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名 称 第１２回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成２５年９月２６日（木） 午後６時から午後７時４５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、政策企画課長、施設改革課長、行革推進課長、

施設課長、財政課長、学校施設計画課長、担当職員

傍 聴 者 １７名

配 布 資 料

資料１ 目黒区の将来人口推計（平成２５年３月）

資料２ 『日本の地域別将来推計人口』（平成２５年３月推計）

（国立社会保障・人口問題研究所推計）

資料３ 第１０回目黒区区有施設見直し有識者会議会議録

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１２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、１３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

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。本会

議の取りまとめにあたりまして、今まで具体的な議論を重ねてまいりましたけれども、今回

は最終確認、一部事務局からの補足説明を受けながら進めてまいりたいと思います。今まで

の議論を踏まえながら、まとめの作業に入りたいと思います。

それでは、意見書の構成予定の順番に進めますけれども、一番目に、区の現状と課題の総

論部分が入ります。大きくは、区有施設の老朽化の現状、区の人口構造の変化、今後の財政

負担の三つを挙げてきているところです。

一点目の区有施設の老朽化については、概ね以下のようなまとめをしたと思います。目黒

区では、高度経済成長期から、人口増加などに伴う区民ニーズやご要望に的確に対応するた

めに、また、法令等の目的に基づき、計画的に様々な施設の整備を進めてきました。昭和３

０～４０年代に多くの施設が建築されたことで、現在築３０年以上を経過する施設が全体の

約１／３を占めており、特に学校施設などの老朽化が進行しています。今後区有施設は一斉

に更新時期を迎えるため、中長期的な視点から計画的な対策が必要となります。

細かな補足的な情報はいろいろありますが、骨格としてはこのような形でよろしいかと思

いますがいかがでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは一番目についてはそのようなまとめをしたいと思います。
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区 側

委員長

委員長

それから、二番目に区の人口構造の変化ですけれども、前回までの作業に加えて、将来推

計を一部見直しているとの事ですので、事務局から補足説明を受けます。

それでは、私の方から人口構造についてご説明をいたします。

施設白書では古い推計を使っておりましたが、今回区の方で、新たに平成４７年までの推

計をいたしましたので、今回配布資料の資料１をご覧ください。

資料１は横書きでございますが、グラフが平成４７年までの推計ということで、一番下の

色が年少人口１４歳まで、真ん中の白抜きのところが生産年齢人口６４歳まで、一番上の点

のところが高齢者人口６５歳以上の推計で、住民基本台帳を基に４７年までの推計をしたも

のでございます。

この結果の数値は記載してございますが、４７年までの生産年齢人口では、ピークから２

万人程度減るような数字になっておりまして、年少人口は平成３１年度までは微増するので

すが、その後減少に転じまして４７年までは３割近い減となります。高齢者人口については、

平成２５年から３割近い増になるということで、これまでの推計や課題としても出ておりま

したが、高齢化が進行すること、あるいは生産年齢人口が減少すること、全体として、人口

減少社会に転じること、このあたりを人口構造の変化としての課題として挙げさせていただ

きたいというところでございます。

こういった構成の変化によって、施設に対する需要、区民の皆さまからの区有施設への要

望というものも変化していく、これは意見として既にいただいている内容でございますが、

これに変わりはございません。

また補足で、資料２は参考ですが、厚生労働省にあります国の研究機関「国立社会保障・

人口問題研究所」で、２５年３月付けで、平成４７年から５年後の平成５２年まで推計した

ものがございましたので参考にお渡しいたします。ただこれは、国勢調査を基にしておりま

すので、住民基本台帳を基に推計した結果と若干数値は変わりますが、傾向としては、人口

減、高齢化、生産年齢人口減といった傾向は変わりませんので、参考資料としてお付けいた

します。以上でございます。

区の人口構造の変化について、事務局からご説明がありましたけれども、趨勢としては前

回までの議論と同じでございますので特段問題ないかと思いますが、数字自体は最新の人口

推計に変える、というご提案だと思いますがこれでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それではこういう方向でまとめたいと思います。

三番目は財政負担でございまして、人口構造の変化を当然反映しているので、それも踏ま

えてこのようなまとめをしてはどうかと思います。

平成２１年度以降、急激に税収が悪化しており、当面、大幅な増は見込めない状況にあり

ます。将来は生産年齢人口の減少により、区の歳入が減っていく見通しです。これは今、ご

説明があったとおりの生産年齢人口が大幅な減少が見込まれる、というのを受けております。

支出面では、人件費や公債費（借金の返済）など経常的な経費の高止まり状況があること
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委員長

Ａ委員

委員長

から、職員数の削減や事務事業の見直しに引き続き積極的に取り組んでいく必要があります。

一方、現在の区有施設について、これは以前から出ている数字でございますが、今後１０

年間にかかる改修や建替えなどの更新経費の試算は７１１億円、年間平均で７１．１億円と

なっています。

これは、直近１０年間の投資的経費（施設などを整備するための経費）の実績額の年間平

均３９．６億円と比べた場合には、年間平均で３１．５億円不足する見込みであり、今後、

非常に老朽化していることにより、多大な負担があるにも関わらず、その予算がないという

状況で、しかもそれが、今後さらに税収が減っていくという状況を表現したいということで

ございます。このようなトーンでまとめるということでいかがでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、区の現状と課題に関しましては、以上の三点を軸に整理をしていきたいと思い

ます。

それからこれを受けまして、用途別施設の課題に移ります。これは、用途別の施設、小中

学校や庁舎等それぞれの分類に応じて、どのような課題があったのかというのを前回までに

議論してまいりましたので、そのまとめを各委員の皆さんに分担をしていただいて、整理を

していただいていると思いますので、それを改めてご発表いただき、その結果、どのような

検討が必要なのかという検討の方向性、項目について、私の方からまとめたいと思います。

それでは恐縮ですが、Ａ委員長、Ｂ委員、Ｃ委員の順番でひとつひとつ行っていきたいと

思います。まず、庁舎等について、Ａ委員から課題の提示をお願いいたします。

それでは最初の庁舎等については、一つ目としては、老朽化に該当する施設がかなり多い

状況であるということ、二つ目には、窓口サービス１件当たりのコストにばらつきがあり、

処理件数にも差が見られるということ、三つ目には、目黒駅行政サービス窓口を除く全ての

施設で年間利用件数が減少傾向となっていること、四つ目には、受付時間は通常平日８時半

から１７時までで、夜間・土日は総合庁舎と目黒駅行政サービス窓口のみ対応している、と

いう四つの課題が出ております。

ありがとうございました。

このような課題を持つ施設をどのようにこれから整理していくかということですが、検討

の項目として言うと、庁舎自体を全て廃止するということはできないわけですが、本庁舎と

窓口サービスセンターが分散していますので、それらを集約する集約化という方向がひとつ。

それから、分庁舎等に関しては、独立した施設である必要はありませんので、他の施設と

多機能化もしくは複合化していくという方向が二点目。

それから、民間施設を積極的に活用して、庁舎は基本的にオフィスなので、特殊な仕様は

ありませんので、民間施設を使うことはできますので、そのような民間施設の活用。

それから、維持管理をアウトソースするとか、建替えの時にＰＦＩを活用するというよう

な広い意味でのＰＰＰ・公民連携を活用する、この四つくらいが方向性としてあると思いま

す。
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委員長

Ｂ委員

委員長

区 側

今の課題の整理と検討項目の方向性については、特にご異議ないでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、二番目の男女平等・共同参画センターですけれども、これはＢ委員お願いいた

します。

男女平等・共同参画センターの課題につきましては、三つ挙げさせていただきました。

一つ目に、築２０年を経過しており、今後老朽化が進行するということ。二つ目に、貸出

し施設の稼働率は４８.６％、年間利用者数が２万９，４８８人で、そのうち資料室・相談・
講座の利用者数は８，１８８人（２８％）と低い割合となっているということ。三つ目に、

