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会 議 録

名 称 第６回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成 25年３月 19日（火） 午後３時から午後４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 10名

配布資料

資料１ 北区 公共施設再配置に関する方針検討会報告書（最終提言）

（平成 25年 1月）
資料２ 習志野市 公共施設再生に向けたシンポジウム（開催報告）

（平成 23年 11月）

会議次第

１ 会議

（１）開会

（２）議題

他の自治体の事例等について

（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６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、６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、許可いたしますので、入場をお願いいたします。

今後傍聴の申請があった場合は、その都度許可いたします。

（２）議題

他の自治体の事例等について

委員長

区 側

委員長

それでは、議題に入ります。本日は、有識者会議の今後の進め方等について、他自治体の

事例をご紹介いたします。

資料１と２は、いずれも私が今まで会議をしていた自治体の事例でございます。これを先

にご説明をして、あとから、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。

事務局、何かありますか。

本日の議題に予定しておりました施設白書は現在、印刷中なので、印刷が仕上がったとこ

ろで速やかに配布することとし、今日の議題からは外させていただきます。申し訳ございま

せん。

それでは、今日の議題は、他の自治体の事例ですので、私からご説明します。

資料１は、東京都北区の公共施設の再配置方針検討会に関するものです。特別区の中でこ

れらの検討を行っている区は他にもありますが、私自身が関与しており、また、目黒区の１

年くらい先んじて進めているので、先行例としてご参考にしていただけると思います。

第一章が現況です。これは白書の取りまとめで、将来コスト試算では、本区同様に非常に

大変であることが書かれています。

第二章は方策です。17ページでは、基本的には量が多いという大きな認識がありますので、
総量を抑制するために用途転換、既存の施設は単純には廃止できないので、用途転換をして、
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必要な用途の施設を作らなくて済むようにしていくとしています。

学校等に関しては、集約化・複合化を図ります。この会でも議論しているように、北区は

比較的学校の統廃合をスムーズに進めている自治体で、今までも新しい学校にそれなりの機

能を合わせてきましたが、今後は、明確に集約化・複合化を意識して進めていきます。

また、学校も含めて、統廃合・廃止も検討します。その際には、ニーズとの整合性等々を

検証します。廃止施設は、売却、貸付をして財源を確保することとしています。

方法論としては、区民・民間事業者との協働を掲げております。①は庁内体制の話です。

ここには具体的に書いてありませんが、専任の担当部署を作る、あるいは全区的に、都市整

備や教育委員会なども含めて横断的に検討をする意思決定の仕組みを作ります。

具体化していく上では、PFI等 PPP手法のような民間の知恵や力を使えるような手法を活
用すると書いてあります。

18ページは総量の削減目標です。今後 20年間で施設総量の 15％程度の削減が必要である
とし、削減目標の具体的な中身を第四章、56ページ以降に記載しています。第三章に用途別
の方針があり、総量の削減については 56ページ以降に出ています。
全体の考え方としては、今後、公共施設の新築なり、改築なり、長寿命化に割ける財源を

仮置きして、その範囲内で他の方策をとった場合、幾らくらい施設の削減が必要になるかを

計算しています。61、62 ページは北区独自のマクロ的に推計する方法です。例えば、61 ペ
ージでは、公共施設の整備に割ける財源である投資的経費を 60億円、毎年確保できるとした
場合にどうなるかを示したものです。横軸が公共施設の削減率で、縦軸が必要な投資的経費

になります。60億円は常に確保されます。土地売却による財源がその上にあります。公共施
設を全く削減しなければ土地の売却はできないので、この場合はゼロですが、削減していけ

ば土地が売れるので、それを財源として使えます。当然、削減率が高ければ高いほど土地売

却による財源は多くなる右肩上がりの線になります。実際には、施設は、なだらかには上が

らずに階段状で上がっていくのですが、その辺は捨象して、単純に右肩上がりの線を想定し

た場合の線を示しています。

それから、公共施設を削減すると、当然、施設にかかる維持管理費が要らなくなりますの

で、その上に、もう一本右肩上がりの直線が描かれています。

さらに、施設を削減すると事業費も要らなくなります。実は、事業費の中には人件費とそ

れ以外がありますが、その辺はあまり細かく見ず、事業費を単純に外しています。

公共施設削減率が高ければ高いほど、土地売却を含む財源の捻出が可能になっていくこと

を、この右肩上がりの線で示しています。

一方、右肩下がりの線は、公共施設の削減率に対して必要となる投資的経費です。削減を

多くすれば投資的経費は少なくて済むので、右肩下がりになります。

これらのクロスした部分が、公共施設の削減後に必要な投資的経費と公共施設削減率で、

投資的経費が 60億円ある、比較的、調達財源が潤沢にとれる場合の公共施設削減率は 14.7％
となります。

これには期間の概念がなく、今後何年間で達成するかは、40年間の長期計画の半分のとこ
ろで達成すると仮定して、20年間で 15％が数値目標になります。
右側の 62ページは、投資的経費の予算確保可能額が 40億円になった場合なので、網掛け

