進課 B 区民の皆様にいかに関心をもっていただくか、どのような方法が効
果的・効率的か、今後も、さまざまな手法を調査・研究しながら、
周知に努めていきます。
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2009 2 説明会 東山地区には東山住区センターがあり、また東山社会教育会館もあ
る。東山住区センターレクホールを借りた際、社会教育館に鍵を借
りに行ったところ、東山社会教育館では対応できないと言われ、鍵
を借りるために少し離れた東山住区センターに行くように案内が
あった。住区センターも社会教育館も同じ目黒区の施設でありなが
ら、どちらの施設にも同様な業務のために人が配置され、人件費が
無駄になっている。
老朽化を機会として、どういう風に施設を作っていくのかというこ
とを区民のために大きい視点で考えてほしい。一つの方法として民
間の力を借りるということがある。私は隣接する世田谷区の施設を
使用することがあるが、良い例として世田谷公園の前に「せたがや
がやがや館」という施設がある。この施設は、元気な高齢者が運動
する施設で、スポーツクラブのような設備が整っており、安い使用
料で使えて、健康増進に役立つ施設。パーティーなどを催せるス
ペースもある。隣には「ものづくり学校」がある。民間の力を上手
く使ってほしい。「せたがや　がやがや館」のように、区外の方が
羨ましがるような、区民がわくわくするような施設にしてほしい。

4 経営改革推進課
北部地区サービ
ス事務所
生涯学習課

D 東山住区センターについては、建設当初に施設の中に十分なスペー
スを確保できずレクホールを整備できなかったことから、東山地区
センター内に確保した経緯となっています。施設が管理者から離れ
た場所にあるためご不便をおかけする状況となっています。今後施
設の管理間で連携を強化し、改善を図っていきます。
施設サービスを効果的・効率的に実施するためには、民間が主体と
なって事業を行うことが望ましい施設サービスは、民間活力を活用
していくことが有効であると考えています。民間活力の活用に当
たっては、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。今後、施設の更新をする際
には、他区の事例などを参考に、区としても調査・研究していきま
す。

2010 1 説明会 目黒区民センターについて、第3の柱として記載されているが、具
体的なプランはあるのか。計画素案の30ページには耐震関連の対応
をしていくということが記載されている。区民センターの一角に
は、美術館がある。私は美術館でボランティアをしているが、23区
の中でも区の美術館を持っているということは少数であると思う
し、誇りに思っている。美術館では特殊な企画展示を行っており、
ワークショップに力を入れている。ワークショップは子どもに大き
な影響がある。昔ワークショップで育った子どもたちが大きくな
り、大学生になり社会人になり、そうした方（ワークショップに参
加した当時の子ども）たちが自分達で企画してワークショップで現
在の子どもたちに教えているという活動があり、こうした状況はボ
ランティアとして参加する私にとり、大変うれしく思っている。美
術館について、どの様に考えているか。

3 経営改革推進課 D 美術館を含む目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設
で、区有施設の中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設
です。また、全面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものと
なることが見込まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調
査・研究すべき課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含
めて、将来的な目黒区民センターのあり方などを今後多角的に検討
していくこととしています。

2010 2 説明会 区民のために職員を活用する機会があるという話があったが、いつ
までこの取組をするのか。

2 経営改革推進課 F 「区職員活用しま専科」（出前講座）については、区民の皆様のご
要望に応じて、区職員が学習会等に出向いてお話する取組です。
「区有施設見直し」については、平成28年度から出前講座の対象と
していますが、平成29年度も引き続きご利用いただけます。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2011 1 意見
聴取会

お金が潤沢にあれば施設の更新はできるけど、歳入の大幅な増加が
見込めない、歳出が増えるなら、例えば職員の給与を減らすとか、
職員の人数を減らすとかする。それから目黒区議の数が多すぎる。
世田谷は人口80万ちょっとに対して世田谷区議は50人、目黒区は27
万人に対して36人でやってる。なんで目黒は36人もいるのか。こう
ゆうところを減らさないで、お金がないと言われても困る。

5 経営改革推進課
区議会事務局

F 区の職員については、平成30年度当初における常勤職員を1,900人
以下にすることを目標として定数管理を行っており、経常的経費の
抑制の観点から職員数の削減を進めつつ、事務事業を最も効率的に
執行できる組織編制に努めています。
議員定数については、区政を取り巻く厳しい財政状況等を踏まえ、
これまでにも4名を減員し、36名となっています。他区の状況と比
較しても突出して多い状況とはいえません。区議会は、区民が選出
した区民の代表者である区議会議員で構成され、区行政のチェック
を行うという重要な役割を担っており、そのために必要な定数が条
例で定められています。定数の削減については、慎重な議論が必要
であると考えています。

2011 2 意見
聴取会

例えば住区センターの建物が古くなったから、更地にして建替える
ということはしないのか。

2 地域政策調査課
経営改革推進課
地区サービス事
務所

F 住区会議室を含む住区センターについては、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目指すべき方向性についての検
討状況などを踏まえながら、そのあり方の検討を進めていくことと
しています。

