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会 議 録

名 称 第５回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成 25年２月 21日（木） 午前 10時から午前 11時 10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、担当職員

傍 聴 者 18名

配布資料

資料１ 目黒区施設白書（案）（平成 25年１月）
資料２ 目黒区施設白書（案）について

（平成 25年１月 25日 区有施設等調査特別委員会資料）

会議次第

１ 会議

（１）開会

（２）議題

目黒区の区有施設の現状等について

（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５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

よろしくお願いします。

それでは、第５回の有識者会議を開催いたします。

12名の方から傍聴の申請がありましたので、傍聴を許可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、許可いたします。

なお、以後は、申請があった時点で、その都度許可することにいたします。

それでは、ご案内ください。

（２）議題

目黒区の区有施設の現状等について

委員長

区 側

それでは、開会いたします。

議題（２）目黒区の区有施設の現状等について事務局からご説明をお願いします。

それでは、私からご説明させていただきます。

本日の資料は、資料１が「目黒区施設白書（案）」です。前回の会議では、まだ構成の案の

段階でしたが、内容を全部揃えた段階の案のところまでまとまりましたので、資料１として

白書の案を今日お出ししています。資料２は、先月、議会報告をした内容でございます。

資料２をご覧ください。まず、「目黒区施設白書（案）について」でございます。１で施設

白書の必要性を改めてご説明しています。区有施設の現状と課題について、区として明らか

にした上で今後の見直し方針の検討に向けての基礎資料として策定するものです。中段にご

ざいますように、維持管理経費や利用率、今後見込まれる改修・改築経費等の中身を踏まえ

て、今後の具体的な検討素材として、客観的なデータをまとめたものです。施設白書に基づ

き、今後、区民や議会に対し、区の取り組みをきちんとご説明をしながら進めて参ります。

施設白書は、「区有施設の現状と課題についての見える化」の手法でもあります。今後は、来

年度末、平成 26年３月策定予定の「区有施設見直し方針」に向け、この基礎資料をもとに具
体的な検討を進める旨、白書の必要性を書いております。

２以降は、白書の中身について別紙を付けて、主なところを抜粋してご説明しています。

３ページの別紙１は、施設白書の構成でございます。前回から大きく変わっておりません。
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第１章は、区有施設見直しの必要性と施設白書の位置づけの記載です。第２章は、目黒区

の人口の状況、財政状況等、区の概況の把握の部分です。第３章は、区の概況の把握を受け、

区が保有する資産の現況の全体的な総括の部分でございます。第４章は、今回、全部案とし

てお付けしていますが、区の施設を大きく 10のグループに分け、グループごとに評価、分析、
課題抽出をしている個別編に当たるところです。最後の第５章は、前回から変更しておりま

すが、現状把握を経て、見直し方針に向けての検討に向けた中身をまとめています。施設白

書は、このように５章立てになっています。

４ページでは、３として、区有施設の更新経費試算を新たにお出ししています。区で独自

に試算したもので、建設後 30 年での大規模改修、60 年での建替（改築）を原則として試算
したものでございます。平成 25年度から 10年間の建替（改築）と大規模改修の合計は 711
億円と試算されます。年平均は 71.1億円となります。グラフには、年度によって必要な経費
にバラツキがありますが、上の線は１年平均で更新にかかる 71.1億円の線でございます。一
方で、昨年度まで過去 10年間の投資的経費は 396億円という結果が出ております。年平均は
39.6億円で、グラフの下の線でございます。年平均で見ると、その差は 31.5億円となります。
本文では 33ページにございますが、以上が別紙２のご説明でございます。
５ページ、別紙３は、前回と変わっておりませんが、施設白書では以上の背景を踏まえた

上で、各施設のコスト情報、ストック情報を整理する方針であることの説明を本文から抜粋

して付けたものでございます。

６ページ、７ページについては、白書で新しく入れた建物総合評価の方法、五角形の５つ

の指標を使ったレーダーチャートにより、耐震安全性から維持管理に至るまでの各施設の課

題を評価したことに関する説明でございます。

建物総合評価結果は、７ページのとおり概ね４パターンに分け、耐震安全性や老朽化状況

に課題のあるものが最も課題が大きいとして一番優先し、それらの評価が低ければパターン

①に整理します。そこからは外れても、20年以上経過して、今後、老朽化がすぐに課題とな
る施設はパターン②、２番目の優先度として整理しております。老朽化については、まだし

ばらく猶予があっても、バリアフリー対応や環境対応といった施設の中身に課題があるもの

は１つ飛んでパターン④としております。基本的には、老朽化状況を主に評価し、優先性を

付けて整理をしております。中身は後でご説明いたします。

８ページから９ページは、今回、改めた第５章の説明です。８ページの６に挙げている区

有施設の課題は、本文 245 ページにございますように、先ほどの試算等も踏まえると、今の
施設をこのまま維持するには今後 10 年間でも多額の経費がかかる見込みであることについ
て整理をしています。