の部分が低くなります。この場合は、クロスするポイントが右側にいきますので、公共施設
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削減率は 23.0％となります。
従って、40 億円と考えれば、この数値目標では足りませんが、60 億円確保することも一

つの努力目標に入れ、数値目標自身は 15％程度のレベルにしてあります。
計算の方法は委員会で考えるわけですが、最終的にどの程度を目標にするかは、ある程度

行政の指標になりますので、行政の中で議論をした上で、この程度は必要だとしてまとめ上

げた数字です。

数値目標が必要かという議論については、マネジメントは目標がないとできないというの

が普通の考え方で、公共施設を再編するのであれば、それに見合った数値目標が必要だとい

うのが委員会の意見で、それに対して、このようなまとめ方をしました。

また、平成 24年６月に「北区公共施設再配置に関する方針検討会（中間のまとめ）」を作
成した後、アンケートを実施しています。アンケートは、対象を一般の区民から無作為抽出

しており、属性は全くニュートラルです。年齢も、職業も、性別も、施設を実際に利用して

いるか、いないか、あるいは納税しているか、いないかも含めて全くニュートラルです。

その結果、19ページの図１を見ていただくと、公共施設に関しては財源が厳しいので、今
あるものを全て維持する、あるいは新しく作るのはできないため、それでは、どのようにす

ればよいかアンケートをとったところ、複数回答可ですが、新たな施設建設せず用途変更で

対応、集約化・複合化、統廃合・廃止の順で、何らかの形で対応するのが合理的ではないか、

というのが区民から示された意見だったと思います。

図２の、どのような公共施設を優先的に維持すべきかについては、小中学校、保育園、次

いで図書館、幼稚園です。教育施設が中心になっています。地域振興室（集会所）、文化セン

ター、スポーツ施設、区営住宅は非常に少なくなっています。

このようなアンケートをとることで、幅広く区民の意見を吸収する、集約することが可能

になり、これを踏まえて、最終的に数値目標を持って取り組もうと決めました。

第三章には、施設用途別の方針が、例えば 23ページ、24ページの「ふれあい館」（公民館
的なもの）については、24ページで、利用状況を踏まえた課題の分析の後、最終的に施設用
途別方針として、現在無料利用となっている高齢者福祉コーナーの役割の見直しを図る、類

似施設があるので、周辺にある施設との連携を図りながら、施設相互での機能の補完、施設

の複合化、統廃合による施設総量の縮減を図る、というように具体的に書いてあります。

最後に、第五章では、具体的に公共施設を削減していくモデル的なイメージを作ろうとし

ています。用途転換、学校等の施設への集約化・複合化、統廃合・廃止という考え方に基づ

き地区毎に分類をしていくと、この施設は低利用だから統合しようということが分かるので

はないかと考えています。ここには固有名詞は入っていませんが、固有名詞を入れて具体的

なモデル事業を展開するところまで進んでいる自治体もあります。

以上が資料１です。

資料１にも出ていましたように、市民の意見をしっかり聞くのは必要で、行政だけで決め

られるものでないことは言うまでもありません。資料１の北区の場合はアンケートをしっか

りとって、かなりのサンプル数をしっかり集めた状態でクロス分析もして意向を把握してい

ますが、資料２はシンポジウムという形でやった事例です。これは北区よりも早く、2011年
11月に開催された千葉県習志野市の事例です。
１ページ目の中ほどに並んでいる人たちが公共施設再生の委員でした。習志野市の場合は、
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学識経験者と、市民代表として社会福祉協議会や連合町会の方も入っています。パネリスト

の一番上の総務省の理事官は委員ではありませんが、この時期は、総務省が地方財政の一番

大きな問題として認識を始めた時期で、国もこの運動を支援して、注目してもらえるよう、

担当管理職の後藤理事官が全国を行脚しながら訴えていました。日程が合いましたので、こ

の時に来ていただいて、国全体で大変なので、ぜひ協力をして下さいと市民に直接話してい

ただきました。

資料の最後の方に、アンケート結果がついています。参加者数 197名に対し回答者数は 111
名でした。このテーマで行われるシンポジウムとしては早い時期のものだったので全国的に

注目され、市外の方も結構来ました。

アンケートの５ページ目に問（６）があります。ちなみに、習志野市は目黒区以上に公共

施設の老朽化が進んでいるところで、非常に厳しい状況です。老朽化率は、今まで我々が調

べた中で全国第２位でした。首都圏はどこも古く、軒並みランキングの上位にくるのですが、

習志野市はその中でも一番古いため、強い危機感がありました。それで、このような設問を

設け、「限られた財源の中で、公共施設の改築・更新を行うためには、施設の統廃合は避けて

通れないと考えています。賛成・反対を含め、皆様の考えをお聞かせください」と問いかけ

たところ、80％の方が統廃合に賛成という意見を出しました。明示的に反対という方はお一
人だけでした。当日いきなり聞いて、賛成も反対もないというのはひとつの考え方なので、

