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会 議 録

名 称 第１３回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成２５年１０月２２日（火） 午後３時から午後３時３５分まで

会 場 目黒区総合庁舎６階衛生教育室

出 席 者

（委員）根本、山本

（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 １６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）その他

２ 閉会

発言の記録 別紙のとおり
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別紙

＜第１３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。

本日は、藤村委員と松村委員から欠席のご連絡をいただいております。

ただいま、１１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、引き続き区有施設見直し有識者会議からの意見で

す。

前回の会議において、全体の内容について確認作業をしましたが、本日は、その後の変更

点などを中心に再確認を行いたいと思います。

それでは、意見書の構成順にまいりますが、一番目の区有施設を取り巻く現状と課題とい

うことで、施設の老朽化、人口推計と人口構造の変化、今後の財政負担という３点を軸にま

とめております。ここにつきましては、特段変更は加わっておりませんけれども、この内容

でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、区有施設を取り巻く現状と課題に関しましては、前回の確認内容のまま変更な

しとしたいと思います。

続きまして、二番目の用途別施設の現状と課題です。

前回、区有施設を２６の用途に分類し、各委員からそれぞれ用途別の課題の切り口をご発

言いただき、その結果、どのような検討が必要なのかという検討項目をまとめております。

その後、修正点があればご発言をお願いしたいと思います。
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Ａ委員