９ページは、それを受けた上で、今回の施設白書の発行後、庁内の会議、区有施設見直し

有識者会議での検討を踏まえ、区有施設見直し方針の策定に向けての手続きを図式化したも

のです。これは白書の第５章に整理している中身から抜粋した資料でございます。

資料については概ね以上でございますが、２ページに今後の予定がございます。目黒区の

予定等、日付が遡ったものもございますが、この中身を１月末に議会報告し、明日、修正し

た中身を改めて議会報告いたします。その上で、ここの中身と少し変わりますが、３月に最

終確認をして、きちんと白書として決定をとって製本し、その後、区民意見等を募集します。

今年 10 月には有識者会議からの具体的な見直し手法等の意見提出を受け、12 月をめどに区
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有施設見直し方針の素案として、中間のまとめを議会報告します。これは区の施策に関する

計画なので、パブリックコメントを実施いたします。そして、平成 26年３月に区としての区
有施設見直し方針を策定する予定です。大きなスケジュールは変更しておりません。

資料２については以上でございます。

次に、資料１の施設白書（案）の本文でございます。

３ページには、区有施設見直しの必要性を書いています。前段の中身として、「○」の２つ

目にございますように、今年度末の見込みで、目黒区が保有する建物は、建物ごとに数える

と 175になりました。データ集の時点では 177ございましたが、年度が２年、変わった間に
変動があり、現在の建物数は 175 となっています。また、複合施設の中に入っている個々の
用途も含め、全ての用途を数えると 317となります。これをこの白書の中で分析しています。
年間維持管理経費が約 200 億円に達し、今後 10年間で 711 億円の更新経費が必要になる

ことについても、先ほどのご説明のとおり記載しております。

33ページには、10年間の更新経費試算を載せています。
34ページ、35ページには、国のソフト、総務省のホームページにございます試算ソフトに

よる今後 40年間の更新経費の概算を載せています。35ページに、平成 64年度までの目黒区
の状況のグラフを載せています。この概算でも、最初の 10年は 80億円程度の更新費用がか
かります。概ね区の試算と近くなっています。ここに、かなり大きな山があり、さらにその

先は、区ではそこまでの詳細を出せませんが、平成 35年度から平成 44年度までの 11年目か
ら 20年目も年平均更新費用 63億円という数字が出ており、山がなかなか減らない状況です。
さらに、その先５年ほどは、山がまだ残っています。40 年間の平均は 57 億円ほどでござい
ますが、区の直近 10年間の投資的経費平均 39.6億円と比較すると、この山について平成 25
年度以降の 40年の期間で、例えば長寿命化をして、ならしたとしても、かなり不足が生じる
事態が推測されます。この問題について、グラフの山を見ながら、今後、考えていきたいと

思い掲載しました。

42ページで用途別の 317についての分類のグループ分けを一覧表にし、その後、グループ
ごとに分析を行っております。

例えば、庁舎等のグループは、45ページの施設一覧から始まり、47ページで先ほどご説明
したレーダーチャートを左上の老朽化から順番に整理をしております。48ページ以降では、
各施設の客観的なデータについて、利用状況等を施設ごとに比較できるようにグラフにして

います。そして、55ページ以降で、グループごとに評価・分析をしています。55ページには、
受付・交付件数やトータルコスト等の年度ごとの推移を入れています。56ページでは、行政
窓口サービスのまとめとして、年間利用件数の施設ごとの違い、運営人員とトータルコスト

の違いを示しています。そして、57ページで窓口サービス１件当たりのコストをグラフ化し、
施設ごとに比較対照できるような作りにしています。

他のグループについても同様に分析しております。

245ページからの第５章は、先ほどの資料２と同じでございます。
最後に、他の自治体の白書を参考にして用語集を付けております。

以上のように、第４章で、区の 317の用途別にわたる施設について、10グループ分けをし
て全体の中身を整えましたので、今日ご報告をした上で、この中身等について白書全体を踏

まえて、ご意見をいただきたいと思っております。
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委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