2011 3 意見
聴取会

住区システムはやめないのか。 5 地域政策調査課
経営改革推進課
地区サービス事
務所

F 住区制度を含めた区のコミュニティ施策については、平成28年度か
らコミュニティ施策の今後の目指すべき方向性についての検討を
行っており、今後、区としての考え方をまとめていく予定です。

2011 4 意見
聴取会

お金がないということで、施設の見直しをするということは良いこ
とだが、お金をどうやって絞り出すかということが重要。シティマ
ラソンをやめて、そのお金を回してはどうか。無駄なお金を少なく
して、歳出を少なくすることも謳っていかないと、これだけでは納
得しない。

1 スポーツ振興課 D 目黒シティランは、区民の健康や体力づくりを促進するとともに、
大会の企画・運営に多くの区民や多様な団体が主体的に係わること
により、地域活力の活性化及び観光や商業の振興を図り、目黒のま
ちの魅力を発信していくことを目的として実施したものです。併せ
て東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けその
気運を醸成するものであり、今後も必要な取組として実施していく
予定です。

2012 1 意見
聴取会

東根住区センターと一体の東根職員住宅をどうするのか、一般企業
は社宅はどんどんつぶして、どうしても必要な場合は民間のマン
ションを部屋借りしている。職員住宅には大勢の人が住んでいる
が、非常に無駄で、時代遅れだと常日頃思っている。東根住区セン
ターには小さい子供たちの寄る施設がないので、児童館を併設させ
た方が将来的には良いのではないか。できることは率先してやった
方が良い。災害の時に駆けつける人もいると思うが、それも民間マ
ンションを借りれば済む話。職員住宅は優先して考えた方が良い。
ムダだと思う。

4 経営改革推進課
人事課

D 職員住宅については、今後、事業継続の必要性や他の用途への転用
などについて検討していく予定です。

2013 1 意見
聴取会

区の方針はもう大体決まっていると思うので、それを明らかにして
進めないと、これだけ施設があって、関わっている人たちはそれぞ
れ意見を言う、それだと時間の無駄とは言わないけれども、なかな
か厄介な話になってしまう。まずは区の方針を示してほしい。

2 経営改革推進課 D 区有施設見直し計画は、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、方針で示した「できるだけサービス水準を維持し
ながら行う」という基本的な考えのもと、「限りある財源の中で、
さまざまな工夫をすることにより、将来にわたって、区有施設の快
適性・安全性を確保し続けるとともに、施設に対する区民ニーズの
変化に的確に対応していく。」ことを目指すものです。区有施設見
直しは、長期的な視点に立って、区民の皆様のご意見を伺いなが
ら、進めていきます。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2013 2 意見
聴取会

区民にできること、区側にできること、公務員の数だとか議員の数
も絡んでくるし、税収の見込みもはっきり示されていないし、施設
の見直しには人口の問題とお金の問題が大きくからんでくる。人口
が減るということはお年寄りが増えるわけだが、そのあたりについ
てはどういう考え方なのか。

1 経営改革推進課 B 区有施設見直しの取組を進める上では、区内の人口動向が大きな一
つの要素となっています。
現在区内人口は増加局面にあり、この状況は今後数年間続く見込み
から、今すぐ施設を減らしていくという計画にはしておりません。
区有施設見直しは、区民生活に大きな影響のある取組であり、人口
減少局面に転じてから短期間で急激に進めていくことは適切ではな
いと考えており、長期的な視点に立って将来の区有施設のあり方に
ついて検討を進めていく、といった計画内容としています。

2013 3 意見
聴取会

区民センターのことは西部地区の人たちからすれば関係ない。
区民センターのような大きなものも大事かもしれないけど、区はこ
ういう方針を持っていますよ、というのを示して話を進めた方が早
いと思う。

2 経営改革推進課 D 区有施設の見直しは、区有施設全てを対象とした取組であり、「で
きるだけサービス水準を維持しながら行う」という基本的な考えの
もと、「限りある財源の中で、さまざまな工夫をすることにより、
将来にわたって、区有施設の快適性・安全性を確保し続けるととも
に、施設に対する区民ニーズの変化に的確に対応していく。」こと
を目指しています。
今後5年間について、「目黒区民センターに関する検討」のほか、
「施設の機能に着目した見直し」（貸室のあり方の検討）や「低未
利用スペースの有効活用の徹底」などを重点的に進めていきます。

2013 4 意見
聴取会

耐用年数の限界がきた施設はどうするのか。
例えば東根住区センター周辺の人たちは税金も結構払っている。そ
んな地域の特殊性もある。政治や行政は税金をどのように使うのか
が1番の仕事だと思う。そういう意味で議員数減、職員数減をやっ
て、我々サービスを受ける区民側もそれなりの我慢はするつもり。
お互いが苦労しながらやっていけば、1番良い区になると思う。

1 経営改革推進課 D 計画素案では、全体的な期間を示していますが、具体的な取組につ
いては、個々の施設の状況に応じて検討していきます。
個々の施設の具体的な更新計画等は、耐久性の確認などを行いなが
ら取り組んでいきます。