そういうお答えをされている方もいますが、圧倒的多数は、そのような状況であれば、個々

の施設をそのまま残すと主張することはできないというご意見でした。

下の主な意見（抜粋）を見ていただくと、皆さん、ある意味、バランスをしっかり考えて、

財政のことをよく考えた上でお答えいただいたと思います。統廃合に反対という意見も、普

通の感覚では、反対よりも賛成に近いくらいで、「行政がサービスする範囲を明確にし、市民

との合意の上で施設配置を見直すべき」「高齢化が進むので、小型のサービス拠点は増やす必

要があるかも知れない」という真っ当な、非常にごもっともな意見でした。このような意見

であれば、いろいろなことを考えて、民間施設を活用する、あるいは公共施設を地域移管し

て地域でマネジメントする、あるいは、施設ではなくてサービスで代替する、ということを

考えていけるのではないかという話を、当時、していました。他にもいろいろ書いてありま

すように、かなり具体的に突っ込んだ議論をしたシンポジウムなので、来場された方にも、

基本的な問題はもちろん、これからどうしていけばいいかもしっかりお考えいただいたと思

っています。

資料１の北区の場合は、内部的に組織をしっかり作ること、数値目標を作ることが重要で

す。北区は、縦割りの部署で、例えば企画や財政は方針を持っているものの、教育委員会や

都市整備が勝手にやるのでは困るため、公共施設を改築・新築する場合は、会議にしっかり

かけて、合意が形成されたら実施する事前協議制度の枠組みを持っていますが、仕組み的に

は、その２点です。

それから、手法的には、アンケートやシンポジウムで、しっかり市民の意見を幅広く聞く

ことが大切です。今は、どの自治体の取り組みでも同じようにやっていますので、今後、目

黒区も具体化していく中では、このような手法も検討して取り組む必要があると思います。

ご質問があれば、ぜひ、お願いいたします。
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Ａ委員

委員長

Ｃ委員

委員長

Ｃ委員

委員長

北区の場合は、投資できる金額を 60億円と 40億円に分けています。扶助費が今後増えて
いくと、投資できる金額が 60億円ではなく、下がっていく可能性がありますが、その場合は
どのように対応するのでしょうか。

そういう意味では、40億円の方が固いと思います。比較的最近の投資の中に用地費があり
ました。土地を買うことが、道路を含め、これからは要らなくなるというのが、ひとつポケ

ット的に考えているところです。あまり縦横全部そろばんを合わせたわけではなく、ちょっ

と目安として計算したものです。これを 25億円にしたら絶対にできないかと言うと、そのよ
うなことはありません。15億円に減らす感覚で取り組むことにより、実際にはもっと減らす
ことができます。この後の計画を、今、作りつつありますが、その中では、減らすというこ

とで物事を組み立て直すことにより、結果として必要な財源が出てくる格好になります。

今、この先の計画を作られているとのことですが、今年の１月に完成した報告書は、どの

ようになさるのでしょうか。例えば、区民に対する広報などの周知徹底方法はどのようにさ

れるのか、あるいは、北区の行政の中で、どのような手続き的な位置づけになり、この報告

書の内容がその後の北区の行政に反映されるかについて、決まっていることがあれば、お願

いいたします。

今、議会に方針をかけているところです。方針が決まらないと次に移れません。方針が決

まった後は、その方針に基づいて具体的な実施計画を作ります。学校は、統廃合が検討され

ると思います。それ以外は、もう一段階あって、モデル事業を実施し、それがうまくいくか

どうか検証します。学校の統廃合は今までもやっていて、それなりに問題なくやれていると

自己評価しているので、それ以外がうまくいくかどうかは、モデル的な段階を一回経ないと

いけないと思っています。ただ、この会でも出ているように、学校にその他の施設を入れる

ことは新しい試みなので、それも含めて、今、計画を検討しています。

区議会で、そのように報告されて議論されているのに対し、一般区民は、今日も傍聴され

ている方はいらっしゃいますが、全体的にこの問題にすごく関心を持っている方が大勢いる

かどうかと言うと、そうでもなく、漠然と問題はあっても、それほど論点を知らないかもし

れません。北区では、例えば、習志野市のようにシンポジウムを行う、説明会をするなどの

周知は企画されていないのでしょうか。

シンポジウムは実施するかもしれません。他の区政の課題も同じですが、何をすれば周知

したことになるかは、行政からすると難しいところがあり、どんなことをしても 100％は届
きません。届いていない方には周知していないことになりますが、100％届かせないと先に進
めないとなると区政が停滞してしまうので、そこは、最大限の努力をしたということが、次