直営施設で、年間トータルコストは１億１，５０６万円、利用者１人当たりコストは３，９

０２円／人となっていること。以上です。

ありがとうございました。

老朽化が進んでいるということ、稼働率がそう高くないということ、コストがかかってい

ること、だろうと思います。

この施設に関しては、そもそも行政として、施設としてしっかり維持していく必要がある

のかどうかの観点の再検討が必要だと思っておりまして、まず廃止というのが重要な選択肢

としてあると思います。

それから、機能が必要だとしても、施設でなければはならない、空間を専有している必要

があるということではないと思います。実際には、資料室・会議室というのが物理的な形状

ですので、それは他の施設にも同様のものがありますから、使いたい人は今までとおり使え

るという意味では、多機能化公共施設に機能を移転していくのが二番目の選択肢です。

三番目が、民間にも同様のスペースがあるので、それを利用できるのではないかというこ

とがありますので、民間施設の活用というのが選択肢です。

それから四番目が、現状もそうですが指定管理や委託などを最大限活用する、さらにもし

施設を建替えるのならばＰＦＩを活用して、できるだけ施設の負担も公共から最大限切り離

していくという意味でのＰＰＰが必要になってくると思います。

以上がまとめですが、よろしいでしょうか。

私の方から、委員長からいただいた検討項目に前後するところもございますが、男女平等・

共同参画センターにつきまして、区からの補足といたしまして、区として昨年度見直しを行

った経緯がございます。

今、検討項目として挙げられている中身も含めて、まず機能としての男女平等・共同参画

を推進する場、これは区としては引き続き必要であるという検討結果があり、ただ今後はこ

の区有施設の見直しを踏まえまして、今おっしゃった会議室・研修室等の他の用途との共有

化、あるいはセンター共々他の施設へ移転するような可能性、こういったところを含めて今

後方向性として検討結果をまとめていく現状でございます。以上です。
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委員長

Ｃ委員

委員長

区 側

委員長

異なる場で全く同じ結論を出さなければいけないということであれば、こういった場で議

論する意味がないですよね。また、行革の場でそういったことを検討されたバックグラウン

ドに、公共施設の老朽化なり、更新財源がないという情報は入っていないのではないかと思

います。数値を入れて検証していないと思います。なので、これだけお金が足りないよとい

う中で、同じ結論になるのかどうかをもう一度検討してください、というのがこの有識者会

議からの提言になると思います。

優先順位の議論なので、絶対的にどこで切れ、ということはこちらから申し上げませんけ

れども、他の学校をどうしようというような中で、それよりも今、おっしゃったようなとこ

ろを優先するのかという議論はされていないと思います。という意味で、我々の結論という

のは、そういう経緯を承知はしているけれどもそれに拘束されるものではありません。

それでは、三番目にまいります。区民斎場については、Ｃ委員お願いいたします。

区民斎場の課題につきまして、まず一つ目ですが、指定管理者制度による管理運営が行わ

れ、年間トータルコストは６，３８２万円、利用件数は４０８件、稼働率５６．４％となっ

ております。なお、友引を除いた場合の利用率は６８．７５％となっています。課題の二つ

目としましては、１回の利用料金約７．２万円に対して、利用１件当たりのコストは約１５．

６万円で、利用料との差額が８万円以上あるということが挙げられると思います。以上です。

ありがとうございました。

これも優先順位の問題だと思います。区民斎場だけ取り出して意義があると言えばあると

言えますが、他と比べてここを維持するということが本当に良いのかということを再検討し

ていただくことだと思います。

実際に民間事業は行われていて、多くの区民はそれを利用しているということを考えると、

民営化・廃止を俎上に載せるべきだと思います。

なぜ区民斎場が必要かという中で、低所得者向けの社会政策的な意味合いがありますとい

う説明が以前ありましたが、そうであれば民間施設を利用した時に補助をするという方策も

あると思います。

方策としては列伍になるかもしれませんが、仮に将来建替える場合は、ＰＦＩのように施

設の保有リスクも民間に移転するような形でシフトしていくことが必要だろうと思います。

特にご意見をいただいてそれに反論ということではないのですが、現状の補足として利用

率が５６．４％は低いというご意見をいただいた経緯がございます。その中で、先ほど委員

の方からも補足していただきましたが、民間の焼却場や友引にあたる通常葬祭場を利用しな

いであろう日を抜いた年間の利用実績で申し上げると７割弱の実績というのが実情となりま

す。

それから、運営については指定管理者制度をとっているということもありますが、それも

含めていただいたご意見をお預かりしたいと考えております。以上です。

指定管理者制度は、民間の力を使ったり、見直す中で、一番官寄りで効果の少ない部分で、

もっと思い切ってやっていかないとこの予算不足を解消しないので、指定管理を行っていま
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委員長

Ａ委員

委員長

すから対策しています、ということではとても解決できないと思います。

指定管理くらいまでしかできないものもあるかもしれませんが、それは指定管理は最低限

行ってほしいのですが、もっと思い切って踏み込めるところは踏み込んでいかないと、だめ

だろうと思います。

稼働率のお話がありましたが、この稼働率が高いのかどうか民間のデータがないと分かり

ませんが、料金が安いということを考えれば稼働率が高くても当然のことです。ですので、

それだけをもって必要であるとは言えないと思います。

検討項目というのは、選択肢を出しているだけなので、この中のどれにするかというのは

今後検討していくべきことだと思いますけれども、項目としては以上でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、四番の住区センターにまいります。これはＡ委員お願いいたします。

住区センターもやはり三つの課題がございます。一つ目は、今後老朽化を迎える築２０年

以上経過した施設を含めると全体の９２％の施設で老朽化が進行しているということです。

二つ目には、利用者の問題ですが、登録団体利用が約７２％と、過半以上を占めているとい

うことです。三つ目には、利用実態（利用件数）に関わらず、委託料はほぼ同程度となって

いるため、利用１件当たりにかかるコストに相当な開きが出ているということです。以上で

ございます。

住区センターは区民にとって非常に必要な施設であるという必要性は認めるのですが、必

要であるのであれば住民に管理を移管していくという市民移管と一般的に言われています

が、こういう方策が最初に考えられなければいけないと思います。

行政の方で準備をする必要はなく、私の住んでいる所でもそうですが、地元の方にどんど

ん移管していき、住民が責任を持ってそれを受け取る、住民が受け取らないのであれば施設

はなくす、というような地域はずいぶんたくさんあると思います。そういった地域移管が一

点目です。

それから、二点目が多機能化公共施設への機能移転で、先ほどから出ているものです。こ

れも複合化ではなく、住区センターが持っている会議室の機能などは他の施設で持っている

ものと共通していますので、名前を付け替えないでも機能に着目した空間を確保すれば、重

複はずいぶん避けられて、効率的になると思います。

それから、同じようにやはり民間施設を利用するというのが、本区の場合は民間にもさま

ざまな施設がありますし、必要であればそれに利用料を補助していくということでも可能だ

と思います。

同様に、ＰＰＰもここでも活用できますけれども、その他の検討項目の方がより優先をす

るかな、と思います。では、課題と検討項目については以上のような内容でよろしいでしょ

うか。

（「はい」の声あり）
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それでは、五番目の中小企業センターですが、Ｂ委員お願いいたします。

課題としては、三つ挙げさせていただいております。一つ目は、築３０年以上が経過して

おり、老朽化が進行しているということ、二つ目に、全体の稼働率が４７．４％で、稼働率

の低い部屋もあるということ、三つ目に、利用１件当たりコストでは、施設により大きな開

きがあるということが挙げられました。

中小企業センターが本当に必要なのか、ということの検証をやはり再度していただく必要

があると思っています。廃止というのが、ひとつ大きな検討の方向性になります。

機能が大事だということであったとしても、施設を維持する必要はないと思いますので、

多機能化公共施設へ機能移転していく、それから、民間施設を活用する、列伍してですけれ

どもＰＰＰというような順番になるのではないかと思います。

課題と検討項目についてはいかがでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、六番目の居住施設について、Ｃ委員お願いいたします。

