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会 議 録

名 称 第１０回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成２５年８月６日（火） 午後５時から午後６時４０分まで

会 場 目黒区総合庁舎６階教育委員会室

出 席 者

（委員）根本、山本、藤村、松村

（区側）企画経営部長、施設改革課長、行革推進課長、施設課長、財政課長、

担当職員

傍 聴 者 ８名

配 布 資 料 なし

会 議 次 第

１ 会議

（１）開会

（２）議題

区有施設見直し有識者会議からの意見

（３）次回会議の日程及び内容について

（４）その他

２ 閉会

発言の記録 別紙のとおり
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別紙

＜第１０回 目黒区区有施設見直し有識者会議発言記録＞

１ 会議

（１）開会

区 側

委員長

委員長

時間でございますので、よろしくお願いします。

それでは、有識者会議を開催いたします。

ただいま、４名の方から傍聴の申請がありました。傍聴を許可したいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、傍聴を許可することといたします。なお以後、傍聴の申請があった場合には、

その都度許可することとし、委員の皆さまにはお伝えすることはいたしません。

（２）議題

区有施設見直し有識者会議からの意見

委員長 本日の議題に入ります。本日の議題は、区有施設見直し有識者会議からの意見です。第８

回・９回から白書の現状と課題から用途別施設の課題を取り上げ、全体方針として方針と方

策について検討してきました。

今回は、質問書の取りまとめにあたり、前回までの整理を行いたいと思います。その中で

一つには用途別施設の課題の取りまとめを行いたいと思います。

それでは、まず全体的な話から入ります。区の現状と課題ということで、区の人口につい

てです。白書の１７ページ以降にあります。

高齢化がかなり進行していて、生産年齢人口が除々に減りつつあるので、平成２８年をピ

ークに人口が減少するという予測になっています。

本区に限らず東京では、急速に高齢化が進むと言われていますので、これまでと同じ発想

で公共施設を考えるのではなく、全く違う発想で考える、今までと全く異なった人口構造を

抱えるということを考えて、将来それを支える若い世代のためにどうすべきか、ということ

を考えなければいけないという非常に厳しい状況です。

それから、財政の課題がその後白書の２１ページ以降にあります。

近年、税収が伸びない中で、扶助費、社会保障費が伸びていて、それを工面するために投

資的経費が非常に抑えられている現状です。さらに今後、老朽化施設の更新の需要が加えら

れていくという厳しい現状です。

白書の２３ページに今後の更新経費について言いますと、今後１０年間の投資的経費が７

１．１億円／年で、今後確保できると仮定した現状の投資的経費が３９．６億円／年だった
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ため、それを３１．５億円／年上回る試算となっています。