のハードルに進むための条件だと思います。北区は、2,000人に送付して、回答率 31％のア
ンケートを実施しています。無作為抽出の 2,000 人は十分なサンプル数です。テレビの視聴
率のサンプル数は、もっと少ないです。従って、一応、一般的に統計の世界で言われる自助

努力は十分に果たしていると思います。シンポジウムを開催しても 2,000 人の人が来られる
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区 側

委員長

Ｂ委員

委員長

Ｂ委員

委員長

わけではありません。より深く議論をする場としてのシンポジウムは必要ですが、一般的な

問いかけ、アンケートや区報によらざるを得ません。他の課題よりは、はるかに丁寧にやっ

ています。

事務局、どうですか。

今、委員長からお話がありましたとおり、行政として、この課題については特に住民の皆

さんの理解が不可欠ですが、そこのジレンマとして、どこまでやれば十分かについては、今

お話しをいただいた通り、我々が一番悩んでいるところです。新年度、いろいろこれから企

画していきますが、ここまでやったのだというところを見せなければいけないことを、今日、

改めて認識しました。今日、具体的に何をするとまでは、お話しできる状況にはありません

が、しっかりやっていきたいと思っております。

それと、声なき声、いわゆるサイレント・マジョリティを集約するのは、役所としてはな

かなか難しいです。反対の意見だけが表に出てくる傾向が強く、声なき声をどう拾っていく

かが重要になります。今年度、公の施設の使用料の改定をさせていただいた時には、施設を

利用していない方々の意見を聴取することができ、税の負担の公平化という観点から、しっ

かり行政としても見極めて対応すべきだと感じました。「もう少し取ってもよいのではない

か」という意見もたくさんいただきましたが、その辺のバランスは大事だと思っています。

今後のこの会議でも、どのような形で区民の皆さんのご意見を吸い上げていくかについてご

意見をいただきたいと考えています。これは極めて重要なテーマとして認識しております。

最近は、全部、無作為抽出のアンケートをとっています。もうじき鎌倉市と相模原市の公

共施設白書が出ます。地域性はありますが、基本的に８割以上の方は、何らかの見直しは、

もう覚悟しています。受益者負担の話は、結構バラツキがあって、北区の場合は割とレベル

が低いです。受益者負担、使用料引き上げは、特に利用頻度が高ければ高いほど、利用料の

見直しは賛成する傾向があります。利用料の見直しをするか、しないかの選択をしたときに

は、利用料の見直しはしたくないと回答するでしょうが、廃止するか、利用料の見直しをす

るかという場合は、使っていない人は廃止してもいいと回答し、使っている人は利用料の見

直しをしても残したいと回答する傾向になります。それなりにサンプル数をしっかり集めて、

設問を十分に考えれば、様々な分析ができると思います。今は全てやっているので、これは

やっていただかないといけません。そうでないと分かりません。

北区のアンケートでは、郵送とネットリサーチを併用されていますね。

はい。

郵送方式をした後、郵送を回収した後にネットリサーチをされたのですね。

そうですね。郵送の回答率が思いのほか低かったのでネットリサーチをしました。特に若

い人は、アンケートのかけ方も少し考えた方がよかったかもしれませんが、アンケートの趣
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旨自体がアンケートを見ないと分からないという前に、このようなアンケートが実施されて

いるという情報があると、しっかり見ていただけますけれども、いきなり郵便で送られてき

ても、よく分からず、どうしても若い方は、そのまま捨ててしまったようです。従って、若

い人の層の回答を十分にはとれなかったので、民間業者が持っているネットリサーチのデー

タベースの区民に投げて回収しました。ここは、ややテクニックを使ってサンプル数を増や

しました。他は、もっと回答率が高いです。東京の都心は回答率が低くなる傾向があるかも

しれないので、周知は少し丁寧にやったほうがいいかもしれません。

ネットアンケートは、個人のアドレスに対してアンケートを送る方法なのでしょうか。

ネットリサーチに登録しているのです。登録をしている人という属性が１つ付くので、必

ずしもバイアスがゼロではありませんが、公共施設に関しての属性は一切持っていない人た

ちなので、そういう意味ではニュートラルだと判断しています。

アンケートに関しては、19ページに図１、２、３という集計結果が載っています。図２に
よりますと、区が将来にわたり優先的に維持すべき公共施設として、トップに小中学校が挙