委員長

Ａ委員

まず、小学校ですが、検討項目のところに、維持する学校施設は、地域避難所にも指定さ

れているため、「当面は施設の長寿命化を図り、」ということで、「当面は」を追加します。こ

れは、施設の長寿命化のルールが決まっていないので、いきなり施設の長寿命化ということ

にいくのではなくて、ある一定の段階でのルールがあると思いますので、そのルールができ

た段階で長寿命化を図っていくのか、場合によっては更新するケースもあると思いますので、

「当面は」を入れた方がいいのではないかという考え方です。

同じく、中学校も同じ様なことで、「当面は」を入れます。

それから、体育施設ですが、前回の議論で、オリンピック、パラリンピックの話が出た時

に、オリンピック等があったとしても、やみくもにいろいろな施設をつくらないようにとい

うお話だったので、検討項目の最後に「オリンピック・パラリンピック競技大会についても、

大会後に負担が残らないことを見込んだ最初からの計画とする。」という一文を入れさせてい

ただきます。これは、前回、議論があったと思います。

続きまして駐車場・駐輪場です。ここは、受益者負担でまかなえるよう使用料の見直しを

検討する、ということで確かにそうなのですが、「原則、」を入れた方が良いと考え、追加し

ます。受益者負担は原則ですが、場合によってはいろいろなケースが考えられるためです。

それから、職員住宅と教職員住宅に関しては、議論の中でも委員長からお話がありました

が、優先度は低いと思うので、検討項目のところで民間住宅の借上げや家賃補助方式への転

換とする、に「施設が必要な場合でも、」を入れさせていただきます。職員住宅と教職員住宅

に関しては、区民の方が使う施設に比べて優先度が低いので、もしも必要だったとしても、

民間住宅の借上げや家賃補助という形が良いのではないかと思います。

以上、若干のコメントを入れさせていただきます。以上です。

小・中学校のところに、長寿命化というのが場合によっては早めに建替えることもあり得

るということで、「当面は」を入れたのが、小・中学校での修正点でした。

体育施設は前回の意見とおり。駐車場・駐輪場については、「原則、」を入れるということ。

職員住宅・教職員住宅に関しては、「施設が必要な場合でも、」という注釈を入れることで、

本来必要性が列伍するのではないかというご指摘でありました。

そういう議論をたしかしたと思いますので、いずれもこの方向で修正をしたいと思います

が、一点、小・中学校の長寿命化に関するルールについては、ルールをまずつくるのだとい

うことを追加するのはどうでしょうか。

文章は工夫しますが、長寿命化しさえすれば全て解決するわけではなく、長寿命化に伴う

コストが発生するのと、また物理的にあるいは技術的に長寿命化できない場合も当然あって、

そういうものも長寿命化だと言ってしまうと、かえって区民の安全が守れない可能性もあり

ます。現状の文章は長寿命化一辺倒ですので、どのような場合に、どのような方法でやるの

かということもルール化する、ということを入れたいと思います。

そうなると、小・中学校だけではないということになりませんか。全体にかかるのではな

いでしょうか。

全体にかかります。
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委員長

委員長

委員長

Ａ委員

その場合、８つの手法の手法２に入れるのはどうでしょうか。

一番大きな小・中学校は、当然そのルールの対象となるので、この２か所は何らかの修正

を加えたいと思います。

この場ですぐ文言は思いつかないのですが、趣旨はそういうことですので、文章は、私の

方にご一任いただければと思います。それ以外につきましては、今のままでよろしいかと思

います。

その他に関しましては、前回、確認をしておりますので、変更なしということで進めたい

と思います。

最終的に文章をまとめる際に、施設白書から、レーダーチャートによる建物状況の評価や、

利用状況やコストのグラフなど根拠となる資料を抜粋し、掲載することとしたいと思います。

それから、前回の会議において、事務局から、施設白書作成後の、現在の区の取り組み状

況の補足説明が若干ありましたので、用途別に該当するものについては、前回の事務局の発

言内容をまとめて記載することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは用途別施設の現状と課題については、以上のようにまとめたいと思います。

それから、三番目は区有施設見直しの今後の方向性についてです。

まずハコモノ３原則ですが、文章でなぜこのようなものが必要になるのかということを記

載した方が分かりやすいだろうということで、こういう文章を入れたらどうかということで

すけれども、

「区有施設を取り巻く現状と課題を踏まえて、見直しの方向性について、大きな原則とし

ての考え方を、ハコモノ３原則として記載します。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、こういう原則的な考え方を取り入れており、目黒区において

も、必須であると考えています。」

ということを冒頭に掲げることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、３原則の内容について、修正点があればお願いします。