2013 5 意見
聴取会

現在特別養護老人ホームの待機者はどのような状況なのか。保育の
問題ばかり話題になっているが、特別養護老人ホームも非常に大事
だと思う。

4 高齢福祉課 C 平成29年4月1日現在の特別養護老人ホームへの入所待機者数は702
名で、特別養護老人ホームの整備は区の喫緊の課題であると認識し
ています。現在、特別養護老人ホームについては、旧第六中学校跡
地や第四中学校跡地への民間活力の活用による整備に取り組んでい
ます。今後も、区有施設見直しなどにより生まれた土地や施設につ
いて、時勢の区民ニーズの把握に努めながら、喫緊の課題解決に資
する活用に取り組んでいきます。

2013 6 意見
聴取会

施設にかかるお金のうち、利用者の負担で賄っているのが1割くら
いということだが、他の区も同じ状況なのか。

1 経営改革推進課 F 他の自治体の状況については、各自治体の考えもあり、一概には言
えません。

2014 1 意見
聴取会

老人いこいの家は住区センターと併設されているところが多いが、
老人いこいの家を単独施設にする考えはあるか。複合施設になって
遠くになってしまうと、高齢者は活動ができなくなる。

4 経営改革推進課
高齢福祉課

D 今後施設の更新（大規模改修や建て替え）の際には、複合化、多機
能化することを原則としていますが、各施設の設置目的や利用状況
などの諸条件を総合的に勘案しながら検討を進めていきます。

2014 2 意見
聴取会

老人いこいの家には職員がいるが、職員がいなくてもできることも
結構ある。職員がいるといろいろと禁止されることも多く、むしろ
職員がいない方が良いこともある。老人クラブで自主運営といった
ことは検討されないのか。

4 高齢福祉課 D 老人いこいの家は、老人クラブも含め多くの高齢者の方が利用して
おり、いこいの家の施設管理や利用者全体にかかわることに関して
は職員等が対処しています。なお、老人クラブ活動自体は、老人ク
ラブの自主運営をお願いしているところです。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2015 1 意見
聴取会

計画素案の中に築年数は書かれているが、各施設の耐震強度は把握
しているのか。新耐震以降の建物とそれ以前の建物では、阪神大震
災のケースを見ても明らかに倒壊率が異なっていたので、そのへん
を調査しないと、更新する意味もなくなってしまうのではないか。

1 経営改革推進課 F 耐震性については、耐震性を示す強度の値が基準を下回る施設が2
施設（目黒区民センター、目黒区公園事務所倉庫）、耐震診断未実
施施設が2施設（砧球技場管理事務所、碑文谷公園詰所）ありま
す。これらの施設は、今後の検討課題と考えています。なお、耐震
対応を含む全区有施設の状況については、「施設白書」や「施設
データ集」として取りまとめ、目黒区のホームページで公表してい
ます。

2016 1 意見
聴取会

4、5年くらい前から急に地域登録団体になるのが厳しくなった。そ
の上使用料も高くなった。地域登録団体利用と一般利用では料金も
全く違うため、その結果地域登録団体になれず一般利用となり、施
設を使わなくなった団体が結構いる。東根住区センターにはせっか
く広いレクホールもあって、以前は地域登録団体として若い劇団の
方々が使用していたけれども、最近は使用しなくなってしまった。
区が利用させづらくして、利用率も低くなってしまっている。
東根住区センターは駅からも遠く、来づらい場所でもあるので、み
んな同じように厳しくするのではなく、来づらい施設は少し優しく
するとか、もっと皆さんが利用しやすいようにすると利用率も上が
るだろうし、利用者がいないと住区も活動できない。

3 経営改革推進課
地区サービス事
務所

D 地域活動団体登録制度については、住区内のコミュニティ形成に寄
与する団体が住区会議室を利用しやすくするための制度であり、公
の施設の設置目的に沿った活動や利用に対する支援策の一つとして
設けているものです。個人的活動団体や区外住民団体等と区別する
ためにも基準を定めて、適切に運用していく必要があると考えてい
ます。
施設の利用状況については、今後、住区会議室を含む貸室のあり方
の検討の中で、施設の利用状況を整理・分析し、それぞれの施設の
設置目的や、施設の有する機能の多面性などを考慮した上で、継続
的に施設を維持していく必要性の有無や程度等（貸室のあり方）を
検討していきます。

2017 1 意見
聴取会

東根住区センターは駅からも離れていて、利用率が低くて、人口も
これから減るという理由で、利用率の低いところからつぶされてい
くと、この地域の人たちは使える施設がなくなってしまう。
このエリアには児童館がないので、職員住宅を児童館、保育園にす
るなどしていただきたい。児童館がないので小学校の子どもたちは
ここでバレエ習ったり書道習ったりしているので、そういう場所を
なくされると困る。
大人も体操したりしているので、運動を定期的にできる場所が近く
になくなってしまうと困るので、なくさないでほしい。