それから、第３章で総論的な部分で、区の保有する資産の状況としては５２．２万㎡、２．

０３㎡／人で、特別区の場合は東京都が持っている資産がとても多いので、それを含めると

約４㎡／人となり、多い状況です。これは、千葉県、埼玉県、神奈川県に比べるとかなり多

いと言えます。

もう一つ、老朽化に関して言うと、白書３２ページのグラフを見ると、建築後３０年を超

えているものが６割を占めています。平均的に毎年同じくらいの建物を建てていくと、４０％

くらいのはずなので、６０％というのは極めて老朽化しているというのが全体的な話で、こ

れらを踏まえて、原則をどうするかということで、さいたま市の原則の紹介がされて、公共

施設についてはほぼ同じ考えにすべきという話をしました。

さいたま市の原則は３つありまして、

一番目が、新しい施設整備は行わない。新規凍結原則。今あるものの維持でさえもはやで

きないのに、新しいものを造っている場合ではない。

二番目が、事前調整原則ということで、各部署がばらばらに発想してばらばらに対応する

と全体的に無駄なことをしてしまうことになるので、今あるものを更新する場合でも、全体

で事前調整した上で、原則として単独ではなく複合的に整備をする。

三番目が、結果を出すために、施設総量の圧縮のために数値目標を示すということで、数

値目標原則というのがある。何％が良いのかは、これから考えていかなければなりませんが、

数値を出すことで、各部署で目安を設けることができます。

これが、ハコモノ３原則です。近年、公共施設マネジメントを行っている自治体ではほぼ

例外なく、こういったものを取り入れており、これは、必須だろうと思います。

それから、ハコモノ以外でどうするかですけれども、さいたま市の場合は、ハコモノ以外

のデータも相当揃っていたのと、さいたま市は成長過程にある都市なので、まだまだ公共下

水道の普及率など低いということもあって、ある程度インフラについて必要なお金を割かな

ければならないという状況の中にあっての３原則なので、現状の予算を確保するというよう

なことがさいたま市の場合は入れてありますが、これを本区の場合どうするかということは

もう少し考えなければならないと思います。

ハコモノ３原則と同様のことを考えなければならないということと、数値目標については、

総量を単純に圧縮していかなければならないということもあるかもしれませんが、ライフサ

イクルコストを縮減していくことだと思います。長寿命化ですとか、長寿命化の前提として

必要になるような予防保全への切り替えがあります。ほったらかしにしないで、日々丁寧に

ケアしていくことメンテナンスをしていくことで、結果として長寿命化するというようなこ

とが必要になると思います。そのあたりが、原則的な話です。

後は、その原則的な話を具体的な視点に落としていくという話がありまして、さいたま市

の例などを用いて、５つ程あるかなという話をしたと思います。

一点目は、施設と機能の分離。必要なのは機能であって施設ではないということ。施設は、

遠くなったり小さくなったりしても機能のレベルは維持しようということです。財政負担と

いうのは、機能でなく施設によって発生するものが多いですので、結果的に施設と機能を分

離していけば、財政負担を縮減しつつサービス水準をできるだけ維持することが可能という

ことです。これに関して言うと、既存にある施設の用途を転換して新しいニーズに答えられ
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るようにしようとか、同じような機能がある場合には同じような機能を集約していくとか、

同じ施設に同居できる機能はどんどん同居していこうとか、利用率とか稼働率の低い施設と

か空きスペースを持つ施設とは、施設だけあっても何の意味もないので、有効に利用できる

方策があるのではないかということで、それを活用しましょう。それから、建替えを早めに

どんどんやるということではなくて、十分に長持ちし得るようなものを早めに建替えるとい

うことをやらずに、耐用年数を経過した建物、あるいは統廃合により積極的に行う場合には

建替えを認めるということです。

更新をする施設、存続をする施設には優先順位をつけることが第一で、それが他よりも大

事である理由をしっかり決めることです。

二点目として、客観的な測定として、費用対効果を検証することが大切です。データで常

に把握し、変化があるのであれば要因を分析し改善を図ることです。数字で客観的に、継続

的に計測し続けることが必要です。

利用料に関しては、受益者負担というものがあるので、利用者にとっては安い方が良いが、

多くの納税者の負担によって成り立っていることを認識し、適正レベルにしていくことが大

切です。修繕も施設更新も優先順位をつけて対応する、費用対効果を見ながら決めていくの

が大切です。

三点目が、地区ごとの特徴というのがあるということで、人口の将来変動や地域ニーズを

しっかり見ていくということです。現在のニーズと将来のニーズが変わる可能性があります。

しっかりと将来予測を見ながら、ビジョンを持ちながら考えるということです。

将来のことが分からないので、それに対する手法として多機能化があります。複合化は複

数の異なる用途を一体にするということ。用途自体を変えられないと意味がないので、多機

能化すると技術的な面を含めてニーズによって用途を変えることができます。

施設が、地区に一つ必ずなければならないかと言うとそうではなくて、複数の区、区外や

都の施設との連携も図ることにより、施設の負担は軽くなりながらサービスは十分維持でき

るということはよくあります。

四点目の論点が、防災の論点です。耐震の観点は言わずもがなですけれど、さまざまな防

災機能の確保というのが重要になってくるので、そういう形で安全を確保しましょうという

ことです。それから、地域にどういう施設を設けていくのかということが単体の施設の安全

対策以上に重要で、災害時の連携・補完をちゃんと考えておくことが重要です。災害時に対

応できるような機能が、全ての地区においてそれなりに用意されていることが重要です。そ

れが区の施設として用意されている必要はなくて、隣の区や民間施設も含めて、確保されて

いることが大事です。避難路の確保みたいなもので、避難所への導線を確保するみたいなこ

とも大切です。

五点目が、庁内の話ですが、全庁を挙げて問題を共有するということと体制を整備すると

いうことです。各部署が持っている施設情報を一元的に管理する体制を整備するということ

で、白書を作ったということでだいぶできていると思いますが、その後のフォローも含めて、

インフラも含めて、各部署が持っている情報を一元的に管理するという体制は必要であると

思います。それらの情報をしっかり使って不断に見直しをかけることです。それに沿ってき

ちんと活動できているのかどうかを検証する必要があるので、役所の中だけでなく第三者機

関が確認をして、透明性の高い進行管理を行う必要があると思います。
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Ａ委員