原則２の事前調整原則ですが、前回までの内容は、「新規整備はもちろん、既存施設の更新

や大規模改修等を行う場合には、施設の多機能化を念頭に、事前調整や協議等を行い、了解

を得ることを原則とする」でした。

しかし、主語が不明で、誰の了解を得るのかが分からなかったので、「新規整備はもちろん、

既存施設の更新や大規模改修等を行う場合には、施設の多機能化を念頭に、各部署が個別に

計画を進めるのではなく、事前調整原則の核となるような専門部署等への事前調整や協議等

を行うことを原則とする」、ということで、「専門部署等への」を追加してはいかがでしょう

か。
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委員長

委員長

委員長

誰に対して調整をして、誰が了解するのかということが不明だったということですので、

専門部署を設立して、協議を行ってそこに了解を得る、ということです。特に問題はないと

思いますが、事前調整原則の核というのは日本語としておかしいので、事前調整制度の核、

とした方が文言として良いのではないでしょうか。専門部署をしっかりつくるということと、

そこに権限を持たせる、という２つが内容になりますので、そのように読めれば良いかと思

います。

その他の原則については特にご意見は出ていなかったと思いますので、前回の確認のとお

り変更なしとします。

（「はい」の声あり）

それから、ハコモノ以外に、道路や橋りょう、下水道などのインフラについても、これま

で必要であると指摘をしてきたのですが、今回、作業的にはそこまでは進んでいないのです

が、原則のところに、インフラに関しても重要である、としっかり記載をして、ハコモノだ

け解決すれば良い、というわけではないことを言っておかなければいけないと思いますので、

このような文言で掲載をしたいと思います。

「このハコモノ３原則は、建物としての区有施設を適切にマネジメントするという視点で

設定されたものですが、道路や下水道等のインフラ資産についても、老朽化に伴う将来コス

トの増加が見込まれます。

インフラは、公共施設と同等またそれ以上に区民の生命に影響を与えます。また、ハコモ

ノのように複合化や広域連携などができません。ハコモノで予算を使い果たしてしまうと、

どうしようもない状況でインフラ問題に取り組まなければなりません。

今後、インフラに関する実態把握を進め、インフラも含めた保有資産全体としての将来コ

ストを把握し、区全体としての財政制約を認識した上で、インフラと区有施設で共有する、

総合的な方針・原則を設定していくことが必要になります。」

インフラという言葉が少し馴染みがない場合もあるので、インフラストラクチャーの略で、

公共施設のうち、都市活動を支える道路・橋りょうなどの交通施設、あるいは水道・下水道、

公園なども入れておいた方がいいかもしれません。

ちょうど２週間くらい前に、麻布十番の区道が崩落して大騒ぎになりましたけれども、あ

れが老朽化かどうかはまだ明らかではありませんけれども、地面の中に空洞があって、その

空洞が長い時間かけて段々広がってきたことは間違いない状況です。なので、インフラは目

に見えないのでちょっと甘く見てしまいますけれども、ある日突然地面に穴が開いたり、水

道管が破裂したりということは、あちこちで既に起きていることで、言い方によってはそち

らの方がよほど危ないとも言えることですので、そのこともしっかり念頭に置きながらこれ

から進めていかなければいけない、ということを指摘しておきたいと思います。

内容については、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

それでは、原則のところはインフラも含めて、こういうルールでまとめたいと思います。
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委員長

Ａ委員

委員長

それから次が、区有施設見直し５つの視点でございます。

これも同様に５つの視点を導き出すリード文を入れたいと思います。

「区有施設見直しの方向性としての大原則であるハコモノ３原則のもとに、見直し検討に

向けて目を向けるべき論点について、大きく５つの視点に整理し、以下に掲げます。」

という内容を加えたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

その後に、視点が１・２・３・４・５と続きます。

５つの視点の内容につきましては、前回、各委員からご発言をいただいた内容で確認をし

ておりますので、変更なしとします。

（「はい」の声あり）

以上が、５つの視点です。

続きまして、区有施設見直し実現のための８つの手法についてです。

ここもリード文を入れます。

「区有施設見直しに向けた５つの見直しの視点に立ち、見直しの実現を目指すための具体

的な方策について、以下に８つの手法として記載します。」

ということで、ここは方法論、戦術に関するものでして、基本的には前回までに議論した

ところですけれども、先ほどの内容で長寿命化についてはルール化をするということが入れ

られましたので、原案ですと計画的な保全、というのはあるのですが、それですと単独の計

画でも良いことになるので、全施設、インフラを含めた全体の長寿命化の理念なり、具体的

な考え方、チェックポイント・チェックリストなどをしっかり体系的に整理をして進めてい

くというようなご提案だと思いますので、そこは先ほどと同じようにそういう趣旨がしっか

り盛り込まれるように、手法２を少し補強したいと思います。

他に何か修正点、ございますでしょうか。

今の手法２の長寿命化等について、計画的な保全、建物の耐久性の調査を実施し、将来に

渡る費用対効果を検討しながら長寿命化を進める、としていますが、現時点の費用対効果だ

けでなく、将来に渡る費用対効果を検討しながら、ということで、ライフサイクルコストと

か全体を見渡した方が良いということを考えて、「将来に渡る」という言葉を追加したいと思

います。

それから、手法７で地域移管に関してですが、全ての区有施設を区で保有せず、地域団体

等に譲渡し、地域で維持・管理してもらう、としていましたが、この場合は維持も含んでだ

と思いますので、「維持・管理」という文言を追加したいと思います。

二点、ご提案がありました。

手法２については先ほどの論点ですが、ライフサイクルコストという名前を入れた方が分

かりやすいと思いますので、そういう用語を入れる形で修正を考えたいと思います。
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区 側