私からの説明は以上でございます。

ありがとうございました。

それでは、ご議論をいただきます。

議会との関係では、これから、どのようなスケジュールになりますか。

議会からも改めて２月の上旬までに意見をいただいております。その上で、今日の有識者

会議からのご意見も踏まえ、全体のデータを直したものを、明日、議会運営委員会に報告し、

来週の 28日に区有施設等調査特別委員会にご報告して、その際に、議会からのご要望を受け
て直したところをご説明し、案として決定する見込みでございます。

どのような点をどのように直すことになるのですか。

文言とか数値の修正もございますが、大きなところとしては、例えばレーダーチャートで

は、スロープの有無を先にお配りした区有施設基礎データ集に施設ごとに全部データとして

記載し、それをもとに評価をしておりますが、スロープの有無は単純に有無だけで今は数値

的に評価しており、なければ低くなり、あれば満点となります。しかし、傾斜がなければ、

そもそも設置する必要はないので、そのような視点から、全ての施設について少し細かく現

状を踏まえて評価をし直しました。

また、42ページに一覧表で大括りの施設の種類分けをしていますが、317に分けた細かい
施設のページ分けをしていなかったので、だいぶ前に議会からご意見をいただいていたため、

６、７ページの一覧表を差し込んでいます。これらが大きなところで、具体的な数字や作り

の修正をしております。

第３章までの総論部分については了承という認識でいいのですね。ここを変えるという話

はございませんね。

文言の整理等のみです。

委員の皆さんからもご意見をもちろんお伺いしますが、「はじめに」のようなものが必要だ

と思います。第１章の書き方には危機感がありません。笹子トンネルの事故のほか、先々週

には、浜松市で橋が落ち、ケガ人が出る事故がありました。インフラが危ないと言われてい

ますが、公共施設もまったく同じです。これからどうやって区民の命の安全を守るかを考え

るのが行政であり、議会であり、その責任においてこういうものを作って、まずハコについ

て検証していこうということでしょう。フローやストックの利用状況、費用状況の話がすぐ

出てくるのですが、まず、なぜ、これをやっているか、今この時点で考えると、区民の命を

守るということを最優先にして考えると、このままでは全部は守れないですよね。そこで、

優先順位を付け、絶対に守るべきところはしっかり守るものの、そうでないところはつくら

ないようにしないと全部が守れないというメッセージを強く出しているはずなのですが、こ

の白書（案）では、そのことが分かりません。行政の淡々とした文章で、営繕課の仕事みた
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区 側

委員長

Ａ委員

区 側

Ａ委員

Ｃ委員

いな感じです。区の経営そのものに関わることなので、その辺のところについて「はじめに」

を付けて記載した方がよいと思います。

最終的に区として決定をして、製本する段階で巻頭言を付けます。区長の巻頭言を付ける

予定です。その中に、委員長がおっしゃられた内容について、区長のメッセージとして打ち

出していく考えです。

議会にも、そのようなご説明をされていますか。問題意識が共有されていれば、テクニカ

ルな質問をしている場合ではないと分かると思います。少しのんきにやり過ぎているように

強く感じます。

問題意識の共有は何らかの形で図っていくとした上で、中身の議論に入りたいと思います。

最終目標が、区政全般の経営に関わる、区民の命を守るという大きな話だということを念頭

に置いた場合、このような整理でよいでしょうか。

33ページの更新経費の試算では、単純に 30年で大規模改修して 60年で改築するとされて
います。41ページの建物総合評価結果のパターン分類においては、パターン①だと耐震安全
性と老朽化状況に対応が必要であるなど、≪優先１≫から≪優先４≫までに分類されていま

す。この優先度合いは、更新経費の試算にどのくらい反映されているのでしょうか。例えば

≪優先１≫と≪優先２≫はかなり優先しなければならず、その分は早めに手を打たないとい

けないとなると、もっとお金がかかるのではないでしょうか。そこまでは出していませんか。

33 ページの試算では、優先順位までは付けていません。機械的に 30 年で大規模改修して
60年で改築するという前提で試算しています。

「今後老朽化」というのは少し遅れてもいいでしょうし、「バリアフリー・環境対応」も優

先といえば優先なのですが施策の判断でしょう。しかし、先ほど委員長が言われたように、

老朽化とか安全性に関しては真っ先に対応しなければならないとなりません。今は、第４章

での分析が更新経費に反映されていません。それは反映せざるを得ないと思います。

それと、今回は公共施設に関する検討ですが、これ以外に、前々から出ているインフラや

プラント関係にどのくらいの更新費用が今後かかるかによって、本当に直近 10年のお金が使
えるのかどうかと、あと、もう１点は、今後の人口構成を見ると、それほど人口は減りませ

んが高齢者は増加し、扶助費関係が急速に増えることを考えると、本当にこの 10年間平均の
約 40億円を使えるかどうか、場合によっては、もっと乖離が出るのではないかということも
将来的には本当に考えなければいけません。そうすると、もっと施設に関しては色々なこと

を考えなければいけないと思います。機械的に 30年で大規模改修して 60年で改築するとい
う前提で試算するのも仕方ないと思いますが、せっかく第４章を出す以上は、それらのこと

も反映しないと難しいと思います。

白書と、今、委員長がおっしゃった、命を守るなどの方針の出し方の役割分担の整理につ

いておうかがいします。本日のお話をお聞きして、施設白書は淡々とデータをまとめ上げて、
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区 側