がっています。区民の方にとって、小中学校は他と比べれば非常にプライオリティが高いと

いう結果が出ていると思いますが、先ほどの委員長のご説明ですと、北区は学校の統廃合実

施を決めています。北区の方針は、このアンケートの維持して欲しいという結果をそれほど

重視していないのでしょうか、それとも、そういう意味ではないのでしょうか。

全てをという意味ではありません。機能として必要なレベルを維持するという聞き方だと

思います。答える側も、今ある学校が全部残らないとダメだと思っているわけではなく、既

に今までも、かなり統廃合をしてきているので、そこはそういう趣旨ではないでしょう。統

廃合は教育委員会が対応しているのですが、それほど反対は出ていません。どのように校区

を統合するかなど、ある意味、基本方針を決めた上での技術論の議論はしますが、統廃合自

身に関する抵抗感はありません。この背景には、少子化が進み、教育環境が確保できないこ

とがありますので、むしろ積極的に統廃合して、小中学校の施設ではなく機能を維持すると

いうことを支持する区民が多いという結果なのでしょう。

施設ではなく、機能としての小中学校は不可欠だということを表しているのですね。

そうですね。施設と問いには書いてありますが、答えた側の答え方を推測すると、そのよ

うな判断ではないかと思います。

先ほどの区側からの話にあった、声なき声、サイレント・マジョリティの声を聞くことに

少し関係があると思いますが、私は鶴ヶ島市で、タウンミーティング方式を取り入れました。
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一回だけの質問ですと、表面的に取り繕ってしまうところがあるものの、何度も質問を反復

することによって、その人の内面を明らかにしていくカウンセリングに近い感じで、最初は、

どうしても表面的なコミュニケーションになりますが、ミーティングを反復すると、より多

様な意見が出てきます。タウンミーティングを同じ場所で何度もやる必要はないかもしれま

せんが、各地区を巡回していくことで、より多く周知していくことも可能ですし、何度も説

明する機会を区が持てるので、効果的ではないかと思いました。

もう一つは、タウンミーティングの内容について、鶴ヶ島市では展覧会を開催しましたが、

その展覧会を市役所のみならず市外でも開催しました。新聞、テレビなどいろいろな媒体が

取り上げてくれて、マスメディアを介して行政の方針が市民に伝わったり、あるいは市民の

リアクションが行政に伝わる効果もあると思います。タウンミーティング方式や展覧会方式

も、シンポジウム、アンケートに加えてご検討いただければと思います。

具体的にお伺いしてよろしいですか。タウンミーティングでは、例えば、ファシリテータ

ー役の方の人材確保が重要だと思いますが、そのような方の養成、確保について具体的なイ

メージを持ちきれていないので、何か良いアイディア、お考えがあればお伺いしたいと思い

ます。

まちづくりなどでは、都市計画系の大学、研究機関が比較的慣れていると思います。特に

土木計画系は、まちづくりの検討を進める際にミーティングの活用が非常に進んでいるので、

そういった研究機関も一つの手がかりになると思います。目黒区にも東京大学工学部社会工

学科があり、そこにもタウンミーティングをやっている研究室があります。

タウンミーティングと、区有施設を見直していくプロセスと、そことのイメージをもう少

しお話をいただけませんでしょうか。

幾つか段階があると思いますが、まずはアンケートのような形で、区の財政状況、あるい

は施設の状況をお伝えした上で、皆さんであれば、どう考えますかという基礎的な段階から、

もう少し具体化してきますと、例えば、施設をこのように統合する案と、このように統合す

る案と幾つかパターンがありまして、それぞれについて、皆さんであればどのように考えま

すかという、幾つかの統合のパターンを示していく方法があります。

段階を経た後に各論を出してタウンミーティングになって深化していく形ですね。

そうですね。プロセスに合わせて、エリアを移動しつつ、フェーズがだんだん深化してい

って、進めていくことになるかと思います。

ありがとうございます。



-10-

区 側

Ｂ委員

委員長

今のタウンミーティングとの関係です。以前、委員長のご発言で、総論賛成各論反対は、

本当は総論も反対だというご発言がありました。Ｂ委員が手掛けられたのは、特定の地区の

学校に市民施設を統合する一つのモデルケースなので、タウンミーティングの時に意見を出

しやすいと思うのです。ところが、北区のように、まず財政状況全体から把握して総論から

各論に入るプロセスの中で、総論では「仕方がない」となるものの、特定の施設の数を８か

ら５にする、半分にするとなったときには、また違うでしょうし、総論に参加した人が、各

論まで継続的に参加しきれるかどうかという問題もあります。いろいろ回ればいいのでしょ

うが、実際にタウンミーティングをするときのテーマの絞り方には一定の工夫が必要ではな

いかなと思うのですが、その辺、何かアドバイスをいただければと思います。

総論で言えば、確かに総論賛成各論反対というのもあると思いますが、逆のパターンもあ

ります。例えば、単体の設計のイメージを議論していくと、こういうことであれば、統合に

より多少、機能的に不便になっても別のメリットがありそうだと感じていただけることもあ

ります。各論でも必ずしも反対だけになることはないと思いますので、例えば具体的な模型

を使って議論をする、イメージを描きながら議論をするなどの形で各論の方から入り、総論

の状況を理解することもできると思います。

前にご紹介した人口３万人くらいの埼玉県宮代町では、総論と各論の間にあるような概念

として一番汎用性が大きかったのが、学校を建て替えるときに、どういう機能を入れていく

のかの検討でした。学校の多機能化は総論でもあり各論でもあります。具体的にイメージが

しやすく、宮代町はタウンミーティングとは言っていませんが、無作為抽出でやっています。

200人くらいに声をかけて 50人に来てもらうことを１回しました。財政の状況の話をして、
もともと学校が多い町なので、学校は統合しますと話しました。ただし、機能が低下しない