4 経営改革推進課 D 他の地区に比べて南部、西部地区に児童館が少ないことは課題とし
て認識しており、今後、地域の児童館需要の実態に合わせた適正配
置の検討を行う予定としています。その他の施設についても、区有
施設見直しの取組に当たっては、「区有施設見直し方針」における
「視点３　地域ごとの人口特性や区民ニーズに対応」を踏まえなが
ら取り組んでいきます。

2017 2 意見
聴取会

シティマラソンをやる必要はない。そのお金を小学校などの設備投
資にまわしてほしい。

5 スポーツ振興課 F 目黒シティランは、区民の健康や体力づくりを促進するとともに、
大会の企画・運営に多くの区民や多様な団体が主体的に係わること
により、地域活力の活性化及び観光や商業の振興を図り、目黒のま
ちの魅力を発信していくことを目的として実施したものです。併せ
て東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けその
気運を醸成するものであり、今後も必要な取組として実施していく
予定です。

2017 3 意見
聴取会

先日のニュースで、流山市の子育て施策がPRされていて、その中で
「目黒区から、子育て施策が充実している流山市に越してきた」と
いう内容の市民の声が紹介されていた。とても残念であった。子育
て支援施策をもっと充実させてほしい。

5 政策企画課
関係各課

D 区では、若い世代にとっても、高齢者にとっても住みやすい、多様
な世代が住み続けられる環境を整備していく必要があると考えてお
り、平成28年3月に「目黒区まち・ひと・しごと総合戦略」を策定
し、保育所等の整備といったハード面と、妊娠から出産、子育てと
切れ目ない支援のためのきめ細かい情報提供や相談支援等の充実と
いったソフト面の、両面から施策を展開しています。今後も必要な
取組として行っていきます。
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整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2018 1 意見
聴取会

計画期間について、10年のうち5年ずつに分かれている。施設の工
事着工などは記載されているのか。どういう施設から順に着手して
いくのか。どういう施設を修復して、どの施設を建て替えるのか、
それをやるのであればいつからやるのか、ということが具体的にあ
がってこないと、こうした詳細な資料をもらっても、実際に近くの
利用施設がどうなのか、いつ頃に決まるのか、どうやって決まるの
かが分からないと具体的な意見は出しにくい。

2 経営改革推進課 D 個別施設の取組については、施設ごとに状況が異なるため、それぞ
れの施設の状況に応じて検討していきます。
今後、具体的な見直しについて、期間をお示ししながら進めていき
ます。

2018 2 意見
聴取会

住区会議室は研修など、実は色々な用途で使われている。受益者負
担の適正化の検討により、使用料の見直しとなれば、下がることは
なく、今後負担は上がっていく。利用率に応じて使用料を設定する
となると、利用率が高いところ、低いところと出てくる。それで利
用率に応じて使用料を決めるということにしても、現実的にそうし
たことは難しい。それができないとすれば民間に委託し、任せてし
まえば良いという声もあるので不安感をもっている。

1 地域政策調査課
経営改革推進課

D 受益者負担の一つである施設使用料については、社会情勢や維持管
理経費の変動を定期的に反映させ、適正な額にするため、「公の施
設使用料の見直し方針」（平成24年8月策定）において4年ごとに見
直すこととしています。現在の施設使用料は平成25年度に改定した
ものであり、平成29年度の改定については、施設維持管理経費の変
動が小さいこと等から、行わないこととしています。値上げが前提
ではなく、適正な額とすることを目的としています。

2018 3 意見
聴取会

南部西部の中学校の統合問題はどうなるのか、4校を2校にするとい
う検討は遅れている。三中・四中の統合の検討はかなり順調に進ん
だが、現在の検討は遅れている。目黒区は少子高齢化となるが、短
期的には下がらないかも知れない。区の施策によって、例えば保育
園の待機児の解消などで人口が増えるとなれば、社会増ということ
を考えれば、地域的に増えることもあるかもしれない。南部地区で
も人口の増えている地域があると聞いている。教育委員会では、耐
力度調査の手法の見直しもあって検討が遅れていると言っている。
国の方では、小中の一貫校の考え方を出している中で、区は先走っ
て中学校の統合を進めているため、中学校をこれから増やすという
ことは難しい。学校については、こうした問題もあるということを
考慮してほしい。

4 学校統合推進課 E ご指摘のとおり、南部・西部地区の区立中学校の統合については、
当初の計画通りには進んでいません。学校施設の長寿命化等、東日
本大震災及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の
建設業に対する影響、区立小中学校の児童生徒数の推移の注視など
を踏まえて検討する必要があるためです。
さて、区立中学校の小規模化については、かねてより課題として捉
えておりました。そこで、教育委員会は、平成15年9月に統合方針
「望ましい規模の区立中学校の実現を目指して」（平成24年3月改
定）を策定し、統合により適正規模化を実現し、活力ある学習活動
を展開し、集団の中で豊かな人間関係をはぐくみ充実した学習・指
導体制を整備することとしました。その後に、国において小中一貫
教育を実現することを目的とする義務教育諸学校の制度が創設され
たものですが、現状においても、区立中学校については、小規模化
の傾向が継続していることからその統合を進めているところです。