委員長

区側

ここまでが、大きな視点の話です。

もう少し具体的な方策として、７つくらい考えました。

①受益者負担の適正化。受益者負担率をしっかり見て、負担率が非常に低い場合は、無料施

設を有料に変えたり、減免制度を見直したりします。

②長寿命化。建築物の長寿命化で効果が出るか、モデル事業を実施しながら費用対効果を検

証し選んでいきます。

③施設の役割の見直し。用途転換の話で、今後、新たに需要のあるものに役割を見直す必要

があります。

④民間活力の利用、公民連携。委託、指定管理者制度、民設民営、あるいはＰＦＩのように、

できるだけ民間に入ってもらってコストを下げる。民間の得意なサービスであればサービス

の質も上がります。

⑤機能の集約。違う名前で似たような機能がかなりあるので、類似機能は積極的に集約化し

ます。必要な機能を残すために、類似機能は集約化していかないといけません。

⑥他の施設との複合化。多機能化・複合化のことです。区有施設を建替える、大規模改修す

るときは単独機能では絶対建てない、というくらいの強い方針がないといけません。

⑦統廃合、廃止。住民ニーズにあっていない場合は、役割を終えたと判断して廃止していか

ないといけません。

以上が、総論部分での前回までの議論です。私の方で整理をしましたが、委員の皆さまの

中で、改めてご意見等ありましたらお聞かせください。

民設民営のお話ですが、施設と機能を分離するにあたって民間でできることは民間にお願

いすれば良いと思います。機能が維持できれば施設そのものを民間にお願いすれば良いと思

います。

類似機能の集約化の時には、多機能化もできる施設構成とした方が良いと思います。現状

の時でも多機能化し、また、将来に渡っても多機能化した方が良いと思います。学校の中で

も、調理室と公民館の調理関係は一緒にしても良いかもしれませんし、学校の図書館もまち

の図書館を兼ねるなど、そういった発想で考えた方が良いと思います。

インフラに関しては、現状の投資額も見直した方が良いと思います。道路であれば路盤の

年数をどこまで考えるか、予防保全をどこまで的確に行うかによって、寿命もずいぶん変化

します。

インフラは別途しっかり検討する、としないといけないと思います。原則をここでつくる

というよりは別途検討するとして、インフラを含めてここで議論するには情報が少ないと思

います。

本区の状況で言えば、橋梁の長寿命化等について議論を進めているので、中身については

取りまとめの際に情報提供しながら、まとめるときはこちらに反映させて考えていただきた

いと思っております。
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委員長

Ｃ委員

委員長

インフラについて、原則というのを今決めるのは無理だと思います。

長寿命化計画は財政的な裏付けがないと思うので、インフラは別途検討した方が良いと思

います。公共施設とインフラと全部合わせて考えて、原則を立てましょうというのが、ここ

での検討だと思いますので、有識者会議としては何らかの意見を言うかもしれませんが、ま

ずはデータを提供いただきながら適宜、意見していきたいと思います。

７つの項目のところで、改めて整理をしてみるともう少し整理が必要と思うのは、３・５・

６・７は同じこと言っていると思います。統廃合や多機能化のことをここでは言っています。

これ以外に言っていないこととして、議論の中で断片的に出てきたこととして、一つは低

未利用地の活用があります。民間に売ったり貸したりすることによって財源が出てくるし、

区有の土地で有効活用していない土地は有効活用して、これは機能には影響しないはずです

から、統廃合で出てくる土地も原則売却なり賃貸するという形にしないと追いつかないと思

います。

あとは、広域連携というのがあって、区外施設や東京都・国の施設としっかり連携する。

利用者からすると都の施設でも区の施設でも変わりはないので、そこで重複があるとすごく

もったいないので、そこをしっかり行いましょう。

その他、地域に移管するのも選択肢の一つだと思います。全て区の財産として持っている

必要はなくて、住民がどうしても使いたいということであれば、町会等に譲渡して地域で責

任を持って管理していく。こういったことは他の自治体ではいくらでも行っていることです

ので、地域移管をもっとできるものがあれば、これも検討の選択肢の一つだと思います。

副委員長がおっしゃったのは「４」に入れるかどうか、少し違う話かもしれないのですが、

民間施設の利用というもので、今あるもしくはこれからできるであろう民間施設を活用して、

民間のスポーツクラブなどを利用してもらって、低所得者向けにはバウチャーとして利用補

助をするというのも大切だと思います。これは「４」とは違うと思うので、別立てにすると

良いと思います。

改めて整理し直すと、

①利用料補助、②長寿命化、③既存施設の民営化、④（３・５・６・７を足して）統廃合・

多機能化、あと４つ（⑤低未利用地活用、⑥広域連携、⑦地域移管、⑧民間施設活用）を追

加して、全体８つの視点になるかな、と思います。それぞれどこかで議論としては出てきた

ことですが、改めて整理するとこのようになるのではないでしょうか。

前回欠席していたので質問なのですが、既存施設の民営化等の部分で、業務委託について

はコスト削減にはなると思いますが、区有施設の見直しという観点から言うと、既存施設で

行われている業務を民間で行うことによって、施設は売却をして区が手放すということも含

まれているのでしょうか。

それは含まれていません。施設の所有権は引き続き区が保有をして、業務について委託も

しくは指定管理者制度をする等によって、施設の規模は変わらないのですが、施設の規模に

由来するコストと運営・維持管理に関するコストは、「費用」という意味では同じなので、業

務委託等によって費用が軽減されるのであれば、ひとつの方策としてみるべきだろうという

考え方です。
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Ｂ委員