Ｃ委員

区 側

委員長

区 側

委員長

情報を提供するという役割を第一目標として構成されていると思いました。しかし、昨今の

ニュースや、色々な出来事を考えると、命を守ることや、区民の安全を最優先とする風潮や

流れがあると思います。もともと白書は財政的な面に着目して構成されています。目黒区の

財政を守ることと、区民の命、安全を守るなど、色々な目標があると思うのですが、それら

の棲み分けの方向性を、この白書の中で出すのか、あるいは、白書では客観的なデータをま

とめ、後の方向性はどこかの場で話し合うなど、今後の流れはどのような感じでしょうか。

白書は、ご指摘のとおり、この取り組みを始めるにあたって、区の施設をこのまま今後ず

っと維持していくと一体どうなるかを考えました。年間 200億円を超える維持管理費がかか
っている状況です。区民サービスについて、ほかの必要なもの、建物を守ることだけが区民

の生命・財産を守ることではありませんので、区全体のサービスを見た中で、施設だけにこ

こまでお金をかけられるか、かけていけるのか、という面で、まず、区民サービスという観

点も含めて経費的な課題を主として抽出しています。その上で、今お話しのとおり、今後、

どのように対応していくかは、委員長の最初のお話し、今のＣ委員のお話しも含めて、方向

性を考える中で、区全体のサービスとのバランス、区民の生命・財産、区民サービスを守っ

ていく視点で、Ａ委員が言われたような、さらに必要なデータも収集しながら考えていく予

定です。

流れはそのように理解していたのですが、具体的に、どこに重点を置くか、何を第一の目

標にするかといった議論は、例えば、議会で話し合われるのか、それとも、この有識者会議

である程度の方向性を出すのか、具体的にどの場で話される予定なのでしょうか。

具体的な区の見直し方針そのものは、区として定めていかなければならない政策的な計画、

方針です。ただ、施設全体を見直しながら区民サービス全部を見るのは我々も初めなので、

節目では中身をご報告します。議会には、ご意見をいただきながら進めていきます。有識者

会議でも、それぞれの専門的な見地から、手法、具体的な見直しについて、どこからスター

トする、あるいは、どのような視点でスタートするかのご意見をいただきたいと考えており

ます。決めていくのは区でございますが、一番大事なご意見をお伺いするところという位置

づけで考えております。

最後の話は第５章に盛り込まれるのですか。

そうですね。

「平成 26年３月を目途に」と書いてありますが、今のところメニュー出しになっています。
様々な選択肢を組み合わせながら対応しますということになっています。全体の議論を少し

各論の前に整理をしておくと、物理的な危機に対する対応と、財政的な危機の両立が非常に

厳しい状況であるという認識がまずあります。そのことを前提として、そのような危機の一

つの原因である施設・インフラデータの欠如をまず問題として捉え、データを整理していく

のが今年の役割ですね。
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そうすると、当然、Ａ委員がおっしゃるような、インフラはどうなっているか、あるいは、