居住施設については、課題が二つあると思います。一つ目は、全体的に老朽化が進行して

いるということです。二つ目は、建物財産の内訳で見ますと、居住施設が占める割合が約１

１．２％と庁舎等と同程度を占めておりますが、これだけ割合が高いのは首都圏では非常に

珍しいのではないかと思います。以上、二点です。

公営住宅の老朽化は全国的な課題でありますが、首都圏で１０％を超えるのは非常に珍し

いです。ですので、率直に言って手厚すぎるかなという感じがしています。

したがって、居住施設に関してはやはり廃止とか民営化というのが大きな方向性としてま

ずあるかな、と思います。

あとは、民間にも居住施設はいくらでもありますので、それを借上げたり、あるいは民間

の居住施設に入ってもらって所得制限にかかる人たちは補助をしていくなど、こういう施設

がない地域であれば公営住宅を持つということもやむを得ないのですが、本区の場合には民

間のストックがいくらでもありますので、それを借りてあげるということによってむしろ民

間も助かると思います。そういうような方向性をぜひ目指していきたいと思います。

以上ですが、いかがでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、七番目が児童館です。

児童館も、やはり四つ課題がございます。一つ目は、非常に古い施設もあり、老朽化が進
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行しているということ、二つ目には、幼児から大人まで利用している施設と、小学生の利用

が多い施設と、利用者の年代に相当ばらつきがあるということ、三つ目には、併設施設にば

らつきがあるということ、四つ目には、運営形態ですが、中央町児童館は委託、その他１３

施設は区直営となっており、運営形態に違いがあるという四つの課題がございます。

児童館自体の重要性・必要性は認識はしますけれども、施設として必要かというとそうで

はないと思いますので、多機能化公共施設へ機能移転をしていくということ。

それから、直営が非常に多いということで、これに関してはＰＰＰをもっと導入していく

ということだろうと思います。いかがでしょうか。

次の学童保育クラブにもかかりますが、区の現状のご説明としては、いくつかの館を候補

として今現在、委託化については検討を進めているところ、これが一点、区として取り組ん

でいる中身でございます。以上です。

それでは、八番の学童保育クラブです。お願いいたします。

学童保育クラブにつきましては、課題が三つ挙げられると思います。一つ目に、非常に古

い施設もあり、老朽化が進行しているということ、二つ目に、入所率が高く、全２３施設中

１３施設が暫定定数によって、多くの児童を受け入れているという課題がございます。三つ

目に、併設施設にばらつきがあるという三つの課題が挙げられると思います。

これはやはり児童館と同じだと思いますし、それ以上に、学校を多機能化した新しい公共

施設の中に機能移転することによって、学童保育クラブに通う子供たちの安全性も保たれる

と思いますので、機能移転が重要だと思います。

民営化して、ＰＰＰを入れていくということも重要だと思います。

以上のようなまとめですがよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、九番の保育園についてお願いいたします。

保育園について課題は三つあると思います。一つ目は、待機児童が増加しており、待機児

童の解消が課題となっていると思います。課題の二つ目としましては、２２園中１２園で築

３０年以上経過しており、老朽化が進行しているということです。課題の三つ目としまして

は、入園率が高く、年々ニーズが増加しているということが挙げられると思います。以上で

す。

保育園は、やはり民間の保育園は現に存在しますので民営化していくということ、あるい

は民間の保育園を入れるという意味でのＰＰＰが選択肢としてはあると思います。

それから、公共で行って施設を確保するとしても独立施設である必要はないと思いますの
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で、多機能化公共施設へ機能移転していく、ということも可能だと思います。

今、いただいた保育園の民営化につきまして区の現状の取組みとしましては、今、検討中

でございまして今年度から１０年間の期間をかける予定ではございますが、今、白書の段階

では２２園のうち、２園が指定管理ということで公表してございますが、さらに４園ほど民

営化に向けて検討している、という状況でございます。以上です。

それでは、十番の高齢者福祉施設をお願いいたします。

高齢者福祉施設には二つ課題がございます。一つは、築２０年を経過しており、今後老朽

化の進行が予測されるということ、二つ目には、運営の問題ですが、区が保有する特別養護

老人ホームや高齢者在宅サービスセンターなどの高齢者福祉施設は、指定管理者が運営して

いるという状況でございます。

これにつきましても、実際に民間の高齢者福祉施設がありますので、民営化を進めるとい

うこと、あるいは民間に福祉施設をつくっていただいてそれを活用するＰＰＰ、あとは直営

で行うにしてもちょっと規模は大きいですが、多機能化公共施設の中に移転していく、とい

うような方策があり得ると思います。よろしいでしょうか。

高齢者在宅支援センターは４施設ございましたが、昨年度末に１か所のデイサービスにつ

いては廃止したところ、こういった取組は行革の中で進めているところでございます。以上

です。

そうですね。民営化の中には、公共サービスとしては廃止するというのも含めて、という

のが検討項目になると思います。

それでは、十一番目の老人いこいの家をお願いいたします。

老人いこいの家については二つ課題が挙げられると思います。一つ目に、築２０年以上経

過した施設を含め、全体の７９％の施設で老朽化が進行しています。二つ目に、１日当たり

の利用者数、利用者１人当たりのコストが、施設によりかなりの開きがある、以上二つが課

題として挙げられると思います。

これに関しましては、施設そのものの必要性を踏まえて、廃止、民営化、多機能化公共施

設への機能移転というのが他の項目同様に必要になってくると思います。

老人いこいの家の現状につきましては、同じく、全施設２４施設ございますが、昨年度か

ら２施設については委託化している、そういう現状がございます。以上です。

それから、十二番目の障害者福祉施設をお願いいたします。
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障害者福祉施設の課題としては二つ挙げられると思います。一つ目は、老朽化が進行して

いる。また、現在のバリアフリー基準に適合していない施設もある、ということが挙げられ

ると思います。二つ目としまして、運営ですが、直営、業務委託、指定管理者制度等さまざ

まになっているということが挙げられると思います。

障害者福祉施設に関しましても、工夫はしないといけないと思いますが、多機能化公共施

設に機能移転をしていくという方向があるということと、それから、現に委託、指定管理者

制度等さまざまとっておりますけれども、さらに民間にリスク、責任をもっていただけるよ

うな形でのＰＰＰの検討も必要だろうと思います。以上でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、十三番目、母子生活支援施設です。

母子生活支援施設については、二つ課題があります。まず利用状況は、定員２０世帯に対

して１７世帯の入居となっていること、２施設とも指定管理者が運営していますが、各施設

の年間トータルコストは、約７，０００万円、約９，５００万円となっているということで

す。

これにつきましては、特殊な用途の施設ではありますが、営利事業としてではなくこうい

うことを実際に行える能力のあるようなＮＰＯ法人や民間もございますので、そういったこ

とも念頭に置いて、今、指定管理者制度ではありますけれどももう少し運営に踏み込んだリ

スクをとってもらえるようなやり方、最終的には民営化のようなことも含めて、広い意味で

のＰＰＰを検討すべきかな、と思っています。

母子生活支援施設につきましては、今、２施設ございます。区としては、うち１施設を廃

止して統合する方向に向けて３か年の中で検討は進めているところ、こういった現状はござ

います。以上です。

統廃合ということですね。すでに始まっているということですけれども、検討項目に統廃

合を加えるということと、逆に言うと統合されれば入居率は高まるということになるのでし

ょうか。であれば、受益者負担がある程度存在するので、運営の形態によっては民間が責任

を持って担うということもできるような気がします。そういうことも検討してください。よ

ろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、十四番、小学校にまいります。

小学校については課題が大きく二つあると思います。一つ目は、昭和３０年代の建築がほ



-12-

委員長

委員長

Ｃ委員

委員長

委員長

Ａ委員

委員長

とんどで、建築後５０年を経過しており、老朽化が非常に進行しています。もう一つの課題

は、児童数が、昭和５５年当時から４４％まで減少しているということです。

次の中学校は統廃合の方針がある程度区から出ているのですが、小学校は現状では方針が

ないということですので、統廃合に関するルールをしっかり決めないと非常にアンバランス

なことをしてしまうことになりますから、将来の少子化を見越した統廃合のルールを設定す

るというのがまず必要だろうと思います。そのうえで、しかるべく統廃合は進めるというこ

とと、それから維持する施設については、逆に避難所等の機能もあるので、そこはしっかり

守るということが必要ですので、長寿命化等で施設を活用しながら、施設を更新する場合に

は学校単独ではなく、今まで申し上げてきたような周辺のさまざまな機能を機能移転として

吸収していけるような施設として多機能化していく、ということが必要だろうと思います。

よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、半分申し上げたような形になりましたが中学校にまいります。