委員長

Ａ委員

区側

Ａ委員

委員長

Ａ委員

５番目の視点で、全庁を挙げた問題意識の共有と体制整備を挙げていたかと思いますが、

公共施設の見直しの議論は、直接区民の皆さんの利害に関することでもあるので、庁内だけ

ではなく、全区として問題意識を共有するという姿勢も大切かなと思いまして、的確な情報

発信・情報公開をして区民の皆さんに問題意識を共有する機会を設ける、というのも視点の

一つかなと思います。

それは、そのとおりですね。４番のところの「区民のため」とあるのは防災の観点ですの

で、本来、区民が主権者なので、区民にとって分かりやすい情報の整理と開示が必要と考え

ます。

視点も、最後にとりまとめ文章にするときは順番とかを見直した方が良いかもしれないの

で、次のステップで整理したいと思います。

以上が総論部分なので、今の議論を踏まえて次に各論にいきたいと思います。

白書５３ページ以降、庁舎等からです。

庁舎等については、前回までに出された話としては、老朽化している施設が相当多いとい

う点、コストや処理件数にかなりばらつきがあるという点、サービス窓口の需要自体が減少

しているのではないかという点で、ニーズが本当に設置当初と同じようにあるのかという点、

受付時間は夕方１７時まで夜間土日は総合庁舎と目黒駅行政サービスセンターのみが対応し

ているという点、このあたりが課題の論点でした。

高齢者に対する交通インフラとして区内バスなどあるのですか。

目黒区では実施しておりません。他の自治体でやっている例は把握しております。

これだけ利用率が低ければ、ある一定の範囲で統廃合・連携は行う必要があると思います。

統廃合する時に、そういった点での配慮も必要だと思います。高齢者は、時間帯は昼間でも

良いですが、ゆっくり正しく処理して欲しいという意見があると思うので、そういった配慮

もあった方が良いと思います。

窓口サービスを庁舎だけではなく、コンビニなどの民間施設でやるなどの方法もあります。

秦野市では行政財産に日本郵政を誘致して、業務を日本郵政に委託して、住民票等の交付を

している例があります。日本郵政だけは特定公共サービスを使わなくても住民票の交付など

が法律に基づいてできます。交付コストが２０％くらい減ったと思います。郵便局であれば

いろいろなところにあります。全ての地区にまんべんなくサービスを行き渡らせるというこ

とと、それが庁舎でなければならない、ということは全く別の問題なので、その部分をしっ

かり考えながら、サービスが手薄な地域でサービスをするには、民間を利用するということ

はあると思います。

私のところでは、コンビニで住民票とか戸籍謄本とか全部出しています。ほとんど本庁舎

に行かずに対応できるので、郵便局とコンビ二があれば、区の出張所・支所等をつくる必要

はないということです。
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白書６６ページの男女平等・共同参画センターについてです。ここは築２０年で、これか

ら老朽化が始まるところで、貸館業務の稼働率が５０％を切っています。設置目的利用と思

われる資料室等や講座の稼働率がかなり低く２８％程度となっています。年間トータルコス

トが１億円を超えていて、利用者１人当たりコストが３，９０２円で相当に高い。そのあた

りが、指摘事項として出てきました。

設置目的と利用実態を検証すると、稼働率がだいぶ低いこともあるので、機能に注目すれ

ば、会議室・研修室等の機能は重複しているので、他の施設を利用することも十分可能であ

ると思われるので、集約化等の検討対象になると思います。

会議室・貸室機能は、他の施設と重複して同じようなものがだいぶあります。他の自治体

と比べてもそういう重複の度合いは多そうな気がします。それなので機能の方で集約化して

いく必要があると思います。

白書７２ページの区民斎場についてです。

ここは指定管理者制度で行われていますけれど、稼働率が５６.４％と低く、利用料金制で
あるが、１件当たりのコスト１５．６万円に対し利用料金が７．２万円で半分以下の収入し

かカバーできていない。差額が税金で補填されている現状です。

目黒区民しか使えないということであれば、利用者の対象幅を広げてはどうか。区民が使

う時には低廉な料金なのだが、他区民が利用するときに料金設定を工夫し、利用者の対象幅

を広げても良いのではないかと思います。

白書７５ページの住区センターについてです。

住区センターは、かなり老朽化している施設があります。誰が利用しているかというと、

登録団体利用が７２％と過半を占めていて、同じような団体の人が利用しています。利用１

件当たりコストは施設によって相当開きがあります。運営方法等に工夫があるなしの差が出

ているのではないかと考えられます。

住区センターについては、目的と利用形態が合致しているか、会議室の貸出しというのが

多いとすると、貸室と名称のある施設と重複しているので機能統合が当然必要だと思います

ので、住区センターをこれからどう位置付けるか、しっかりと議論が必要だと思います。

利用率に差があります。長い歴史の中で、過去からの人口構成等とかなり変化しているの

で、住区の中にもいろいろな課題があると思われるので、住区全体の見直しも必要ではない

でしょうか。住区センターの再編や周辺施設との機能統合もしないといけないと思います。

住区センターというと論点がぼけるのですが、併設している児童館、学童保育クラブ、老

人いこいの家はそれぞれに明確な目的があるのですよね。住区センターの固有の部分は、集

会所機能だとすると、集会所がない地域・自治体はいくらでもあり、それでコミュニティが

崩壊することはないので、住区センターの見直し、住区にどういう機能を果たしてもらいた
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いのかということを、もう少し本格的にきっちり検討しないといけないと思います。ここは、