他の財政支出の将来像はどうするかについて来年度に付加しなければいけません。また、そ

もそも論として、施設の見直し方針の手前に、公共サービスとは何かを考える必要がありま

す。施設白書では、耐震安全性、老朽化状況、利用状況が判断基準になっていますが、そも

そも区のサービスとして行う必要がなければ、いくら新しくてもやる必要はないので、サー

ビスの仕分けの議論の後に、区がやるべきもの、区がやるべきではあるが施設は必ずしも必

要なく施設なしでもできる、施設は要るけれども単独施設である必要はなく複合化が可能と

いうように分かれていくと思います。その作業が、この中には入っていません。施設が本当

に必要か立ち返って考えないと、そもそもの問いに答えられないので、その作業をしっかり

来年度やるのでしょう。

そうすると、見直しの進め方の書き方が少し違っていて、恐らく行革のような議論が別の

場でなされているのであれば、その場にこの情報がフィードバックされて、従来以上に厳し

く査定するプロセスがあります。必要なものは、たとえコストがかかってもやらなければい

けないかもしれませんし、逆に、非常に効率がよくても、やる必要がなければやめないとい

けないでしょう。この白書は施設側から書かれているので、施設側からだけの視点になって

います。そこの書きぶりは、今からは変えられないかもしれませんが、来年度につなげるた

めに、第５章に少し加筆した方がよいと思います。

これは次年度以降の課題の一つかもしれませんが、今は個別に施設ごとの評価をされてい

て、耐震安全性と老朽化状況を中心に評価されています。委員長も少しおっしゃいましたが、

どのように必要な機能を見直すかを考える際に、生活空間から見て、地域の生活空間をどう

再構成するかという視点で今後は考えていく必要があると思います。目黒区の場合は住区と

いう構成がすごく強く、今は住区の中にワンセットすべて揃っていますが、場合によっては

住区ごとにシェアしていく機能もあってもいいのではないでしょうか。あるいは、この機能

は住区の中に必ず１つなければいけないという全体の配置のコンセプトが見直される必要が

あるでしょう。個別に評価をすると、個別に対策をしていくため、それらを積み上げると、

結局、膨大な費用が必要になってしまうので、区の施設配置のコンセプトを生活空間の面か

ら考え、特に目黒区の強い配置のコンセプトである住区の中に施設が配置されている現状か

ら、どのように住区単位に見直していくか、機能単位ではなく住区単位で見直すことも考え

ていく必要があるのではないでしょうか。区民の皆さんには、生活の実情に合わせながら区

有施設を見直すコンセプトの方が、より明確に伝わると思います。

何か反映できますか。見直し方針の原則のような話でしょうか。

第５章の「区有施設見直しの進め方」で、一つのイメージ、指針として、このような考え

方も今後検討していくと入れていただければと思います。

最終的に、来年度中を目指しておりますが、区有施設見直し方針を策定します。見直し方

針は、どのようなものにするか、今、検討を始めた段階です。最終的には、公共施設をどの

ように再配置するかが見直し方針の後に出てくるというイメージを持っていますので、再配
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置計画の考え方を見直し方針の中に入れるか入れないかは、これからの検討課題と考えてお

ります。必要だということは認識しております。

今の段階で出しておかないと、見直しの方向性の後に、いきなり具体的な話になっている

感じがします。他の例では、新規投資はしない、案件は必ず事前協議する、というような包

括的な原則があります。目黒区の特徴が住区にあるのであれば、まちづくり的な原則として、

住区単位で機能を振り分ける考え方は当然あるべきです。そのような考え方をどこかで入れ

ていくことについて、キーワードとして入っている方がよいと思います。

私どもの考え方は、あくまでも施設白書では、客観的な現状と課題、事実だけを載せ、見

直し方針を検討する基礎的な資料として考えています。

16ページの区有施設の見直しの方向性は、行革計画を抜粋したものです。施設整備の優先
性の検証や統廃合、改築・改修経費の圧縮と施設の長寿命化等々、②から⑦までです。この

ような方向性のアドバルーンは揚げています。しかし、ここにはまだ理念的なものがござい

ませんので、見直し方針の中で、人口動態、財政状況、施設の設置目的を踏まえた上で見直

し方針を作っていこうと考えております。従って、この白書の中では、これを超えるものを

打ち出すことは考えていません。

むしろ、巻頭言の書き方かもしれません。視線を高くしておかないと各論の話になってし

まいます。何のためにやっているか、常に忘れないようにするために、しっかり書いてある

必要があります。場合によっては、後ろに少し書くよりは、巻頭言に書いた方がいいでしょ

う。そのようなところに、高い目線で物を考えたいと書くのでしょうか。

各論を見ると、白書としては定番の情報が入っていますね。分析をして何か、絶対的にお

金がかかりすぎている、あるいは古いなど、他の自治体と比べてどうかの自己評価はありま

すか。

まだ目黒区の中身としてまとめた段階で、この白書に他区の状況は入れていませんが、そ

のことについて、議会からも、ご意見をいただいています。今後の具体的な論議の中では、

他の区との比較や、他の区の取り組みの情報収集もしないといけないと思っています。次の

段階では、他区の情報も収集していきたいと思っています。

お金があまりかかっていないという印象はありません。他自治体並みか、あるいは少しコ

スト的に効率が悪いと思います。税金が多く投入されている感じがします。コストと受益者

負担率の幅をしっかり比較して下さい。他と比べて、よければいいわけではありません。足

りないものは足りないのでしょうが、そのようなものも見ながら、次につなげていく必要が

あります。

各論については、いかがでしょうか。

稼働率は、今回はこのくらいしかできないでしょうが、実際には、どのような方が、どの

くらい使っているかの偏在率が気になります。偏在率が分かると、稼働率は非常によくても、
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ある限られた方だけが使うので本当にいいのかの見直しにつながります。もう少し、その辺