委員長

区 側

委員長

それから、手法７の地域移管に関しては、維持という言葉を入れるということで、そのと

おりだと思いますが、維持管理となると運営という言葉もさらに入ってくるような気がしま

すが、区で使っている管理という言葉は、運営を含んだ言葉として使いますか。

予算の持ち方もあり、分かれている場合、維持管理の費用と事業運営の費用と分かれてい

ますので、基本的には白書で載っているコストで申し上げれば、分かれています。

分かれているということは、運営に関してはそこまでの意味ではないということですね。

今までの議論はそこまでは考えていなかったのですが、運営と入れてしまうと別の意味にな

ってしまうということでしょうか。

ただ、例えば該当しているところについては、運営そのものを指定管理者制度や委託して

いるところもあるので、そういった意味で取り組んでいるものがあるのも事実です。

区有施設で行われている事業は、何らかの運営が行われているので、施設だけ移管を受け

て維持管理はするけれども、運営に関しては関与しない、というとあまり普通の状態ではな

いような気がします。運営までするようにも思えます。

運営というと、事業の予算があり、それに基づいて委託を受けることも含めて行われるこ

とを意味しますが、ここでは必ずしもそういうことではなく、区有施設を所有した地域が自

主的にそれを活用してさまざまな活動をすること自体は全く好ましいことなので、どんどん

やっていただければ良いことです。運営というのは区の事業として、直営するかあるいは委

託するかというようなニュアンスになるので、ちょっとそれは別の話だという整理をしまし

ょうか。それでは、維持・管理ということで、運営という言葉は入れないように工夫したい

と思います。

それでは、今、二点ご提案いただきましたけれども、そのような形で修正したいと思いま

す。その他に関しましては、特段ご意見がありませんでしたので、変更なしといたしたいと

思います。

それでは、区有施設見直し実現のための８つの手法に関しては以上のとおりであります。

次に、用途別施設のあり方です。

これにつきましても、冒頭にリード文を入れるということで、このような文章を考えてい

ます。

「以下に、用途別施設のあり方を記載します。各施設用途ごとに複数の方法を提示してい

ますが、これらのいずれかを選べば良いという意味ではありません。できるだけ効果の大き

い方法を優先的に検討するとともに、全体として予算不足を解消できない場合は、方法の抜

本的な見直しが必要となることは念頭に置いておく必要があります。」

この趣旨は、それぞれの用途に対して複数の選択肢が提示されていて、比較的簡単にでき

ることと簡単でないことと両方あって、簡単にできることを全部やれば恐らく予算不足はと

ても解消できないと思いますので、この中のどれかをやるということではなくて、全体とし

て予算不足をゼロにするのが目的なので、その目的を達成するためにさまざまな組み合わせ

があるということを念頭に置いて、各用途別施設のあり方を検討しましょう、そういう趣旨
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委員長

委員長

Ａ委員

委員長

であります。この内容でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

具体的な内容は、ここについても２６用途ごとに、各委員からご発言いただきました。こ

こついては、特段修正を要するというご意見はありませんでしたので、このままでいきたい

と思いますがよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

ありがとうございました。

それでは、必要な前回以降の個別の訂正に関しては、今確認したとおりですので、最終確

認を終えたということで整理したいと思います。

以上が本日の議題ですけれども、私たち委員の任期は、設置要綱に基づきまして、区長に

意見を報告した日までと定められています。本日の会議で、意見書の内容が、おおむねまと

まっておりますので、会議については、もともと本年１０月までの予定でしたので、本日を

もって、議論の場としての会議は終わりにしたいと思います。

今後につきましては、意見書を最終的に整理、取りまとめまして、区長へ直接提出したい

と考えております。

それでは、会議終了ということで、まず、副委員長の方から最後のご挨拶をお願いいたし

ます。

私共に、いろいろな資料を提供していただいて、目黒区の今後の方向性を真摯に検討させ

ていただきました。

必ずしも今までの区のやり方が良いとか悪いとかではなくて、今後の財政状況や人口動向

を踏まえると、こういう方向でなければ現実の区政運営ができないという形で、かなり厳し

い意見も言わせていただいたかもしれません。

今後、この方向を区としてどう考えていただけるかということになると思います。区だけ

でなく、住民の方とご一緒に、議会とご一緒に、今後の区の良い面を伸ばしながら、現実に

今後の財政状況等を考えると、やはりある一定の方向は示さなくてはいけないことになりま

すので、その辺、ご検討しながらお願いしたいと思います。長い間、ありがとうございまし

た。

それでは、私からも一言、申し上げたいと思います。

つたない進行でありましたけれども、各委員のご協力、あるいは事務局のご尽力のお陰で、

まとまったものが成果物として出てきたと思います。

私は千葉県のある市の市民ですけれども、目黒区の施設は恵まれているなというのが率直

な印象でありまして、全国で同じようなことをやっておりますけれども、非常に厳しい状況

にもっともっと普通の自治体はあるんだ、ということです。

なので、今までがこうだからということではなくて、やはり厳しい状況を前提として、今
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できることはこういうことだということをまず行政がしっかりと認識をして、区民にメッセ