小さい施設が数多くあるというところなので、維持管理費等も考えると相当お金がかかって

いるところだと思います。なので、抜本的に考える必要があると考えます。

白書９０ページの中小企業センター等についてです。

中小企業センター等は、昭和４９年築で老朽化がかなり進行しているということと、稼働

率が５０％を切っていることと、施設によってコストにばらつきがあるということですね。

中小企業センターは、当初の設置目的からすると会議室の貸出しが主になっていて、先ほ

どの男女平等・共同参画センターと似ているところがあり、これが利用の中心であるならば

他の類似施設との集約を検討して良いのではないかと思います。

国からの補助を受けたのかもしれませんが、各省が縦割りで似たような施設をいっぱいつ

くった時期があり、労働会館とか女性センター等を含めてですが、それをずっと維持しなく

てはいけないことはないので、中で行われていることは同じことであるため、別々の施設と

して維持し続けるのは意味がないし、贅沢な話だと思います。

次は、白書９９ページの居住施設についてです。

全体的に老朽化が進んでいるということと、面積の割合が非常に大きく庁舎と同じくらい

保有しているということです。首都圏では普通少ないので、首都圏では非常に珍しいと思い

ます。

老朽化施設の建替えが課題になると思いますが、戦後の住宅難の時代のようにどうしても

自治体が住宅を提供しなくてはいけない時代からは変わってきていると思うので、民間住宅

に移っていただきながら補助を出すなど、行政サービスとしての方法を変換しても良いのか

なと思います。

目黒区に住める人、住む人に対して税金や国の補助金を使うというのは、不公平感がある

話で、区の中で議論していると大変だという話かもしれませんが、外から見ると共感を得ら

れない、贅沢な話だなということだろうと思います。

白書１０７ページの児童館についてです。

古い施設が多く、昭和５０年代の施設が結構多い状況です。また、大人まで利用できる施

設、小学生利用が多い施設とばらつきがあり、併設施設にもばらつきがあります。併設が標

準であるのであれば、多機能化のパターンとして評価しても良いのかもしれません。委託が

１つだけで直営が多いという特徴があります。維持するにしても、当然、指定管理者制度方

式等により運営の見直しが考えられると思います。

運営方法の見直しをした方が良いのではないかと思います。児童館と学童保育クラブの違

いがよく分からないのですが、子供に関することについて、どういう効率的なことができる

かよく考えて、そのうえで配置を考えた方が良いのではないでしょうか。放課後のこどもた

ちの居場所としてどう効率的に提供できるか検討した方が良いのではないでしょうか。
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児童館だけに限らないのですが、学校を多機能化しようという大きな方向感があるので、