ように、むしろ学校を拠点にしてコミュニティを作っていくようなまちづくりをしたいので、

どのような学校を作ればいいと思いますかというテーマ出しをしました。それで、３時間く

らい議論をしました。ファシリテーターもいましたが、４、５人のグループで 10テーブルく
らい作って、チーム対抗にして、アイディアコンペをしました。いろんなアイディアが出て

きました。また、それを通じて「なるほど、このようにすれば、そもそもそんなに心配する

必要はない」、さらに言うと、もっといい町になるかもしれないという自信が参加者側に湧い

てくる感じでした。私はその場にはいませんでしたが、その後いただいた手紙には、私たち

が進めていたことが本当によく分かったと書かれていました。そのようなことであれば、む

しろ積極的に進めてもらいたいというお手紙をいただいたりするので、そのような機会は必

要だと思います。ただし、宮代町は人口が少ないので、目黒区でやるときのやり方は工夫し

ないといけないでしょう。

前に少しお話しをしたオプションアプローチという選択肢を提示する方法があります。学

校統廃合をしますか、しませんかと聞くと、とりあえずはしない方がいいに決まっています。

公民館を作りますか、作りませんかと聞くと、それは作った方がいいに決まっています。そ

うではなく、公民館を作るとこれだけコストがかかりますが、公民館と集会所と何とか地区

センター、全部を統合して作ったらコストはこのくらい下がります、あるいは、民間に出し

たらこのくらいになります、学校の空き教室に入れたらこのくらいになります、というよう
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に幾つかの選択肢を提示すると、その場にいる人がバラバラに選ぶようになり、議論がしっ