中学校の課題も二つあると思います。一つ目は、生徒数は、昭和６０年をピークにして、

現在では３６％と、極めて大きく減少している点が挙げられると思います。二つ目は、１校

を除いて、建築後５０年経過しており、老朽化が非常に進行しているということが挙げられ

ると思います。

おおむね小学校と同じですけれども、中学校の場合は行革計画の中でしっかりと統合方針

が定められていますので、それにそって統合を進めるということです。

維持する施設については、多機能化施設として、学校単独ではなくて周辺の機能を吸収し

ていくということが必要だろうと思います。

あとは、小学校と中学校のどちらに主とした多機能化の機能を担わせるのかというのは、

今後の検討課題になると思います。以上でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、十六番の幼稚園です。お願いいたします。

幼稚園に関しては三つ課題がございます。一つは、在籍児童数が定員数をかなり下回って

いる園があるということ、それから老朽化が進行しているということ、年間トータルコスト

は２億６，１３６万円で、そのうち人件費の割合が７７．８％を占めているということでご

ざいます。

幼稚園に関しましては、区の方針がありまして、基本的方向というのがあります。それに

そって対応していくということで、閉園、あるいは残すものは認定こども園に移行していく、
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ということが必要かなと思います。

現状でございますが、この当時全５園あった区立幼稚園については、２園を閉園して、２

園を認定こども園に移行中、という状況で、１園については今年度４月に開園したところで

ございます。あと、来年の４月にもう１園のこども園の開園を予定している、といった推移

でございます。以上です。

それでは、十七番のその他学校関係施設をお願いいたします。

その他学校関係施設につきましては、課題が二つありまして、一つは、老朽化が進行して

おり、大規模改修・建替えの時期を迎えています。二つ目に、施設別の年間トータルコスト

は、八ケ岳林間学園が５，９３６万円、興津自然学園が８，８５８万円となっていることが

挙げられると思います。

これも優先順位の議論なのですが、非常に老朽化が進んでいてお金がかかる施設をこの段

階で優先するという理屈はなかなかないかなと思っておりますので、施設の存在意義自体を

再検証して、廃止もしくは民営化という方向かなと思います。事業として行うというのは意

味があると思いますけれども、それは別の施設を借りるというようなこともできるかなと思

いますので、施設としては廃止、民営化が流れではないかと思います。

それでは、十八番をお願いいたします。

文化施設（ホール・美術館）についてですが、課題は四つあると思います。一つ目は、目

黒区ではホール施設を３施設保有しているということです。課題の二つ目は、中小企業セン

ターホールは、老朽化が進行しております。課題の三つ目ですが、施設別の稼働率では、４

４．６％～９３．８％とかなり開きがあるということが挙げられると思います。課題の四つ

目ですが、利用者１人当たりコストについても施設によりかなり開きがあるということが挙

げられると思います。以上です。

ホール・美術館等どちらもですけれども、比較すると相当恵まれている、充実している。

逆に言うとそれだけ負担になる、ということだろうと思います。この絶対量をこの規模でこ

のまま維持しなければならないという優先順位は本当にあるのかというとことをしっかり考

えなくてはいけなくて、できるだけ数ではなくて機能を維持していくという意味では、一つ

は統廃合する、それから広域連携で、他の区民も利用しに来ていると思いますので、周辺区

と連携をして良い施設を残していく、その場合は周辺区にも負担を求めるという意味での広

域連携です。

それから、小さい施設については多機能化公共施設に機能移転をしていって、学校の中に

ホールがあるというようなものも出てきてもいいかなと思います。以上のような形でよろし

いでしょうか。

（「はい」の声あり）
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それでは、十九番お願いいたします。

社会教育館と青少年プラザですが、やはりここも三つ課題がございます。６施設中４施設

で老朽化が進行していること、施設別の稼働率では５７％～７６％と各施設の稼働率に差が

あるということ、利用１件当たりコストは施設によってかなり開きがあるということでござ

います。

これもやはり、必要性を十分に吟味していくということが必要でありまして、統廃合、そ

れから、やはり立派な施設があり、広域的な効果も持っているので、他区との広域連携、そ

れから小さな施設に関しては多機能化公共施設に機能移転というのが必要ではないかと思い

ます。

社会教育館等でございますが、課題の中でコスト面についても課題として挙げていただい

た中で、区の現状としては、運営方法についてはコストの観点も含めて効果的な効率化とい

うことで見直しは進めているところで、２４年度の実績で申し上げると常勤職員を１２名、

非常勤職員を２名、これは定数的なところで見直しは行った経緯がございます。以上です。

それでは、二十番の体育施設をお願いいたします。

体育施設に関しては、課題が二つあるかと思います。一つ目は、耐震化が未実施の施設が

あるということ、もうひとつは体育施設そのものの老朽化が進行している、ということです。

二つ目に、施設により利用者数に開きがあるということが挙げられると思います。

体育施設も非常に恵まれているのが相対的な評価でありまして、民間でも同様の事業が行

われており、また施設により利用者数に開きがあることから、統廃合を考えるということで

す。

それから、学校施設と共用していく、ということが大きな流れとしてあると思います。地

域と学校が施設を共同利用する、ということです。

それから大型の施設に関しましては、他区との広域連携というのが選択肢であると思いま

す。二十番は以上でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、二十一番の図書館をお願いいたします。

図書館の課題につきましては、三点あると思います。まず一つ目は、社会教育館・文化会

館との複合施設の図書館で老朽化が進行している、ということが挙げられると思います。課

題の二つ目としましては、図書館ごとの来館者数にかなりばらつきがあり、施設によって図

書館の利用目的が異なっている、という点が挙げられると思います。課題の三つ目としまし
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ては、年間トータルコスト１３億９，７２３万円のうち、図書購入費は約１億円と約７％程