りの詳しいことが分かればよいのですが、そこまでは分からなくても仕方ないでしょう。

コストは、施設にかかっているのか、事業運営にかかっているのか一応書いてありますの

で、他と比較してどうか、１㎡当たり幾らかなどが分かってくると、客観的に色々なことを

考えられると思います。

何かありますか。

現在、区として利用者状況を把握しているのは、団体にしても、個人にしても、延べ件数

です。統計上も延べ件数でずっとやってきました。このことについては議会からもご意見を

いただいているので、実利用数の把握等も課題であるという認識は持っております。コスト

については、おっしゃるとおり、今の時点では、施設にかかるコストは全部まとめています

ので、詳細についてはさらに分析が必要になりますが、大括りの経費ごとの金額は計算表に

入れてありますので、それをもとに分析を行うことは可能です。

目黒区から見た現状の把握は白書に盛り込まれていると思いますが、利用する側からの意

見について、例えばアンケートをとる、無作為に区民に何か意見を求めるなど、区民、利用

者側からの意見を反映する機会として、最終的な段階でのパブリックコメントのは組み入れ

られていますが、何か他の機会はあるでしょうか。

若干予定が遅れたこともあり、まず、区民の皆さまからご意見を聞くに当たっても、この

白書ができ上がらないと実際ご意見が聞けないという考え方で、白書の作成を進めてきまし

た。今後、区としての方針を定めるに当たっては、おっしゃるように、手続き上のパブリッ

クコメントも定まっておりますし、また改めて区民の皆さまのご意見は、具体的な見直しを

どのように進めるかの中で、どのように聞くかも含めて検討しており、今後の課題として認

識しています。

３月に区民意見の募集と書いてあるのは何ですか。

白書を公表して、施設の課題、白書に対する区民意見を募集いたします。

広報紙に「意見があったら出してください」と呼びかけるのでしょうか。

はい。広報紙それからホームページも活用します。今、区有施設基礎データ集を出先の施

設で閲覧できるようにしていますが、同じように白書も主な施設には備え、また、ホームペ

ージに公表して、区民意見を募集してまいります。

ちょっとこれは先の話、議題として最後の話なのですが、しっかりと広く区民の意見を募

集するということですね。まさに生命の安全と健全な財政を子どもたちに残していくにはど

うすればよいかということなので、特定の施設の利用者の意見を募集するのとは全く次元が
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違います。多くの自治体は、無作為抽出のアンケートをしっかりとっています。全く違う答

えが返ってきますので、幅広く、しっかり意見をとるべきだと思います。そのようなプロセ

スもどこかで入れた方がよいと思います。３月以降の有識者会議の検討と並行して実施する

という感じでしょうか。予算は、ありますか。

予算審議の話になってしまいますと、議会は、まだやっていないので申し上げにくいとこ

ろがあります。

予算にちゃんと入れてあるかという話しです。これは非常に重要で、負担者がどう考えて

いるのか、しっかり聞くようにしないといけません。手法はかなり開発されてきていて、概

ね正当な、標準的な答えが返ってくるようになっています。ただ、それには手間もお金も多

少かかりますので、しっかりやっておいて下さい。白書がなければできないというのはその

とおりでしょう。ただ、このままやるわけにはいかないので、10 ページから 20 ページくら
いの要約版をしっかり作る必要があります。他の例では、20ページくらいのかなり技術的な
紙を付けても、しっかり読んでくれています。非常にしっかり読み、答えを出してくれます。

そのような方法が世の中に定着しつつあります。近くでは、北区が、この間やっています。

色々な自治体のアンケートも含めて、調査・研究しておりますので、実態は十分に認識し

ております。

いかがでしょうか。

しっかりした無作為アンケートも必要ですし、さいたま市は、分かりやすく漫画で描いた

ものを用意しています。ビジュアル的に分かる形にして、区民の方にかなり見ていただかな

いと意味がありません。しっかり色々な方の意見をとるには無作為アンケートが有効ですが、

両方やっておいた方がいいと思います。さすがに、この白書をポンと出されても読まないと

思います。

第３回の有識者会議の時に少しお話しさせていただきましたが、鶴ヶ島市でやった事例で

は、具体的に施設数を幾つにした時にオプションを示しました。例えば、34 施設を 11 施設
にした場合、34施設を 15施設にした場合、34施設を 20施設にした場合と幾つかケースス
タディをして、それぞれ、これだけ費用が削減できますとシミュレーションしたものを見せ

て説明しました。漫画にするのも非常に大事ですが、数字にする、地図に表すなど視覚化す

ると、皆さんが考えるきっかけになった経験がありました。

何か質問はありますか。

色々な手法等のご意見をいただきましたので、今後の参考にさせていただきます。

目黒区を対象にした時に、オプションないし選択肢のパターンは何か想定できますか。
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恐らく、一番面積が大きいものから考えると、これだけ面積を減らせますという数字はす