今まで出てきたこれらの施設については単体施設ではなく複合化施設の一部として、しかも

学校の教室の中に入れるとか、次の学童保育クラブも同じだと思いますが、そうでもしない

と面積を減らすことができないと思います。

次は白書１１７ページの学童保育クラブについてです。

これも古くて老朽化している。入所率が高いので需要はあるということだろうと思います。

学童保育クラブが学校との多機能化、複合化で、一番行いやすくて効果があると思うので、

今後は、原則、単独建替えはやめて学校への複合化を原則にすることを決めた方が良いので

はないかと考えます。

学校への複合化に加えて、児童館、学童保育クラブ等の関連事業は、放課後の子供たちの

居場所とすると一体のものだと思いますので、それらが効率的な運営が行えるように、学校

を中心とした施設の再配置というものを検討すると同時に、業務委託を含めた効率的な運営

の見直しというものが必要と考えます。

白書１２５ページの保育園についてです。

待機児童の問題というのが一番大きなところです。築３０年以上の施設が半数以上で老朽

化が非常に進行している。機能として増やさなければならない施設だ、ということが指摘事

項だと思います。

学童保育クラブと保育園は、女性が出産後も働き続けたいというニーズや観点からは機能

として落として欲しくない機能だと思いますが、老朽化した施設の建替えについては幼稚園

との統合など効率的な運営をしていただきたいです。ただニーズがある以上、数・機能は維

持していただきたいというふうに考えます。

区立保育園が多いと思います。目黒区であれば民間でも十分に行えると思うので、民営化

計画があるということなのでそれに沿って、機能は維持しつつ、施設の負担は民間の方で負

ってもらうという役割分担に変えていくということだと思います。

次は、白書１３５ページの高齢者福祉施設についてです。

同じ時期に建設しているので、今後同時期に老朽化してくる難しさがあります。全て指定

管理者制度で運営していますが、これも民間でできないのかということなのだと思います。

全て指定管理者制度による運営がされていますが、民間との役割分担で民設民営もあるの

ではないかと思います。土地代が高いのがネックだと思いますが、そのへんを緩和した民設

民営もあるのではないかと考えます。

次が、白書１４４ページの老人いこいの家。

昭和の建築が多く老朽化している。利用者数・利用コストにかなり開きがあって、ニーズ

が建設当時とずれてきているのではないかと考えられます。
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他の自治体でもそうなのですが、老人いこいの家は利用実態が設置当初の目的とかい離し