度となっている、という点が挙げられると思います。

図書館は本を読む場ですが、その本の予算が７％しかないというのは区民から見てもおか

しいではないかということだと思います。他の地区でも低いですけれども、他の地区以上に

低いというのは、その分ハコなりヒトに使われているということですから、そこはやはりき

ちんと見直さないといけないと思います。そういう意味では施設の統廃合。

それから、今複合施設ですけれども、機能は最初から決まっている施設なので、あまり効

率化されませんので、学校の空き教室を利用するような形で、多機能化公共施設に機能移転

していく。そうすると、増やす時も増やせるし、要らなくなったらやめて別の用途にすぐ変

えられる、用途が変えられるような意味での機能移転です。

それから、学校図書室と共用していくということで、こういう事例も最近出てきています

ので、同じ図書室を学校と地域両方別々に持つという必然性が本当にあるのかということを

検証していかなければいけないと思います。以上ですけれどもよろしいでしょうか。

コスト面についてのご意見がございましたが、白書の段階で目黒区は全８館ございますが、

そのうち６館が窓口の運営委託を行っていたところ、２４年度から残りの２館も窓口運営に

ついては委託化をしたところでございます。

それと合わせて、運営の見直しを行っておりまして、２４年度末で常勤職員については１

０名の削減を行った経緯がございます。以上です。

今、おっしゃっているのはフローの費用の削減のお話なので、公共施設の見直しというの

は、バランスシートを変えるという話です。ですから、フローの見直しももちろん必要です

けれども、バランスシートの資産をどう圧縮していくかという話ですので、今の手段ももっ

と考えなくてはいけませんが、それ以上のことをしっかりやっていかないといけないという

ふうに思います。

では、二十二番の駐車場・駐輪場をお願いいたします。

まず、これは課題ではありませんが比較的新しい施設が多いということ、それから課題と

しては、指定管理者制度を導入しているが、施設によって利用料金制の施設とそうでない施

設と二つに分かれているということがございます。

新しい施設が多いということは、容易に変更できないという課題なのかもしれません。

指定管理者制度を導入していますけれども、それで尽きるということは多分なくて、この

カテゴリーで負担をできるだけ下げるためには、使用料の引き上げを考えていかないといけ

ないと思います。受益者が個人に特定されますので、薄く広くいろいろな人の税金をこうい

う所に投入していくというのは、全体のバランスからするとあまりよくないと思います。そ

の税金があったら他のところに向けた方が良いと区民は思うのではないかと思いますので、

受益する人が負担をしていく、という考え方が大事だろうと思います。

それでは、二十三番公園事務所・公園施設はいかがでしょうか。



-16-

Ｂ委員

委員長

Ｃ委員

委員長

区 側

委員長

Ａ委員

委員長

区 側

公園事務所・公園施設につきましては、課題として、耐震安全性確保が必要で、かつ老朽

化が進行しているという状況が挙げられると思います。

ここのカテゴリーはなかなか特殊な用途なので難しいですけれども、やはり必要性を検討

して、必要性の乏しい施設は廃止するということが必要だろうと思います。

文化財的なものがあるということですから、それを残すということであればしっかりと計

画的に残していって、そういう財源もしっかりと確保する、そういうことが必要だと思いま

す。

それでは、二十四番の環境施設・清掃施設はいかがでしょうか。

環境施設・清掃施設の課題としましては、老朽化が進行していることだと思います。

これも特殊な施設ではありますけれども、配置のあり方とか施設として望ましい機能を再

検証して、効率化をしていく必要があると思います。かなり、老朽化が進行しているので、

何らかしていかないといけないと思います。

今ご意見いただいた環境施設の中で、エコプラザという２施設を白書に載せてございます

が、ここについては区の取組として１施設を廃止する方向で検討中である、という現状がご

ざいます。以上です。

廃止、民営化等含めて、抜本的な改革をするべきだろうと思います。

最後に、職員住宅と教職員住宅は併せてＡ委員からお願いいたします。

職員住宅は老朽化が進行しているということと、特に教職員住宅は、築３０年以上を経過

し、老朽化が進行している状況でございます。

職員のための施設、公用財産になりますので、区民が使う施設もかなりある意味抜本的な

見直しをしなければならない状況の中で、職員向けの施設が優先度が高いというのはとても

言えないと思いますので、抜本的に見直していただきたいということです。

必要な場合もあるとは思いますが、そういう場合も民間施設を借上げたり、家賃補助をす

るなり、まず必要な場合を限定するとともに、その場合でも自前で持つということはできる

だけ避けることが必要だろうと思います。

抜本的とおっしゃった職員住宅の現状でございますが、全部で７つの施設がございまして、

そのうち４施設は民間のアパート等の借上げを行っていました。現状としては、２３年５月

末の契約解除をもって、民間については事務事業見直しの中で見直していくような考え方で

ございまして、今現在は６施設に減っています。そのうえで、残り三つの民間の借上げ住宅

についても、基本的な考え方としては契約満了をもって契約を解除していきたい、そういっ

た考え方で検討をしているところでございます。
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委員長 補足説明を含めまして、以上のような形でありますけれども、漏れた点などありましたら

補足をしていただければと思います。必要ありましたら、後ほどフィードバックしていただ

いて構いません。

それでは次が三原則ということで、区有施設見直し方針の三原則について確認をしたいと

思います。

これも前回までに何回か議論をして、紹介をして他の自治体さんではこれくらい行ってい

ます、ということでしたので、以下のような三原則を立てたいと思います。

まず、新しい施設の整備は、原則、行わないという新規凍結原則です。

既存の施設ですら、統廃合等見直しを通じてできる限り負担を減らしていかなければなら

ない現状にありますので、新しい施設を建設するどころではない、というのが正直な印象で

ありますので、これは十分に区民にとってもご理解いただけるだろうと思います。新規凍結

原則、これが一つです。

それから、役所というのは縦割りの部署ですので、個別の部署が計画をどんどん進めてし

まって既成事実化していってしまうことが今後行われるとすると、全体のバランスが非常に

悪くなるということですので、新設は原則行わないのですが、建替えや大規模改修等の非常

にお金をかけるようなものに関しては、事前調整をしっかりやるということで事前調整原則、

ということです。事前調整すればいいかということはもちろんなくて、新設の場合は、独立

施設として建設するのは認めずに、今ある用語でいくと複合化ですけれども、できるだけ多

機能化してさまざまな機能を将来的にも吸収できるようにする、二つの機能を単純にくっつ

けて入り口も会議室も全部別であれば、あまり複合化している意味はないので、多機能化し

て共用部分は共用していくということです。それによって必要なスペースを確保する、とい

うのが多機能化ですけれども、事前調整原則の中にはそういうルールも入ると思います。

それから三番目が数値目標を立てるということで、施設の総量を具体的に何％削減するん

だ、ということを数字で示すことが必要だと思います。数字がないと、「これが大事」「これ

が大事」とみんなが言って、結局「大事です」ということになってしまうと何の意味もあり

ませんので、大事なものはたくさんあると思いますが、その中で優先順位をつけて、どのよ

うにどれを優先していくのかをしっかり議論していく上でも、数字がしっかりないといけな

いだろう、ということで数値目標を掲げるべきだと思います。

この三原則は、公共施設の見直しを先行して行っている自治体では、どこでも出していま

して、数値目標に関して言うと、最低だと１０％くらい、一番大きい所では４４％というの

が最近出ましたけれども、本区の場合にどれくらい必要かというのは数値の検証をしてみな

いといけませんけれども、できるだけ少なくて済むようないろいろな知恵を出していく、と

いうことだと思います。あるいは、面積は減ってもサービスが低下しないようなやり方をこ

れから考えていく、ということですので、そういうことを考える上でも数値目標はしっかり

とあった方が良いと思います。

この三原則については、このような形で整理をしたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

（「はい」の声あり）
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今までの議論を踏まえてですので、再確認したいと思います。