ぐに出ると思うので、具体的に学校施設や、住区と施設の関係を幾つか示すことはできると

思います。

基本的な方向性として、学校施設を中核とした多機能化が絶対の柱としてあって、それに

代わるオプションはあまり想定できないので、学校を中核とした多機能化の多機能に含めて

いく機能の濃淡をどのように付けていくか、でしょうか。

住区単位で必要なものもあれば、３つの住区で共有できるものもあるでしょうし、あるい

は、民間が持っている施設を借りるようにするものもあるでしょう。そのようなパターン分

けができます。しかし、恐らく、見直しの具体的な議論が進まないと、そこまで想定できな

いでしょう。とりあえず、無作為抽出アンケートや漫画は、少し概念的にやるのでしょう。

他都市のアンケートでは、現状を維持しないといけないという選択肢ももちろんあります

が、受益者負担の引き上げや民間委託などの選択肢を複数並べて、複数回答可で「○」をし

てもらう感じです。そうすると、年齢等によって答えがすごく変わりますので、直接聞くよ

りも、より正確に分かります。その辺は十分に工夫をしてください。

今後の方針は区が考え、私たちはそれに適宜お話しをして、区民の意見もとるのですが、

我孫子市は、NPO法人や事業者の方に、このような形であれば、このような提案ができる、
という提案制度を取り入れています。行政内部では考えられない、NPO法人ならではの考え
方や民間事業者の考え方、住民団体の方の考え方など、色々なものが出てくるので、そのよ

うな機会も、別途でもいいですが、作っておいた方がよいと思います。行政内部だけで考え

ると、行政内部の考え方になってしまう可能性があります。もう少し違う考え方もあると思

うので、そのような機会を設けてもいいと思います。

そうですね。公民連携提案制度も次の段階で考えるのは当然です。我孫子市と、さいたま

市では、ある意味すばらしいアイディアが出てきて、行政が実際に導入して、大喜びしてい

ます。企業が提案することが多いですが、市民団体が提案することも当然あって、市民団体

側も、単純に行政の委託を、お金が出てくるのを待つという姿勢ではなく、自らが本来の公

共サービスの提供者としての自覚を持つ効果もあるので、恐らく、今まで区が掲げてきた協

働の精神が、より透明に出てくると思います。ありとあらゆることを考えないと、これは解

決できません。複合的な症状なので、何か薬を一つ飲めば済むわけではありません。

事務局の方で、しっかり検討して欲しいことはありますか。

この１時間で色々、貴重なご意見をたくさんいただきましたので、今後、今年の４月以降

に具体的な検討に入っていく際に、生かせるものは生かして参ります。

711 億円と 396 億円の試算については、前回もご指摘いただいたように、５年刻みで切っ
てみたらどうか、15年刻みで切ったらどうか、シミュレーションを幾つかやってみたいと思
っています。これだけではなくて、もう少し分析したいと思います。

シミュレーションの全体的なことはできているので、後は感度分析をもう少しやればよい
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でしょう。長寿命化、公民連携などの対策を入れた時に、どのくらい全体の費用、不足率が

解消していくかを見ていくことになります。これは、区のオリジナル・ソフトでやるのでし

ょうか。区のオリジナル・ソフトは、収入も変数で入るようになっていますか。

10年間しかできません。例えば、35年で大規模改修して 70年持たせる、40年で大規模改
修して 80年持たせるという試算には、国のソフトを使うという考え方です。
その細かな話で、一つご教示いただきたいのは、長寿命化のために単価を変えていかなけ

ればいけないと思っても、その単価をどのように設定すればよいかで止まってしまい、なか

なかシミュレーションをできずにいます。同じ単価で、ただ年数だけ変えても、それは実情

とは合わないと思っており、その辺で、今、止まっています。まだ結論が出せないのは、そ

ういったことも影響しています。

総務省ソフトの標準ではダメですか。

３月の新しいバージョンは送られて来ましたか。

12月版が来ております。

どこから来ていますか。総務省からですか。

自治総合センターから来ています。

あまり議事の中でやるような話ではないですが、今、同じように総務省の外郭団体の地域

総合整備財団がバージョンアップ版を作っています。それが３月に送られることになってい

るはずです。

３月ですか。そうすると、まだです。

来たというのは、ちょっと前の話ですか。

そうです。

それのバージョンアップ版が、もうじき出ます。ご指摘のとおり、大規模修繕を入れてい

くのが非常に分かりにくいので、全部、予め簡単に入れられるようになっていて、単価は変

えられますが、標準単価が全部入っています。元々のソフトは、確か建築物の耐用年数は 60
年でしたが、今度は 75年で実態により合わせています。その代わり、改修は大規模修繕と中
規模修繕を入れる構造になっているので、来年はそれを使った方がいいと思います。もうホ

ームページにアップされています。

多分、今の単価の話は、今のソフトでいいと思います。将来的な単価推計までは現実的に

無理だと思うので、今のそのソフトでいいと思います。
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区 側

委員長

Ａ委員

区 側

委員長

長寿命化を前提にすると、経費の山は当然、先へ行きますが、40年だったものが、例えば
45 年とか 50 年に延びて、シミュレーション上は先送りになるだけではないかと悩んでいま
す。