ていることが多いので、活動実態を明確化して、他施設の余剰スペースを活用したり、複合

化したり、効率的な運営を検討するためにも、効率的な配置を周辺施設の更新時期に合わせ

て検討する必要があるかなと思います。

高齢者福祉施設は規模が大きいものもありますが、それでもやはり数百㎡以下のものもあ

り、老人いこいの家は平均すると２００㎡なので、これは十分学校の中に入れることが可能

と考えます。この程度の規模の施設を単独で維持するのはコストがかかってしまって逆にサ

ービス低下の可能性もあり、維持が難しいと思います。学校の中に取り込んでいくと、結果

として多世代交流等の相乗効果も期待できると思います。

白書１５４ページの障害者福祉施設についてです。

これも老朽化が進んでいます。現在のバリアフリー基準に適合していない施設もあるので

それはなんとかしなければいけない。指定管理者制度の施設もあれば直営もあり、運営形態

にばらつきあるのも指摘事項です。

障害者福祉施設については、性質上、効率だけを求めるわけにはいかないと思いますので、

自治体としてのある程度のコスト負担というのもやむを得ないと思いますけれども、なるべ

く指定管理者制度等の運営手法を工夫してはどうかと思います。

白書１５９ページの母子生活支援施設についてです。

入居率が１００％ではなく空き室があるという状態です。維持管理については指定管理者

制度をとっている。やや特殊施設で特殊サービスではありますけれどもいかがでしょうか。

いろいろな事情があってここに住まざるを得ないということもあり、住所が分からないよ

うにしなければいけないことも山ほどあるので、これこそ、区の中で区のものを造るのでは

なく、広域化の中で区や都と連携した方が良い施設と考えます。

違う観点ですが、こういう活動しているＮＰＯも結構あるので、ＮＰＯに運営自体を任せ

ていくという方法もあります。必要な補助金を出して民設民営にしていくことも考えられま

す。区が施設として全部を持ち続ける必要があるかどうかというと、必然性は認められない

と考えます。

次が、白書１６２ページの学校についてです。

学校は、一番老朽化が進んでいて、児童生徒数が減少しています。統廃合等を機に更新し

ていく学校に関しては多機能化していくということを最大やらなければならない分野だと思

います。

学校教育施設は最も面積が大きいということから、対策が急務であり、地域の中心施設と

いう側面もあるので、施設の更新時には住区センターや老人いこいの家、児童館、学童保育

クラブ等の施設と多機能化、複合化していくことを十分検討しながら、地域の核づくりを進

めていくことが必要ではないかと思います。



-12-

委員長

Ｃ委員

委員長

Ａ委員

委員長

Ｂ委員

委員長

白書１７１ページの中学校についてです。

生徒数が大きく減少しており、小学校以上に老朽化が進んでいます。

少子化の上に、中学校については東京都内では私立・国立を受験する人も増えているので、

小学校以上に統廃合の必要性はあると思います。１７２ページの分布図を見ますと、すでに

統廃合が進んだ結果、地域的なばらつきがあるかと思いますので、建替えがどうしても必要

な場合には、通学の利便性を配慮して、他の施設との複合化、地域のばらつきにも配慮して

行った方が良いのかなと思います。

小中学校に関しては、人口減少に対応してどういう基準・目安で学校数の適正化をしてい

くかという、基準が必要だと思います。それは公共施設マネジメントという狭い範囲ではな

く、区政全体に関わることなので、ここがしっかりしていないと公共施設マネジメントは進

んでいかない。学校に手を付けずに全体の予算不足を解消するのは不可能なので、はっきり

とした指針を持って学校施設については取り組むべきだと思います。

次に、白書１７８ページの幼稚園については。

幼稚園は定員数を下回る施設が多い状況です。全て老朽化していて、運営コストが高くて

人件費比率が非常に高いというのが特徴です。

先ほどの保育園との関係もあります。幼稚園を公立で持つべきかという議論もありますし、

保育園との調整が必要と考えます。

方針としては、５つのうち、３つはこども園へ移行、２つは閉園という方針が出ているの

で、粛々とそれを実行していくということだと思います。こども園を直営である必要はない

ので運営方式を検討する必要があります。３つをこども園にするというのと老朽化対策は別

の次元なので、どのように施設更新をするのかしっかりと考える必要があると考えます。

白書１８３ページのその他学校関係施設についてです。

老朽化が進んでいるということと、自然の家関係はトータルコストが割高になっているとい

うことが挙げられました。

めぐろ学校サポートセンターは、関連事業を含めて施設の活用状況がどうなっているのか、

特に設置当時の目的に照らして現状がどのように活用されているのか検証して、効率的な施

設更新というものを検討した方が良いと考えます。

区外施設については、高コストでもあるので、今後の施設のあり方について検討すべき施

設かなと思います。

区外施設は維持しなくてはいけないのか、ゼロベースで議論する必要があります。他の区、

自治体においても優先順位としては劣後の方においていますので、方向としてはそういう方

向だと思います。

白書１８７ページの文化施設についてです。

目黒区にはホールが３つあり、かなり重複感があります。中小企業センターホールは老朽
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化が非常に進んでいます。稼働率は、低稼働なものと高稼働なものがあります。一人当たり