それから、視点を五つ整理してきたかと思います。これに関しましては、各委員の皆さん

にご検討いただいたところでありますので、視点ごとにご発言をいただければと思います。

それでは、Ｃ委員からお願いできますか。

一つ目の視点ですけれども、施設と機能の分離により、サービス水準をできる限り維持し

ながら、財政負担を縮減するということです。内容としましては、（１）施設用途の転換、他

施設の機能集約による複合化・統廃合などを検討すること、（２）利用度・稼働率の低い施設、

空きスペースを持つ施設の有効活用を図ること、（３）建替えは、耐用年数を経過した建物や

統廃合による場合にのみ行う、（４）各施設の機能を明確化し、更新・存続施設について、建

替えの優先順位をつけるということです。

では、順に挙げていただけますか。

二つ目は、施設サービスの費用対効果（費用及び便益）を、客観的に、継続的に計測する

ということです。（１）施設ごとに平均的なコストを把握し比較することで、もし変動があっ

た場合には要因を分析し改善を図る、（２）施設利用の受益者負担を適正水準化する、（３）

修繕、施設更新には優先順位をつけて対応するということです。

三つ目は、地域毎の人口特性や地域ニーズに的確に対応するということです。（１）今後の

少子高齢化の進展等に合わせ、区民ニーズに的確に対応していく、（２）他自治体との連携も

視野に入れ、施設構成を対応させていくということで、場所によってはそういったことも検

討していただければと思います。

四つ目ですが、区民の安全・安心のため区有施設における防災機能を強化していくことで

す。内容としましては、（１）区有施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて区民の安全を確

保すること、（２）施設の地域構成が、災害対応時においては連携、補完できるようにネット

ワーク化することです。

五つ目ですが、全庁をあげた問題意識の共有と体制整備を行うということです。まず、（１）

庁内の横断的な取り組みとして、施設の情報を一元的に管理できる体制を整備する、（２）第

三者機関による確認など、透明性の高い進行管理を行う、（３）的確な情報を発信・公開して、

区民との問題意識を共有する機会を設けるということです。

これまで議論をしていただいたことが反映されているとは思いますけれども、何か付け加

えることや修正をすることはありますでしょうか。

私から、一つ目の施設と機能の分離の中で、複合化という言葉でご説明いただいたのです

が、これは先ほどから言っておりますように多機能化・複合化ですね。プールや体育館のよ

うに複合化しかできないものもありますけれども、会議室、集会室は教室などと十分多機能
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化できます。用途を固定して複合化しても効率化のメリットはあまり出ませんけれども、地

域のニーズに合わせて用途を変えていけるような多機能化をとれば、過大な施設を持たずに

その時点でのニーズに合わせてさまざまに使える、ということですので、二つの概念は明確

に分けた方が良いと思います。

それから五つ目で問題意識の共有、体制の話で、一元管理できるというのは、情報の一元

的な管理とともに、その前に事前調整原則を三原則の中に入れていますので、施設の更新等

を了解する権限を持たせ、そういう権限を持った組織で情報を一元管理しなくては意味がな

いので、事前調整原則の核になるような組織として整備するのが必要だろうと思います。

５つの視点の中に、多機能化・複合化・統廃合は良いのですが、民間の言葉が抜けている

ので、どこかに入れた方がいいのではないかと思います。

多分、視点ではなく方策の中に入れていたと思います。そういう意味では５つの視点と方

策がやや錯綜している感じがどうしても拭えないのですが、方策の方は方法論で、方法論を

導き出すための視点というのが５つの視点ということだと思います。

この中に民間を入れても良いのですが、どこに入れましょうか。入れるとすると一番上で

しょうか。

財政負担の軽減とサービス水準をできるだけ維持する、ですから公共で行わない代わりに

民間でサービス水準が維持できればそれでも良いのではないかと思います。

それでは、一つ目の視点の施設と機能の分離のところで、民間の活力を活用してサービス

水準を維持しつつ、費用対効果を引き上げる方策を実施するというような表現で一つ追加し

ましょう。

今のが視点で、それを具体的におとしたのが方策です。場合によってはこれを見ながら、

また前の表現が変わるかもしれませんが、これは大きく８つの方策が出されております。こ

れも各委員におまとめいただきましたので、まとめた文章をご発表ください。

一つ目は受益者負担の適正化ということで、施設の目的や利用状況に応じた受益者負担に

なっているかを確認し、場合によっては、無料施設を有料としたり、減免制度を見直したり

など必要に応じて検討するということです。

二つ目は長寿命化ということで、モデル事業の実施により、費用対効果を検討しながら、

長寿命化施設を選定するということです。

三つ目は既存施設の民営化等（民間活力の活用）でございます。民間が主体となってサー

ビスの提供や事務事業を行う方が望ましい事務事業について、業務委託、指定管理者制度の

導入、民設民営化など、民間活力を活用するということです。

四つ目は統廃合・多機能化です。老朽化が著しく、利用度・稼働率が低い施設については、
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原因を検証し、区民ニーズに合わないものや役割を終えた施設は統廃合・廃止を検討する、

また、施設の更新時は、周辺の地域対応施設の併設及び施設機能の集約化・複合化やその時々

のニーズに合わせて機能を変えられるような多機能化を検討するということです。

五つ目は低未利用地の活用ということです。低未利用地の民間への売却・貸与による財源

捻出、有効活用されていない区有地の有効活用、また、統廃合により生まれた土地も原則売

却または貸与するということです。

六つ目は広域連携ということで、区外施設や東京都・国の施設、他区の施設との重複がな

いよう連携を深めるということです。

七つ目は地域移管ということで、全ての区有施設を区で保有せず、地域団体等に譲渡し、

地域で管理してもらうということです。

八つ目は民間施設活用ですが、民間施設の利用者に対して、一定の条件のもと、利用補助

を行うということです。

八つの方策をご発表いただきました。今までの議論はこの内容で進めてまいりましたけれ

ども、ほかにはないでしょうか。

（６）の広域連携については、区の外の施設、他区の施設、東京都、国の施設もあるので、

他の地域からするとものすごくうらやましい状況ですが、そういうのがあってなおかつ、区

の施設が必要だと言うのではなくて、しっかりと連携をしながら使っていく姿勢が必要だろ

うと思います。

あとは、言葉などで分かりにくいのはありませんか。

二つ目の長寿命化のところで、モデル事業の実施によりとありますが、これは具体的には

どこかの施設で一旦モデル事業を行ってみて、という意味でしょうか。

過去、どういう議論をしたか忘れましたけれども、モデル事業というのは全てに係る言葉

なので、方策のところにモデル事業を入れなくてもいいのではないかと思います。長寿命化

の効果が本当にあるのかどうかというのを区の方でモデル的に行っている事例がある、とい

うことを以前聞いたような気がしましたがそうではなかったですか。

区ではまだ行っておりません。

であればモデル事業というのは長寿命化だけに係ることはないので、全体としてモデル事

業を行えば良いので、長寿命化としては、費用対効果を検討しながら、長寿命化施設を選定

し、長寿命化を進める、ということかと思います。

ただ、費用対効果という言葉が以前出てきたのは、建物の場合は長寿命化のための改修工

事にものすごくお金がかかり、その割に長寿命化の効果がない場合もあるので、そこはしっ
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かり検証しながら、単純に長寿命化すればいいというものではない場合もあるという意味で

検討しながら、という議論を今までしてきたと思います。

趣旨は変わらないと思いますが、五つ目の低未利用地の活用は、これはこれで正しいので

すが、例えば床を民間の方に貸すこともあり得るので、この言葉だけでなくもう少し広めの

表現がいいのではないかと思います。

それはそのとおりだと思います。

三つ目の既存施設の民営化等（民間活力の活用）は、もっと広めに言った方がよくて、公

民連携とか民間の活用とか、民営化とはごく一部の特殊な事例ですので、業務委託、指定管

理、民営化というのは良いのですが、ＰＦＩとかコンセッションとか空中権とか、空中権は

五つ目の方がいいかもしれませんが、いろいろな民間活力の活用のやり方が出てきているの

で、委託と指定管理と民営化だけではないので、そのへんの例示を増やした方が良いと思い

ます。

今回はスケルトンを作っているので、また次回、正式に文章で検討する時にできるだけ豊

かに、今は骨格だけを話をしていますが、豊かに表現できるところはまた追加していきたい

と思います。委員の皆さんも気づいたことがあれば、事務局の方にこういうワードが必要で

はないかというのをおっしゃってください。

7 つ目の地域移管ですが、地域団体等に譲渡しとあるのですが、これは所有権も譲ってし
まうという意味でしたか。その場合に譲渡というのが、低未利用地のところでは売却又は貸