そうです。先送りになって、ライフサイクルコストが増えるのです。今は改修の技術が未

成熟で、新設の市場の方が大きく、新設の単価は割安で、改修は割高なので、それを反映し

てトータル費用は高くなります。しかし、平準化の効果があるため、原則は総務省のソフト

のデフォルトで試算することとしています。そうなると、トータル費用が大きくなります。

それは仕方ありません。ただ、その差が、今回の版だと、かなり縮小したはずです。

恐らく、従来は 30年とか 35年で建替えをしたり、完全にスケルトン改修したりしていま
したが、財政的に厳しいので、現実的に 40年とか 45年を超えて大規模改修をしたり、30年
で対応しているところもあるものの、基本的に建替えをするにしても否応なく長寿命化して

います。50 年くらいまで持たせたり、それを、今は 75 年にしようとしているので、特にそ
のことに関しては、先延ばしになるかもしれませんが、その間の修繕がかかるから、それは

やむを得ないと思います。

秦野市は、確か 40 年計画、第１期、第２期、第３期、第４期、40 年計画を立てたと記憶
していますが、そのような手法に、どのような利点があるかまでは研究が行き届いておりま

せん。

利点というよりも、先々発生する需要をしっかり取り込んで、当面を切り抜けています。

目黒区の場合は 10年が厳しいのですが、秦野市のように中心部から外れているところは公共
施設がさほど老朽化していないので、10年間くらいは割と楽なのです。楽なうちに従来型の
パターンで色々なものを作ったり建て替えたりしていると、次の 10年からものすごく厳しく
なるので、先んじて対応しようとしています。

目黒区の場合は、短期的な 10 年、20 年だけを見ていても、解決の処方箋はそんなには間
違わないでしょうが、先送りした分がどこに溜まるのか、ちゃんと見ておかないといけませ

ん。40 年、50 年のオーダーで見る必要があるのですが、今までなされていなかったので、
今、このような状況になっています。ここでしっかり見てあげないと、子供たちがものすご

く困ることになります。

総務省のソフトは、今のところ、自治体の任意の利用ということになっていますが、議論

としては、健全化法の判断比率に将来的に入ってくる可能性は念頭に置いておいた方が良い

です。今は判断比率に入っていないので、老朽化していても健全になってしまうのです。そ

れはある意味で誤解を招くので、血圧だけ測定しても腫瘍が分からないと、よく言っていま

す。腫瘍なのかどうかは、専門的な検査を行わないといけないでしょう。その検査が総務省

ソフトなので、それではっきり分ければ、それは健全でないという診断がしっかりできます。

そうすると、国からの方針として、サービスを切り下げるとか、そういう強制的な手段がか

かってくる可能性があります。外から圧力をかけられて、涙ながらに切っていく、ある意味
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みっともないことをしないように、しっかりと自分たちで自立してマネジメントしていくと

いう、今がそのタイミングです。そのような事情もあるので、総務省のソフトを使っておい

た方がよいと思います。

他にはないでしょうか。細かな点も出していただきましたが、最後の取りまとめで修正が

加えられるのは巻頭言のところだということなので、そこにできるだけ、少し問題を大きく

捉えて入れておくということだと思います。今までお気づきになった点で、もし言い残すこ

とがございましたらお願いします。

事務局も、いいですか。

（３）次回会議の日程及び内容について

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

今後の日程はいかがでしょうか。

まず、次回は、３月 19日、火曜日の午後３時から、また場所はここの教育委員会室を予定
しています。その時点では白書が完成している見込みですので、それを題材にして、また改

めて、今日いただいたご意見等も踏まえながら、例えば情報収集にしても、そこまでに可能

なものはまた検討させていただいて、またご議論いただきたいと思っております。

この会は、任期はいつまでですか。

任期は、ご意見をいただくまでになっていまして、今のスケジュールでは、２ページにあ

りますように今年の 10月頃を予定しています。

分かりました。では、年度明けのスケジュールも、追って調整があるでしょうけれど、大

体、何月くらいになりますか。

また改めて、４月に向けて予定をお伺いします。

４月ということになりますか。

３月の次は４月を考えております。

大体、新年度に入っても月１回くらいのペースですか。

その予定でございます。まだ途中かもしれませんが、白書に対する意見募集について、ご

報告できるタイミングあたりを考えて、またその先の話につながると思いますので、４月に

予定したいと思っています。

分かりました。４月の会議が重要だと思います。これはこれでいいですが、これを踏まえ

てどうするのかとの間が空いています。最終的な到達目標と、それに向けた間をどうやって
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半年の間に埋めていくのかしっかりと作業していただきたいと思います。

進め方について、何かご意見はございますか。

（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