かりできるようになります。住民対行政ではなく、住民の中でも、自分はこの施設、この機

能に対してこういうことを期待していた、今までは、これが必要だと言っていたが、実は、

必要な理由が違ったことが分かるようになると、市民の中で議論が自立的に起きてきます。

オプションアプローチは世界的なやり方ですが、そんなに難しいことではなく、数字を提

示しさえすればいいのです。従来の行政のやり方で、数字も何も出さずにやっていると、議

論も何もできません。こういう形でしっかり数字が出てくれば、議論は十分にできます。

いかがでしょうか。

要は、やろうとしたかったことが、地区的な要素があると、目黒区もそうですけれども、

自分たちにとってそこに必要なものと、区全体でどのようなものが必要かを選択していくこ

とになるのでしょう。広域化の話の中で、どのようなものが広域化できるか。自分の街区の

中で、小学校区などのではどのようなものが必要なのか、議論をしようということになれば、

その中で、自ずと本当に必要なものは何か浮かび上がってきます。そうすると、区の中では

全体としてはどのようなものが必要か、もう少しいくと区になくてもいいのではないか、他

の隣の区とかと共有すればよいのではないか、といった議論をしようとしている地方自治体

もあります。

先ほど、総務省が全国的に取り組んでいるというお話しがありましたが、具体的に総務省

は、このような選択肢ややり方がある、という指導のようなことは行われているのですか。

総務省は、個々の施設を所管しておらず、そこまではやれないため、今は、計算ソフトを

作って公開して、まず計算するよう働きかけています。どのくらいお金が足りないのかを計

算していただきます。足りたところは今までないので、まず足りません。その上で、工夫は

それぞれの施設の機能によって違うので、インフラも含め、国土交通省なり、文部科学省な

り、厚生労働省が考えている流れもありますが、今は各省ともこの問題は非常に深刻に思っ

ています。先般、文部科学省の老朽化ビジョンでも、学校をそのまま単独で維持することは

できないので、学校を中核として、公民館や老人保健施設など他省庁のものも含めて統合し

ようというビジョンを出しています。そのような選択肢を通じて、トータルで負担をできる

だけ減らして下さいというのが総務省の考え方です。

総務省が持っている最大の武器に自治体財政健全化法に基づく健全化判断比率がありま

す。イエローカードが出たら債券を出せなくなる、極端な話、財政が事実上破綻すると、国

の支援を前提にして、公共施設の廃止や利用料金の大幅引き上げを、事実上強制的にできる

制度を持っています。それは当たり前といえば当たり前で、国民の税金を使って救済するの

であれば、当然、まず自分たちがしっかりしないといけないという考えに基づくものです。

民間企業もそうですよね。今は夕張市だけが、前の法制度の適用になり、議員の数を３分の

１にするなどの荒療治をやっていますが、その中に老朽化という指標が入っていません。そ

うすると、健全だと出るのです。目黒区も健全となりますが、実は、老朽化という指標を見

ると健全ではないのです。従って、病人だということを前提にして対処しないといけません。

今後、老朽化度合いも健全化判断比率の中に入ってくる可能性はあり、そうするといろい



-12-

Ａ委員

区 側

Ａ委員

区 側

Ａ委員

ろな地方自治上の自由な権能が大幅に制約される可能性があるというのが客観的な情勢で

す。

だから、そうなる前に自律しないといけません。外部から強制的に「あれダメ、これダメ」

と言われないとできないのは最悪なので、その前に自分たちで持続できるような財政にしっ

かり脱皮していかないといけないと思います。最後のところは私の考えですけれど、国が向

かうべき方向は、そういう考え方だと思います。

文部科学省の委員を務めておりましたが、現状の投資金額、これは全国的なレベルですけ

れども、現状の投資金額を維持するために、ある一定の割合の小中学校、３割程度の小中学

校を廃止し、なおかつ長寿命化で 50 年目に長期修繕をかけ、80 年目に改築という形を示し
ました。その間はあまり予算をかけられません。現実的にできるかどうかの疑問は出ました

が、それでもやっと現状の投資金額でした。そうしないと、これから 10 年、20 年の間に、
すごい投資金額がかかります。否応なしに、もう統廃合せざるを得ませんし、逆に言えば、

長寿命化させて建物を延命させることくらいしか工夫ができないという話が出ていました。

50 年目に長期修繕をかけて 80 年目に改築する延命化で、本当にそこまで持つか疑問は残り
ますが、それでやっと現状の投資金額です。それを考えると、やはり、ある一定数の何らか

の考え方をしていかないといけません。学校だけでさえそのような状況です。

関連して、ちょっとよろしいでしょうか。中間のまとめは読ませていただきました。最終

的に、文部科学省から最後のまとめが３月中に出ることを期待はしていたのですが、どうも

出そうもない感じです。見通しはいかがでしょうか。

最終チェック原稿結果は来ており、親会議
おやかいぎ

での確認が終われば年度内には出ると思います。

今言った年間の総投資金額は 8,000 億円です。文部科学省所管の小中学校を維持するための
金額で、それを超えないようにするためには、一定数を廃止し、50 年目に長期修繕、80 年
で改築とすればよいという前提で作った条件です。それが、例えば、30 年なり 40 年で長期
修繕し、65年で改築となると、あっという間に 8,000億円を超えて前提が崩れてしまいます。
8,000億円という前提から書かれた内容なので、今言ったように、本当に 50年目に長期修繕
をかけ、80年で改築が可能かというと、ちょっと疑問が残ります。

中間のまとめは、技術的知見も含めてお出しになるような形になっていたと思いますが、

その技術的知見がなければ絵に描いた餅になってしまうのではないかと個人的には強く懸念

しています。図式化もされていたと思いますが、いきなり 50年で長期修繕をするのではなく
て、メンテを途中で入れながら、段階的に経費をかけていく、そういうイメージだったかと

思います。

それは出ていません。本来はそのような技術的知見に依拠すべきですが、50年というのは
単純に 8,000億円のために出した前提条件です。「それが一人歩きするのではないか」と、皆
さん言っていました。とりあえず、それが出ているだけです。それ以外の長寿命化の具体的

事例とか、予防保全的な考え方も、いろいろな例がありますが、それが出るのは、来年度に
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なります。その中でどのような形で、例えば、50 年目に長期修繕、80 年目に改築とするに
は、こうしたらいいという形が出るかもしれません。そこまでは出ていません。

コンクリートの強度は建物によって違います。そこは、コアを抜いて調べていくことが考

えられますが、今、そのような知見はあるのでしょうか。

名古屋市は、40 年目にコンクリートの中性化を見て判断して、その後、20 年、使えるか
使えないか判断しています。また 40年使えるかどうかについては、それほど悪い事例は出て
いないので、ほぼ使えると判断しています。そこで、もう少し使いたいのには、名古屋市の

事例をもう少し詳しく、簡単に示すのではなくて、具体的に示して欲しいとお願いしており

ます。

ありがとうございます。

一定の廃校、統廃合を前提にした数字なのですか。

そうです。

私が前に試算したときは、学校だけで、今あるものを単純に更新するのに年間１兆 6,000
億円でした。恐らく、１兆 6,000億円の財源はないので、それを 8,000億円に収めるには、
統廃合が３割くらいと、あと長寿命化で６割ということですね。オーダーとしては合ってい