与となっていますが、ここで譲渡というのは無償で譲渡するという意味なのでしょうか。

今までの議論の中では、老朽化した施設を区が建替えるということではなく、区民に自分

たちで建替えていただく。もちろん補助はするかもしれないけれど、負担はしてもらう、と

いうことです。私の住んでいる町内会もそうですが、半分は自分たちで積み立てて行ってい

ます。つまり、公共がやるというのは一般的なルールでは全くないということが前提にある

ので、そういう意味では区が保有するのではなく地域団体が保有をする、そのために補助金

はもらうかもしれないけれど自分たちでお金を出す、ということが念頭には置いてあります。

ただそこまでいかなくても管理だけを依頼する方法も過渡期的にはあるかもしれません。そ

の内容は三つ目の民間活力の方で、今、町内会を指定管理者制度にしているような集会所や

公民館の事例はたくさんあるので、それとは差別化したいということだと思います。もしそ

れで良いのであればそうなってしまうのですが、もう少し踏み込んで行わないと方策が実現

できないと思います。言い切りをした方が良いかどうかは、もう一度議論した方が良いかも

しれません。

武蔵野市でアンケートを取っていまして、武蔵野市では１０項目のアンケートを取ってい

ます。所得からいくと同じような自治体ですが、こちらは８項目ですので何がないかと言う

と、あまり方策にはならないのですが、一つはサービス水準を引き下げる、という項目があ

ります。例えば、公共施設の開館時間を短くするとか、人がいたのがいなくなるとか、そう

いう意味でのサービス水準の引き下げをして、負担を軽くするというような選択肢が一つ。
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それから十番目が、特別に課税する、という項目があります。今あるサービス、施設も込

みで全て必要だとすれば、当然負担が必要になってくるので、これを国民の税金で行うとい

うのは筋違いで、自分たちのためにサービスを維持するのであったら自分たちでお金を出し

合うべきなので、特別課税をするということで、武蔵野市の場合は市税の法定外目的税を創

設する、という選択肢を入れています。

この二つは非常に厳しい内容で方策というよりも、もし他は不十分だったらこうなります

よ、ということかもしれませんが、ただそういう方策も積極的に賛成する人も結構います。

反対の方が多いのですが、これは方策という感じではないのでここに入れる必要はないです

けれども、何らか最終的にはこういうことも必要になるよ、ということをどこかに入れてお

く方がいいかなという感じはします。

五番の方策については、以上でございます。

六番は、用途別の施設方針です。先ほど申し上げたこととほぼ重複するので、再確認の意

味で簡単に、委員さんにお願いしたいと思います。改めて、庁舎からお願いいたします。

庁舎等につきましては方針として、役割の見直しを検討し、相互の機能補完や連携、複合

化、統廃合、民間施設の利用等により総量抑制を図る、ということになります。

それでは、順に確認をしたいと思いますので、どうぞお願いいたします。

男女平等・共同参画センターにつきましては方針として、男女平等・共同参画の政策を推

進するために現在のような施設が不可欠であるとは言えないので、機能に着目して多機能化

した公共施設への機能移転や民間施設の活用を行う、ということです。

三番目の区民斎場につきましては、民間の類似施設が存在する状況にかんがみ、民営化を

進める、ということです。

四つ目の住区センターに関しましては、学校等の周辺公共施設や民間ビル等を活用するこ

とで、機能を維持しつつ施設負担を最小化する方法を検討する、ということです。

五番目の中小企業センター等につきましては、中小企業振興のために現在のような施設が

不可欠であるとは言えないので、機能に着目して他の類似施設と集約化する、ということで

方針を定めます。

六番目の居住施設については、民間施設の活用を進める、ということにしたいと思います。

七番目の児童館については、放課後の子どもたちの居場所として効率的な運営が行えるよ

う、多機能化する学校施設への機能移転等を行う、ということです。

八番目、学童保育クラブですけれども、子どもたちなどの居場所・遊びの場として効率的

な運営が行えるよう、多機能化する学校施設への機能移転等を行う、とします。



-23-

Ｃ委員

Ａ委員

Ｂ委員

Ｃ委員

Ａ委員

Ｂ委員

Ｃ委員

Ａ委員

Ｂ委員

九番目の保育園につきましては、目黒区行革計画・区立保育園の民営化に関する計画を踏

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

実に民営化を推進する、ということです。

十番目の高齢者福祉施設については、高齢者福祉サービスについて、関連事業も含めて民

間との役割分担等について再検証し、ニーズに即した効果的な機能配置（サービス提供）を

検討する、とします。なお、目黒区行革計画を踏まえ、中目黒高齢者在宅サービスセンター

については２５年３月に廃止し、田道高齢者在宅サービスセンターについては平成２６年３

月に廃止し、小規模多機能居宅介護のサービス拠点に転用することを決定した。また、特別

養護老人ホームについては、目黒区実施計画により民間事業者による整備への補助を実施す

るということになります。

十一番目の老人いこいの家につきましては、目黒区行革計画を踏まえ、単独施設で老朽化

が進んでいる老人いこいの家の土地は売却し、経費について十分考慮するとともに、代替施

設を活用していく際には周辺施設との連携を図りながら、施設相互での機能の補完等を含め、

効率的な機能配置を検討する。併せて、活動実態を明確化し、他施設の余剰スペースの活用

や多機能化施設への機能移転などを含め、利用状況にあった効率的な運営方式等を検討する、

とします。

十二番目、障害者福祉施設につきましては施設の目的に応じて、多機能化施設への機能移

転など、効率的な運用を検討する、ということです。

十三番目の母子生活支援施設につきましては、２施設ある施設のどちらも定員を大きく下

回っていることから、目黒区行革計画を踏まえ、統合を着実に実施するとともに、民営化も

しくはＰＰＰを進める、ということになります。

十四番目の小学校につきましては、中学校同様に将来の少子化を見越した統廃合のルール

を設定するとともに、維持する施設に関しては、長寿命化により施設を活用しながら、施設

更新時には、周辺施設の機能移転を受けて多機能化するという方針、といたします。

十五番目、中学校につきましては、望ましい規模の区立中学校の実現を目指してを踏まえ、

各地区中学校の統合方針を定め、統合を進める。また、急激な老朽化への対応として、学校

施設整備の方向性を検討し、当面は、長寿命化により施設を活用しながら、施設更新時には、

周辺施設の機能移転を受けて多機能化する、とします。

十六番目の幼稚園は、区立幼稚園見直しの基本的方向についてに沿って、閉園あるいは認

定こども園への移行を着実に実施していく、とします。

十七番目、その他学校関係施設につきましては、関連事業等を含め、施設の存在意義を再
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検証し、廃止もしくは民営化を行う、とします。

十八番、文化施設（ホール・美術館）につきましては、ホール・美術館とも、統廃合、広

域連携、多機能化する公共施設への機能移転を行う、とします。

十九番目の社会教育館・青少年プラザについては、統廃合、広域連携、多機能化する公共

施設への機能移転を行う、ということでございます。

二十番目、体育施設につきましては学校施設との共用化等により、区民が利用可能となる

施設を増やし、かつ効率的な運用を検討する。なお、２０２０年オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の開催都市が東京になったことを踏まえ、東京の都市としての魅力を最大限に