2018 4 意見
聴取会

用途別施設見直しの取組に施設名称が出ているが、区道の上にか
かっている歩道橋とか、河川等にかかっている橋は区内にあるの
か。現在こうした点も問題になっているので教えてほしい。

5 土木工事課 F 区有施設見直し計画は区有施設に関する計画ですが、区が管理する
橋梁については「目黒区橋梁長寿命化修繕計画」により適切に維持管理
しています。また、区内の歩道橋は、国道、都道に設置されており、それぞ
れ国や東京都が管理しています。

2018 5 意見
聴取会

第1章3節の「目黒区区有施設見直し方針の概要」に公園事務所に関
する記載があり、「必要性を抜本的に再検討し、必要性の乏しい施
設は多機能化・集約化や複合化による施設の統廃合を検討する」と
あるが、公園事務所はそんなに多数あるのか。

4 経営改革推進課 F 公園事務所は区内に1か所ですが、ご指摘の「区有施設見直し方
針」の中では、12の公園施設とあわせ、「公園事務所・公園施設」
という分類分けをしました。

41



整理
番号

枝番 区分 意見内容 内容 関係所管
対応
区分

検討結果（対応策）

2019 1 意見
聴取会

区内高齢者には、区営住宅をつくってもらいたいという声が多い。
目黒区は23区の中で都営住宅が一番少ない。区営住宅や高齢者福祉
住宅などは高齢者に喜ばれているので、こうした施設の整備につい
て計画素案にぜひ含めてもらいたい。目黒区に住み続けたいという
人はたくさんいる。低家賃で見守りのある区営住宅や高齢者福祉住
宅の建設を区民は望んでいるということを、この場で言っておきた
い。貸室などが多すぎるということを言っているのではなく、もっ
と有効活用して、そこに区営住宅を建てられないのだろうかという
ことを考えている。ガランとしている地区サービス事務所もある。
こうした点について、どの様に考えているか。

4 経営改革推進課
高齢福祉課
住宅課

D 区の住宅政策については、現在、平成29年3月に目黒区住宅政策審
議会答申を受け、今後「住宅マスタープラン」の改定作業を行う予定として
います。区有施設の見直しは、こうした他の計画とも整合性を図りながら進
めていきます。
なお、すべての区有施設は一定の行政目的を達成するために設置・運営
されているものですが、時代の流れとともに、施設を設置した際の行政目
的の内容そのものが変化したり、行政目的を達成するための手段としての
施設の存在意義が変わってきたりすることがあります。区有施設見直しの
取組を進めるに当たっては、それぞれの施設の設置意義や運営の妥当性
などを改めて確認していきます。

2019 2 意見
聴取会

区内には大勢で学習できる施設があまりない。パーシモンホールな
どは使用料が高すぎる。区の職員を招いて研修会等を開催しように
も、施設を借りることが困難なことがある。碑住区センターで親子
で遊べるサークルなどをやっていたが、部屋を2つ借りると高い使
用料がかかり、主催者側の持ち出しになることも多い。子育て支援
の観点からも、少しでも広い部屋を貸してもらえるようにしてほし
い。住区センターなどを子育て支援のために使えないだろうか。目
黒区の保育内容が良く、保育設備が良いということで転入してくる
方の声を聞くこともある。そうした声もある誇りある目黒区なの
で、ぜひとも公設の保育園を残しながら、子どもにとって良い環境
になっていけば待機児童もなくなるだろうし、選ばれる区になると
思う。

3 経営改革推進課 D 本計画で今後5年間に重点的に進めていく予定の「施設の機能に着
目した見直し」や「低未利用スペースの有効活用の徹底」などの取
組の中で、更なる有効活用やより行政需要の高い他用途への転用な
どの検討を進めていきます。
また、住区センターなどを子育て支援のために使用できるか、と
いった個別の内容への回答は現時点では難しいですが、子育て支援
施設の拡充は区の喫緊の課題の一つと考えており、全庁をあげて活
用可能なスペースの洗い出しなどに取り組んでいます。

2019 3 意見
聴取会

2/15の区報を見て、初めて区有施設見直しが検討されていて、意見
募集という形がとられていることを知った。今回、意見募集の締切
りが3/21までだが期間が短い。個人意見であれば書けるが、もう少
しゆとりある期間であれば意見も出しやすい。時間がないから書く
のをやめたということにならないような期間を設定してほしいとい
うことと、区民周知の点で計画素案の前の段階でこんなことを検討
しているということを周知してもらえたら、もう少しこうした場
（意見聴取会）に参加して発言したりお願いしたりということが増
えるのではないかと思う。これだけの資料を読み込んで意見を提出
するということは容易ではないので、もう少し期間をとってほし
かった。