る感じはします。それが全国平均なので、全国平均並みのことはしないと、やはり足りない

のですね。目黒区だけ違いますと言ってみても、もっと大変なところからみると共感は得ら

れません。そのようなことが学校以外でも随所で起きるのですよね。

文部科学省は学校だけの話しですが、区や市に関してはインフラが入ってきます。委員長

が心配されているように、インフラの負担が、今後どのくらい出るかによっても変わってき

ます。

そうですね。その辺は恵まれてはいますね。地方圏は公共施設どころではありません。道

路や橋を最優先でやらないといけません。ハコモノは、新規はもちろんだけれど、改築も全

部先送りです。危なくなったら休館にします。予算が付いたら再開するくらいの切迫度です。

それよりは橋をしっかりとさせるため、ワイヤーを取り替えます。そのような地方自治体が

日本全国の中では圧倒的に多数であることを、目黒区民、区もしっかり考えるべきです。恵

まれた状況にいるから恵まれたとおりやればいいということではなく、日本全体の方向性の

中での節度がないと、将来目黒区はできることをやってこなかったという評価になると思い

ます。そうならないように、議論をきちんとこのような場で今後やっていく必要があります。

それでは、事務局は、何かご質問、他にないでしょうか。
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区 側

委員長

区 側

委員長

せっかくの機会なので、今の話からは若干外れるかもしれませんが、資料１の提言の中に

あった、学校管理の取り組み例という参考資料があって、遠野市の事例のご解説をお願いい

たします。

何ページですか。

73ページです。

これは学校の事例です。学校は学校長が管理者なので、そうすると、市長部局でマネジメ

ント計画を作っても、学校長が責任を持っている領域では、なかなか計画を実行する段階で

うまくいきません。ただし、施設であることには変わりないので、施設マネジメント、アセ

ットマネジメントという観点から、縦割りの機能ではなく、施設として横割りをかけられる

よう、市長部局が全体の建築物、施設の管理権限を持つようなものです。実際には、今、現

行法上そうなっていないため、遠野市は構造改革特別区域計画の申請をして、この特区に定

めている幾つかの要件があるのですけれども、これらの場合には、遠野市の教育委員会では

なくて、市長部局が、要するに市長が管理するということができると決めています。

それ以外に、ここには出ていませんが、北区も同様です。学校を多機能化した場合に、デ

イケアセンターが入ると、学校長がとても責任を持てるものではありません。そこがネック

になるので、学校以外の施設が入るのであれば、全体を市長が責任を持って管理するという

ことになったときに、現行法上できないというのがあるので、その先行事例として、この遠

野市の構造改革特別区域計画をお示ししました。

今、文部科学省に聞くと、対症療法的なのですが、首長部局の職員を兼務して下さいと答

えます。今でも学校を多機能化しようと考えている自治体は、検討段階から首長部局の職員

が教育委員会の職員を兼務する発令を受け、対応しています。

今、学校について一番踏み込んで取り組んでいるのは、資料２の習志野市です。ここには、

市長直属の資産管理室という部署があり、そこの室長が教育委員会の参事を兼務して、それ

で学校施設の見直しを今やっています。あまり本質的な解決にはなっていませんが、事務的

にはそれで、とりあえず対応できます。

将来的には、施設と機能の分離ということなので、学校長には教育の中身に責任を持って

もらい、教育施設について、それこそ電球の取り替えまでが学校長の責任ではないと思いま

す。そのような、いわば雑用をしっかり切り離してあげることによって、学校長も、教員も

日常的な仕事から解放されます。それでは、首長部局の職員が全部これに対応するのかと言

うと、その必要はなくて、ここはアウトソースすることになります。民間に包括的に委託を

しているのが千葉県我孫子市です。学校施設については、照明、水回り、外壁、天井、清掃、

エレベーター、ボイラー、機器の点検も全て１つの民間事業者が管理しています。今までは

全部バラバラに対応しており、膨大な契約の本数になっていました。それだけでも２人くら

い張り付くことになります。それの契約を１本にするのです。少し別の話ですが、そのよう

な流れ、前例は出てきています。
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では、よろしいでしょうか。

（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

次回会議の日程及び内容についてというのがあるので、事務局からお願いいたします。

次回は、４月、来年度１回目、合計第７回目でございますが、現在、日程調整中でござい

ますので、４月下旬の予定で調整をいたした上で、すみやかにご連絡をいたします。

４月下旬。連休前くらいでしょうか。

はい。また、すみやかにご連絡をいたします。

（４）その他

委員長

区 側

その他というのがありましたら。

事務局からは特にございません。

２ 閉会

委員長

区 側

委員の皆さんから何かございますか。よろしいですか。

それでは、以上で、今日は終了いたします。

どうもありがとうございました。

以 上