生かし、夢の力で未来を切り拓く大会となるよう、区としても、東京都等と連携しながら、

適切な対応を図る必要がある。その際、大会後に負担が残らないよう他の民間、公共用途へ

の転用等を最初から見込んだ計画とする、といたします。

二十一番、図書館につきまして目黒区行革計画を踏まえ、図書館各館の事業集約化、多機

能化した公共施設への機能移転、学校図書室との共用、ＩＣＴを活用したネットワーク化、

移動図書館の活用など、施設としての図書館あり方を全般的に見直す、とします。

二十二番の駐車場・駐輪場につきましては、原則、受益者負担で賄えるように利用料の見

直しを行う、でございます。

二十三番の公園事務所・公園施設につきましては必要性を抜本的に再検討して、必要性の

乏しい施設は廃止する。また、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項

の規定により、重要文化財（建造物）に指定された施設（駒場公園和館（旧前田家本邸））は、

計画的な老朽化対策を検討する、といたします。

二十四番の環境施設・清掃施設につきましては、配置のあり方や施設として望ましい機能

を探り、機能の効率化を図る。なお、目黒区行革計画を踏まえ、エコプラザについては、そ

れぞれの施設の現状や利用状況、廃止による事業への影響などを比較・検討した結果、平町

エコプラザを廃止する、といたします。

二十五番の職員住宅と二十六番の教職員住宅については、目黒区行革計画を踏まえ、必要

性自体を見直すとともに、必要な場合でも、民間借上げ住宅の見直しや住宅手当等により、

民間のストックを活用する、ということにいたします。

ありがとうございました。一応、先ほど見直しの方向性で言及した点を踏まえてそれぞれ

にまとめていただいた文言ですけれども、全体を見渡していかがでしょうか。

幼稚園や環境施設など、先ほど補足をした今現在進んでいる取組について、改めてご意見
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をいただいているところについては、表現の仕方等についてできましたらご論議をいただき

たいという風に考えております。以上です。

論議をするというのは具体的にはどういうことでしょうか。

進んでいるところについては、中身が重複する部分がございますので、その表現等につい

て、場合によってはご相談させていただきます。

それは次回でもよろしいでしょうか。まずは骨格のところを行いたいと思います。

保育園とか高齢者施設で既に進んでいるものに関しては、ことさら計画をこの有識者会議

で否定するものでなければ、肯定的にそれを記述するということだと思います。少なくとも

保育園、高齢者施設については、こういう方向性が妥当だろうという意見が今まで出ていま

すので、それに合わせた表現で良いと思います。

少し細かな話ですけれども、母子生活支援施設のところに、統廃合はするはということで

それは評価して、民営化もしくはＰＰＰということで、ここにだけＰＰＰという言葉を入れ

るのは全体バランスとしてあまり良くないのと、今既に指定管理者制度で行っているので、

民営化もしくはＰＰＰというともうすでにＰＰＰになっていることになるので、施設の負担

を含めた民間のさらなるリスク負担というのを検討すべきであろうと思いますから、民営化

等を検討するという方がいいかなと思います。進める、となると少し強いかもしれませんが、

検討するというのは他にもあるので、良いと思います。

小学校と中学校の多機能化のところで、施設更新時には、周辺施設の機能移転を受けて多

機能化するという案ですが、学校を建替える時には周辺施設の機能移転を受けるということ

になるのですが、実際にはそうではなくて、学校の方が先に老朽化しているので、学校を先

に建替えることになります。その時には周辺の施設はまだ老朽化していないのです。なので、

その時点でまだ耐用年数を迎えていない施設を強制的に機能移転するのは現実的ではないと

いうことなのですが、学校は確実に将来児童生徒数が減るので空き教室が出てくる。その空

き教室を抱えている状態で、周辺の施設が老朽化して耐用年数を迎えたら、５年１０年先の

ことになるので、その状態で受け入れるということなので、時間的な転用が徐々に進んでい

くということです。なので、どう表現すれば良いかというと、周辺施設の機能移転を受けら

れるよう多機能化する。これは小学校・中学校同じ表現。

体育施設のオリンピックの話は、ここだけトーンがやや情緒的な表現があるなぁ、という

感じがします。東京五輪が開催されるに際し、区としても東京都等と連携しながら適切な対

応を図る、だけで良いと思います。他の用途も、夢だとか希望だとか付いてくるはずの話な

ので、ここだけそれを付けるのはバランスが悪いなと思います。大会後に負担が残らないよ

うに、他の民間、公共用途への転用というのは、恒久施設、パーマネントな施設として造っ

たものを転用していくというイメージですが、もう一つあるのは暫定利用です。ロス五輪と

かロンドン五輪では、暫定施設を造って大会が終わったら壊してしまう、というのが結構あ

りました。これは体育施設だけでなくイベント施設なんかもそうです。それは一つ入れてお

いても良いかなと思います。これは、ご専門の山本先生とか藤村先生とかいかがでしょうか。
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東京都の考え方も既存施設を活用して、既存施設内に仮設でという考え方が多くあります。

また、暫定施設でも行っていますので、新たに公共施設を造るというのはその後の見込みが

あれば良いですが、ない限りは先ほど言った原則、新規は行わないという考え方からすると、

暫定や仮設でもいいのではないかと思います。

同様で、暫定利用や仮設で対応するということでよろしいかと思います。

仮設という言葉がありますので、どうしてもやるのであれば、暫定・仮設という表現を入

れるというのでいかがでしょうか。オリンピックが免罪符みたいになって、なんでもやりま

しょうというのを今までやってきて、他の自治体はものすごく苦労しています。冬季オリン

ピックをやったところなどもものすごく苦労しているので、そういうことがないようにしっ

かりしないといけないということで、東京都自身が行うというのも国民としては困りものな

のですが、区がやすやすとのらないで、しっかりと将来のことを考えながら、オリンピック

はいいことですが、負担を考えて対応してください、ということだろうと思います。

最後の住宅のところが、先ほどの説明で再確認しましたけれど、すでに借上げをかなりし

ているのと、借上げ以外のものというのは、先ほどの確認ですけれども、残されたものはこ

れからどうするのでしたか。

当時７施設のうち、４施設の借上げがあって、うち一つは満了で廃止ですので、現在は三

つずつ、区有が三つ、借上げが三つ。借上げについては、契約満了をもって基本的には廃止

していく考え方は持っています。

残りの三つはどうするのですか。

現時点では借上げのみについて、検討の方向性を出している段階です。

そうすると、行革計画自体がそこを検討していないので、「行革計画を踏まえ」という表現

はどうでしょうか。

計画に乗せて検討した結果の区としての事務事業見直しの中身としては、まず借上げ施設

については今後縮小していく、という内容です。

そういう意味では、冒頭も少しありましたが、行革計画自体を我々が踏まえなければなら

ないとなると、行革計画自体が公共施設の問題をあまり考えずに議論されているとすると、

非常におかしなことになります。

工程的に、学校の統廃合みたいに、こちらでも必要だと思っているものは「踏まえる」と

いう表現で良いと思いますが、それ以外の図書館と住宅は行革計画を踏まえたくはないので、

そこははずすということです。そうしないと無責任な話になってしまうので。

やはり今、３棟ずつ職員住宅、教職員住宅が公用財産として区有財産としてあるというこ

とですけれど、それはやはり優先順位からいくと、本当にそれが優先ですかというのは問い
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区 側

委員長

直したいので、必要性自体を見直すとともに、必要な場合でも民間借上げ住宅や住宅手当等

により民間ストックを活用するというのが前回までの議論の流れだったと思います。

何か事務局の方からありますか。

特に補足等はございません。

最終的な成果物の意見書の構成に沿って原案を提示していただいて議論をして、必要な点

を補足等したかと思います。この方向で事務局の方で再整理をしていただきたいのと、細か

な言葉の使い方等で委員の皆さんでお気付きの点があれば、今までの議論を踏まえつつ、ち

ょっと矛盾しているとか、これはこういうニュアンスではないのではないか、等があれば事

務局の方にお出しをしてください。

これを踏まえて、次回、意見書としてまとめていく段取りに入っていきたいと思います。

ご意見はよろしいでしょうか。

それでは、議題としてはこれで終了いたします。

（３）次回会議の日程及び内容について

委員長

区 側

次回の日程と内容について、事務局からご説明ください。

次回、最終回の予定でございますが、１０月２２日火曜日の午後３時から、場所はこの庁

舎の中ですが、４階の特別会議室を予定しておりますので、またご通知でご案内をいたしま

す。以上でございます。

（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、今日の議題はこれで終了いたしましたので、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