ージを伝えていく必要があります。これは相当な覚悟が必要ですので、揺るがない確信で、

臨んでいただきたいなと思います。

それから区民の皆さまも、ご自分のことではなくて自分たちの子どもや孫の世代に、健全

な財政と健全な施設、インフラを残す、ということが今の世代の務めだと思います。そのた

めに何をすべきか、ということでお考えいただくと、意見書もすんなり読んでいただけるの

ではないかと思います。

意見書は紙です。紙ですので、これを実行して初めて価値が出てまいるわけです。なので、

私どもの役目は今日で終わりですけれども、事務局の方で、区長以下、一丸となって取り組

んでいただきたいと思います。

以上でございます。

それでは、私共の話は以上でございますので、事務局から何かございますでしょうか。

大変高い席から失礼いたします。

公式には今月末に区長へ意見書を提出していただく際に区長の方から御礼の挨拶を申し上

げますけれども、本日は具体的なご議論をいただく最後の会でございますので、一つの区切

りといたしまして事務局を代表して私の方から、一言、御礼の挨拶を述べさせていただきま

す。

まずもって根本祐二委員長、山本康友副委員長、それから本日ご欠席でございますけれど

も、藤村龍至委員、松村真理子委員におかれましては、昨年の１０月からちょうど一年にな

りますけれども、熱心にご論議いただきました。この間、本日までに１３回ということでご

ざいますけれども、ご論議だけでなく、実際に現場を見るんだ、という先生方の強い熱意を

受けまして、区内の公共施設のご視察もいただきました。現場主義ということのあらわれと

存じております。大変暑い最中ではありましたけれども、この間の取組に厚く感謝を申し上

げます。

と同時に、各委員におかれましては、会議において決して手を抜くことなく、事務局に対

しても激励をいただきましたことも御礼を申し上げたいと存じます。

端的にご教示いただいたこととして、一つは、財政難を理由に施設改修に手を抜けば施設

は朽ち果てる、もう一つは、施設を通常とおり改築していけば財政破綻になる、それから委

員長からお話がありましたけれども、少子高齢化が急速に進展していく中にあっては、区民

の施設利用も変わってくる、という時間軸を踏まえたご指摘もこれまでにいただいており、

大いに参考にさせていただきたいと思っております。

有識者会議の先生方からはそれぞれ専門的な分野から、さまざまなご意見、具体的には委

員長からは処方箋という言葉をいただいておりますけれども、私共といたしましては今月末

にいただく処方箋、すなわち意見書でございますけれども、これをいかに区として調剤をし

て、実行に移していくのか、ということが問われているものと認識をしております。

一方で、先生方のアドバイスもいただきながら、これまで区民の皆さまには施設白書の説

明や作成にあたりましてご意見もいただきましたし、各種の意見募集、説明会の開催ですと

か、施設利用者アンケートの実施方法、あるいは３，０００人の無作為抽出によるアンケー

ト調査についてもこの有識者会議でご議論いただきまして、アドバイスをいただき実施をさ
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せていただいたところでございます。これにつきましては、副委員長からもお話がありまし

たとおり、区民の皆さまのご理解とご協力を賜るという姿勢を堅持しつつ、一方で、区議会

のお話もありましたとおり、約２年間にわたりまして特別委員会が設置されまして、区議会

におかれましても調査研究をされておりますので、私共としましては、これからもさまざま

なご意見を賜りながら進めてまいりたいと考えております。

有識者会議の皆様からの意見書につきましては、今月末に予定どおり区長へご提出いただ

く運びとなりましたことに、改めまして深く感謝を申し上げるとともに、結びにあたりまし

て、先生方の益々のご健勝とご発展を心から念願いたしまして、御礼のご挨拶とさせていた

だきます。誠にありがとうございました。

それでは、以上で、全ての議題を終了いたします。事務局から何かありますか。

意見書の提出の日程につきましては、欠席の委員の方もいらっしゃいますので、また改め

て調整させていただいて、ご連絡いたします。以上でございます。

（３）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、以上で有識者会議の議題を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