2 経営改革推進課 D 「区有施設見直し計画」の策定に当たっては、平成28年10月に、計
画素案を作成・公表する前の段階で、「計画素案の作成に向けて検
討を行うための材料（検討素材）」を取りまとめ、公表、説明会、
区民意見募集を行ったうえで、平成29年2月に計画素案を作成いた
しました。さらに、計画素案に対する説明会、意見聴取会、意見募
集を行うなど、丁寧にご説明をし、幅広く、しっかりと区民の皆様
のご意見をいただきながら、取組を進めているところです。
今後も、適時・適切に情報を発信・公開して、区民の皆様と問題意
識を共有する機会を設けるなど、丁寧に取組を進めていきたいと考
えています。
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2020 1 意見
聴取会

中央体育館を毎週使用している。中央体育館が改修工事ということ
で、雨漏りが酷い状況もあるのでこうした状況を改善するというこ
とはとっても良いことだとは思うが、改修の間、日常利用している
者はどうしたら良いのか心配だ。改修には2～3年かかりそうな計画
内容なので、代替施設をどうするのか、仮設の施設を建設するの
か。どういう考え方なのか。

4 スポーツ振興課 B 中央体育館は、区民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点とし
て、昭和43年に建築され、耐震工事を経て現在築49年を迎えまし
た。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の練習
会場候補施設となっており、受入態勢の確保や競技環境の整備を行
う必要があります。さらに競技大会終了後も各種競技大会など、安
全で快適に利用でき、区民の誰もが生涯にわたり年齢やライフスタ
イルに応じて、健康づくりから各種の競技に至るまで、多様なス
ポーツ・レクリエーションに親しむことができる施設として改修工
事を行います。
改修工事期間においては、現在と同様に利用することは困難です
が、他の体育館の活用や区の施設等を利用した教室事業の実施等を
検討していきます。なお、体育館の施設規模・構造等により場所の
確保が困難であることから、仮設施設の建設は考えていません。

2021 1 意見
聴取会

出前講座があるということで初めて知ったのだが、「10人以上」と
いう要件があるが、10人以上でないと出前講座をしないということ
か。

2 経営改革推進課 F 「区職員活用しま専科」（出前講座）については、区職員が原則
「10人以上」の方々による学習会等に出向いてお話する取組です
が、少しでも多くの区民の方へ「区有施設見直し」の取組について
周知を図りたいと考えていますので、職員体制等の状況を考慮しな
がら、なるべく柔軟に対応します。

2022 1 意見
聴取会

出前講座はいつまで実施するのか。パブリックコメントを実施して
いる間だけか。

2 経営改革推進課 F 「区職員活用しま専科」（出前講座）については、区民の皆様のご
要望に応じて、区職員が学習会等に出向いてお話する取組です。
「区有施設見直し」については、平成28年度から出前講座の対象と
していますが、パブリックコメント期間に限らず、平成29年度も引
き続きご利用いただけます。

2022 2 意見
聴取会

施設の利用頻度とか、そうしたものを勘案して見直しをしていくと
いうことだが、施設でいうと、鷹番住区会議室や中央町社教館は利
用頻度が高い。そういうところで部屋を借りて、コーラスなどを行
おうとすると条件などが付けられてしまう。例えば、地域コミュニ
ティへの参加ができないと駄目だとか。そういう条件があるため
に、申請が面倒で使用を諦めたということもある。むしろ、もっと
住民の方に使用してもらえるような方向での対策をとるべきであっ
て、区側で使用するための入口を狭くしている一方で、利用頻度が
低い施設を見直すということは本末転倒なのではないかと思う。

3 経営改革推進課
地区サービス事
務所

D 地域活動団体登録制度については、住区内のコミュニティ形成に寄
与する団体が住区会議室を利用しやすくするための制度であり、公
の施設の設置目的に沿った活動や利用に対する支援策の一つとして
設けているものです。個人的活動団体や区外住民団体等と区別する
ためにも基準を定めて、適切に運用していく必要があると考えてい
ます。
施設の利用状況については、今後、住区会議室を含む貸室のあり方
の検討の中で、施設の利用状況を整理・分析し、それぞれの施設の
設置目的や、施設の有する機能の多面性などを考慮した上で、継続
的に施設を維持していく必要性の有無や程度等（貸室のあり方）を
検討していきます。
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2022 3 意見
聴取会

私は登録団体に属しており団体登録制度の関連で2年に一度申請を
することになっている。その時に、どういう地域活動をしたかとか
を書かなくてはいけない。例えば、住区センターの館祭りでコーラ
スをやった際などには、どれくらいの人が来たかとか書かなくては
ならない。登録団体になるのはとても大変だ。登録団体にならずに
使う場合には、空いていないとか、使用料が高いということがあ
る。地域活動に参加するということの条件はかなり難しいものに
なっているので、登録団体になるための条件を緩和してほしい。以
前にこうした話をした際には、営利目的で使用する方がいるからだ
と聞いたが、それはごく一部の方の問題であって、その一部の方へ
の対策として、利用者全体に条件付けするということはちょっと違
うのではないかと思う。