のコストにもかなり差があるということです。

パーシモンホールは有名で、東京都内の他区からのニーズもあるので、こういうところは

区として是非残すべきだと考えます。逆に施設が老朽化して稼働率が低い施設は、目黒区と

してホールがいくつ必要かということを良く考えた上で、今後の方向性を決めるべきと思い

ます。

また、ホール以外に美術館・資料館等ありますが、資料館が昭和３５年築ということでか

なり古いのですが、再建築をするのであれば、他の文化施設との併設をするなど多機能的な

利用を考えてはどうかと思います。

パーシモンホールは、施設が立派な割に安い、ホールで採算をとる必要がないとはいえ、

収支改善ももう少しできるのではないかと思います。これくらいの規模のホールは一番使い

にくい、区レベルだとかなり過大なので、実質的には区外の利用が多いならば、そちらの区

に負担金を払ってもらうなどいろいろな連携の仕方があると思います。これが老朽化したと

きに、本当に更新できるかというと、先のこととはいえ結構厳しいかもしれません。

白書９８ページの社会教育館についてです。

老朽化がかなり進んでいるということと、稼働率に差があるということがある。利用１件当

たりコストにも差があるということです。

部屋別に見ても、利用率に差があります。その部屋を保有し続けるかどうか、選別がいる

のではないでしょうか。

利用１件当たりコストのばらつきへの対応が必要だと考えます。

社会教育館単独で見ると１，０００～２，０００㎡と面積が大きいが、実際に使っている

スペースは５００～６００㎡であるので、こういうものを学校の中に吸収していくのだろう

と思います。社会教育館という名前が大切なのではなくて、その中にあるレクホールだとか

研修室だとか調理室だとかの機能が重要なのです。調理室は学校の調理機能との分担なども

できると思いますので、多機能化施設として考えた方が良いのではないかと思います。

白書２１１ページの体育施設についてです。

空間が大きいので耐震性が問題になるのですが、耐震化していない施設があります。特に体

育館が古い施設が多いということで、体育館の天井がよく落ちたりするので危ない感じがし

ます。施設によって利用者数に開きがあるという特徴もありました。

体育館は学校体育館との共用化により、小学校を利用するようにすれば効率的な運用にな

るのではないかと思います。

独立した体育館やプールを造っている時代ではないと考えます。

白書２２１ページの図書館についてです。

複合している図書館について、社会教育館とかと複合している図書館は本体が古いので老朽



-14-

Ｃ委員

委員長

Ａ委員

委員長

Ｂ委員

委員長

Ｃ委員

委員長

Ａ委員

化しています。来館者数にかなりばらつきがあります。コストは、図書館一般並みに高いの

ですが、肝心の図書購入費が通常１０％程度ですが、本区の場合はさらに低く７％しかない。

図書館と言いながら、ハコやヒトにお金をかけているので、これはちょっとスジが違うので

はないかと思います。

来館者数にばらつきがあるのは確かだと思いますので、来館者数の多い図書館は維持した

として、逆に少ない図書館は学校図書館と共用するなど独立した図書館にしなくても良いの

ではないかという気がいたします。

地域図書室と学校図書館とを一緒にすると、学校の卒業生が図書館に来て交流するなどの

事例も報告されていますし、複合化、多機能化によって多世代の交流がどんどん起きてゆく

ということは、図書館はスムーズにいく分野だと思います。

白書２３２ページ、駐車場・駐輪場についてです。

施設は比較的新しい。指定管理者制度を導入しているが、全部が利用料金制度をとってい

るわけではありません。

受益者負担について効率的な運営を考える必要があると考えます。

一番受益者が明確なので、フルにとっても良いのだろうと思います。

白書２３６ページ、公園事務所についてです。

老朽化が進んでいるものが多いです。小規模なものが多いです。公園がある以上事務所が必

要なのでしょうが、事務所だけのものと複合化しているものといろいろあるのが特徴です。

老朽化に関しては、耐震安全性が確保されていない施設もあるので、計画的な老朽化対策

を検討する必要があると思います。

白書２４０ページ、環境施設についてです。

相対的には、相当老朽化が進んできています。

確かに老朽化が進んでいるのが清掃事務所だと思うのですが、区民生活に必要な施設であ

るということであれば、ある程度のコストをかけて建替え等もやむを得ないという気がしま

す。

ただエコプラザというのが３つありますが、これらが具体的にどういう機能を果たしてい

るのかというのが分かりづらいと感じます。他の施設と機能共有できるのであれば、積極的

に複合化して活用していくべきなのかなと思います。

普通財産で、白書２４４ページの職員住宅についてです。

これはかなり老朽化が進んでいます。

まず、職員住宅が本当に必要なのか、根本的にあり方を議論する必要があると思います。
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Ｂ委員
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職員住宅を持つ自治体も多いとは思うが、保有すべきかどうかが重要な問題で、私はもうい

らないのではないかと思います。

優先順位は低いと思います。他の老朽化した学校を放置して職員住宅を建替えるというこ

とはあり得ないと思いますし、非常に恵まれた環境にあるので、職員住宅なくても優秀な職

員は採用できると思いますので、そういう方向で進めるべきだろうと私も思います。

白書２４８ページ、教職員住宅についてです。

小さい施設ですが、これも、相当老朽化しています。

これも、先ほどの職員住宅と同様に、そもそもの必要性から議論する必要があると思いま

す。

一応、各論を全て、論点を整理して、方向感を出したいと思います。全体を通していかが

ですか。

今、一つ一つの施設について議論してきましたが、委員長が言われるように優先順位を付

けることが大事だと思います。最初の方針のもとに、優先順位をどういうふうに付けるかに

より考え方が変わってくると思います。

施設の名称等を聞いて、利用内容がぴんとくるものと、漠然とするものとあり具体的にど

ういう機能を果たしているか分かりにくい施設もかなりありました。今後の見直しに関して

は、具体的な機能を明確化して、機能が抽象的で漠然としたものは優先順位が低くなるとい

うことかなと思いました。

施設の配置を見ていて、目黒区の場合は東西南北中央という単位が重要なのかなと感じま

した。これが中学校区にこれから再編されていくとすると、各地区の中で、実際の利用者は

生活圏との関わりで利用すると思うので、空間設計が非常に重要になってくると思います。

各地区の中でどこを拠点として、先ほどの多機能化、複合化を実現していくかということを、

全体の空間設計の見直しと同時に進めていく必要があると思います。

全体を通して言うと、面積も多いが、種類と数が多いと思います。また小さい施設が多い

です。半分は共用部分であるので、ここは全くサービスには影響していなくて、無駄が多い

ので、多機能化が最大の処方箋だと思います。

そういう意味で、多機能化、集約化のもとになる小中学校の方針をしっかりと決め、残す

ところをしっかり残して、残すところに機能をどんどん吸収していく。原則、小学校以外の

施設は、単独では建替えない。これは、原理に入れた方が良いかもしれません。

複合化のときは、今の看板は全部下ろして、看板ではなく実態として何で使っているか、

会議室なら会議室、調理室なら調理室、というような用途単位で集約化していく。そうする

と、今まで看板は違うが、中身は同じでした、というものがいっぱい出てくるので、そこの

集約がずいぶん図れると思います。コミュニティに関連する小さい施設は、学校に全部集約
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するのと、大きなホールなどは区の外と連携していく。どうしても区の施設として更新した

いのではあれば、周りの区と連携をして負担を分担するようにしていく必要があると思いま

す。さらに、小規模な施設は民間施設で同じように使えるものは区内にたくさんあるので、

区が保有しなくても民間施設を利用するということもあると思います。

広域化、多機能化、ソフト化の３つ。この３つはぜひ進めていかないといけないと考えま

す。金額のことを考えても、生半可なことをやっていても、とても追いつかない。このまま

中途半端な状態だと、そのツケが全部、次の世代の子供たちに及んでいきます。目黒区民の

皆さんは見識があるので、そういうことにはならないと思いますが、危機感を持って進めな

いと相当とんでもないことになりそうだと思います。

以上のことが有識者会議としての意見ですので、今日出た意見を再整理して、事務局でま

とめてください。

次回はもう少し具体的に検討して行きたいと考えます。

（３）次回会議の日程及び内容について

区 側 次回は、９月２６日夕方１８時から、場所は６階教育委員会室を予定しています。

以上、よろしくお願いいたします。

（４）その他

委員長

区 側

他に何かありますか。

事務局は特にございません。

２ 閉会

委員長

区 側

それでは、今日はこれで閉会にします。どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。

以 上