3 地区サービス事
務所

D 地域活動団体の登録更新に当たっては2年に一度、住区内のコミュ
ニティ形成に寄与している団体かどうか、2年間の地域活動に関す
る実績をお聞きし、個別に審査しているところです。更新申請に当
たっての条件を直ちに緩和する予定はありませんが、申請に必要な
書類については、今後必要に応じて見直しを検討していきます。

2022 4 意見
聴取会

言葉では区民の皆さんの財産だから見直して有効に使わなければい
けないと言うけれど、待機児童の問題など、今困っていて、必要な
ところに本当に早く手を打っていただきたい。本当に区民のため
に、区有施設見直しをやりながら、ニーズに応えていくというので
あれば、もっと真剣に、もっと頻繁に区民の意見を聴き、対策を立
て案をバンバン出すべきだと思う。考え方の中に、区民の皆さんが
こういうことで困っているので、こういうことをやりたいのでこう
しますということが全然見えない。施設見直しも、区民のために本
当にどうしたら良いか、例えば空き教室をもっと使うとか、こうし
たことも含めて考えて欲しい。必要なものを作っていくということ
をやっていただきたいと思う。

1 経営改革推進課 D 区有施設見直しは、長期的な視野を持って進めていくことが必要で
ある一方で、計画的にスピード感を持って取り組むことが重要であ
ると考えています。
区有施設見直しなどにより生まれた土地や施設について、時勢の区
民ニーズの把握に努めながら、待機児童対策をはじめとして喫緊の
課題解決に資する活用に取り組んでいきます。

2022 5 意見
聴取会

平町の保育所整備の件で、担当部署の職員は相当経験して、その後
保育園を整備するに当たって参考にされていることはよく分かる。
ただ、それが見えてこない。見えないと駄目だと思う。碑文谷公園
の保育所整備の件では、前にも会議の結果をまとめてチラシとして
投函するということになっていたのに、結局投函されることは1度
もなくて、次の半年後の会議の時まで何も配られなかった。そうい
う風に、約束したことが守られていないあたりで、誠意がないなと
思う。陰でどれだけ苦労されているか分からないが、それが見えな
い。それで、なんで半年後にまたやるんだということで、同じよう
に皆が蒸し返しをする。それで前に全然進めないということにな
る。だから、区民に見えるようにやってほしい。

5 保育計画課 C 保育園の整備に当たっては、近隣の方々のご理解、ご協力が必要で
あると考えていることから丁寧な説明に努めていきたいと考えてい
ます。
そのため、説明会等でいただきましたご要望等に対してさまざま検
討を重ねていることから時間がかかっております。
できる限り多くの方々のご理解、ご協力を得られるよう、引き続き
取り組んでいきたいと考えています。
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2022 6 意見
聴取会

区有施設見直しは将来の話だが、今現在必要なことがある場合は、
やはりそれを最優先してほしい。財源については、国が「１億総活
躍」ということをおっしゃっているわけで、子どもや女性の、年老
いた私たちも１億総活躍というわけだ。そうであるからには、国は
支援を行う必要があるのだと思う。国に対して支援を求めることが
自治体の仕事だと思うので、そういったところでもぜひ働きかけを
してほしい。

5 経営改革推進課 F 現在区では、施設サービスにおける区の喫緊の課題解決に向けて、
旧第六中学校跡地への保育所、特別養護老人ホーム、第四中学校跡
地への保育所、高齢者施設、障害者施設の整備などを、民間活力を
活用して実施しています。また、区有地のほか、国有地を活用した
子育て支援施設や高齢者施設の民間事業者による整備も検討を進め
ています。
また、こうした喫緊の課題の解決には国の支援が必要なことから、
23区の特別区長会などを通じて、国に対し、機会を捉えながら必要
な支援の要望などを行っています。

2023 1 意見
聴取会

区有施設見直し方針の「8つの手法」のうち、手法１に「受益者負
担の適正化」ということがある。これは、会議室や研修室などを利
用する際の利用料を値上げするということか。

1 地域政策調査課
経営改革推進課

F 受益者負担の一つである施設使用料については、社会情勢や維持管
理経費の変動を定期的に反映させ、適正な額にするため、「公の施
設使用料の見直し方針」（平成24年8月策定）において4年ごとに見
直すこととしています。現在の施設使用料は平成25年度に改定した
ものであり、平成29年度の改定については、施設維持管理経費の変
動が小さいこと等から、行わないこととしています。値上げが前提
ではなく、適正な額とすることを目的としています。

2023 2 意見
聴取会

区民センターの中小企業センターホールも含めてなのだが、これだ
け大きな施設を建て替えていくということになれば莫大な費用がか
かる。その時には、民間活力を活用するということはこれからは必
要なことだと思う。区民センターには図書館があり、美術館があ
り、プール、体育館、そしてホールがあり、社会教育館のある建物
が一番老朽化が進んでいて、新しくしなければならないところだと
思う。区民センターは、敷地が広く区民まつりなども行われてい
る。
辺り一帯を、民間の資本を上手く活用して、多機能な施設があって
も良いと考える。中目黒スクエアにある男女平等・共同参画セン
ターはあまり知られておらず、利用率が低いので、区民センターの
施設などに複合化してはどうかと考える。そして、複合した建物内
に民間の会社などを入れてみても良いのではないだろうか。

3 経営改革推進課
人権政策課
産業経済・消費
生活課

D 目黒区民センターは、区内有数の大規模な複合施設で、区有施設の
中で、もっとも多種多様な用途・機能を有する施設です。また、全
面的な改修等を行う場合には、経費も膨大なものとなることが見込
まれます。施設機能の精査や改修等の手法など、調査・研究すべき
課題が多いことから、専管組織の設置の必要性も含めて、将来的な
目黒区民センターのあり方などを多角的に検討していきます。

2023 3 意見
聴取会

男女平等・参画センターの利用率は低いが、利用率が低くても必要
な施設であり、区からも利用率の低さだけをもって見直すことはな
いとのことだが、大事な施設であると考えていることは伝えておき
たい。

3 経営改革推進課
人権政策課

D 男女平等・共同参画を推進するための場は引き続き必要であると考
えています。
利用率は見直しを進める際の一つの大きな要素ではありますが、数
値上の利用率だけではなく、利用実態や設置目的なども併せて考慮
していきます。
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2023 4 意見
聴取会

先日、議会を傍聴した際に、都営住宅が区内に少ないという発言が
あった。区議が区長に、区内に都営住宅を増やすように要請してほ
しいと発言したが、区長は要請する計画がないということをはっき
りと言っていた。どういうことなのか。

4 住宅課 F 東京都の住宅政策の動向を見極めた上での答弁です。
平成28年11月に東京都住宅審議会が東京都へ行った答申の中で、都
営住宅については今後人口が減少する見込みであることから、現在
の既存住宅を最大限に活用し、住宅セーフティネットの中核として
の機能を果たしていくべきであるとされています。
また、東京都は平成29年2月に東京都住宅マスタープラン（案）に
対する都民の意見を募集しており、その中で示されている都営住宅
についての考え方で、都営住宅は現在のストックを最大限に活用
し、住宅セーフティネットの中核としての機能を果たしていくこと
や、社会経済情勢の変化に応じ、管理戸数を抑制しつつ供給してい
くことが示されています。
このため、目黒区としては、東京都に都営住宅の新たな設置を要望
したとしても効果が見込めるかどうかは難しいと考えています。

2024 1 意見
聴取会

コミュニティと区有施設の話は、今まではどこから手を付けて良い
か分からなかったけれど、今回、初めてと言って良いくらいに計画
に書かれている。初めてすべての施設について具体的なものが出て
きてた。これについては、やっときたなという感じ。コミュニティ
の関連で言うと、40年から50年経っている住区住民会議に関して真
剣に考える取組ということ、コミュニティを取り出して考え方をま
とめるということは良いことだと思う。

5 地域政策調査課
経営改革推進課

B 区では、平成28年度からコミュニティ施策の目指すべき方向性につ
いて検討を行っており、今後、区としての考え方をまとめていく予
定です。この取組に伴い、計画内容の見直しが必要となった場合に
は、適宜必要な改定を行うなど、コミュニティ施策との整合を図っ
ていきます。

2024 2 意見
聴取会

教育財産もある年を過ぎれば、普通財産になる。教育施設の中でも
既に普通財産になっているものもあるかもしれない。生きたお金を
作るために、統廃合などで出た跡地を売却することなどを考えるこ
とも必要かと思う。施設を処分することなども必要な時期になって
いると思う。区内をまわってみると、計画素案に挙がっていない空
地のようなものもある。目黒区の地価は上がってきているので、近
隣のご意見も聴きながら処分すべきものは処分するということも必
要かと思う。

1 経営改革推進課 D 区有施設見直しなどにより生まれた土地や施設については、民間へ
の貸与や売却を前提とするのではなく、他の用途に転用できるか、
喫緊の課題解決に資することはできるか、など個々の状況に応じて
多角的に検討しながら、有効活用を図っていきます。

2025 1 意見
聴取会

ライフスタイルがこれから変わっていくという話の中で、実際に施
設が、特にそのソフトの部分が追いついていっていない気がする。
具体的には、ライフスタイルや価値観の変化にどのように対応して
いくのか。
目黒区として、施設を使って目的を持った検討を是非してほしい。
目黒区の発信で、東京23区が全部動くような発信をしてほしい。

5 経営改革推進課 C 社会経済状況の変化等に伴う共働き世帯や一人暮らし高齢者世帯の
増加など世帯構成の変化、就業形態や余暇活動の多様化など、時代
とともに変わっていく区民の生活スタイルに合わせて、求められる
施設サービスも変化していくものと考えられます。
こうした区民ニーズの変化に的確に対応していくことも、区有施設
見直しの目的の一つです。時代の変化とともに必要性の低くなった
施設については、廃止や他用途への転用に取り組んでいき、ニーズ
の高い施設については、さまざまな手法を組み合わせながらサービ
ス提供に取り組んでいきます。
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