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会 議 録

名 称 第 7回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成 25年５月２日（木） 午後３時から午後４時まで

会 場 目黒区総合庁舎地下１階第 15会議室

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 13名

配布資料

資料１ 目黒区施設白書の発行等について

（平成 25年４月 12日区有施設等調査特別委員会資料）
資料２ 区有施設利用者アンケートの実施について（案）

（平成 25年４月 26日区有施設等調査特別委員会資料）
資料３ 「目黒区施設白書」区民説明会の開催について

（平成 25年４月 26日区有施設等調査特別委員会資料）

会議次第

１ 異動職員の紹介

２ 会議

（１）開会

（２）議題

目黒区施設白書の発行等について等

（３）次回会議の日程及び内容について

（４）その他

３ 閉会

発言の記録 別紙のとおり
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別紙

＜第 7回 目黒区区有施設見直し有識者会議発言記録＞

１ 異動職員の紹介

区 側

区 側

区 側

区 側

区 側

事務局内で異動がございましたので、ご報告いたします。

政策企画課長事務取扱の村田参事でございます。

村田でございます。よろしくお願いいたします。

施設課長三吉副参事でございます。

三吉でございます。

以上２名でございます。他のメンバーに関しては変更ございませんので、よろしくお願い

いたします。

２ 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、９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、委員の皆様にはお伝えすることはいたしません。

（２）議題

目黒区施設白書の発行等について等

委員長 藤村委員が遅れていますけれども、規定に基づきまして有効に成立していることを確認い

たします。
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区 側

それでは、本日の議題に入ります。本日の議題は、『目黒区施設白書の発行等について等』

です。事務局から説明を受けまして、質疑応答の時間を設けたいと思います。

それでは、事務局から説明願います。

それでは、私から資料に沿ってご説明させていただきます。

資料１は、目黒区施設白書が出来上がりましたので、４月の区議会に報告した際の『目黒

区施設白書の発行等について』でございます。

資料２は、今年度の予定の中で、利用者アンケートを最初に実施する予定としましたので、

実施についての資料でございます。

資料３は、目黒区施設白書発行に伴う、区民説明会の開催についての資料でございます。

この順番で説明いたします。

資料１『目黒区施設白書の発行等について』ですが、施設白書本体は 256ページほどでご
ざいまして、記載にある発行部数 300部で作成したところでございます。その上で、現在４
月 10日から約 1ヶ月間の期間を設けまして、施設白書に関して意見募集を行っているところ
でございます。

『４今後の予定』は、現段階での今年度の区側の予定でございます。現在、５月に入りま

したが、今年度改めて有識者会議を月１回程度の予定で開催させていただくこと、庁内にお

いても、施設白書を具体的な基礎資料として検討を開始することを４月からの予定として記

載してございます。５月は資料３の内容ですが、区側から施設白書発行に伴う区民説明会を

予定してございます。詳細は資料３で後ほどご説明申し上げます。６月は１ヶ月間の予定で、

利用者の声を聞く取り組みとして、施設利用者向けのアンケートの実施を現段階で予定して

ございます。以降、９月ごろの予定で、無作為抽出による区民アンケートを、先行自治体を

参考にした上で、予定してございます。こういった内容もご報告しながら、有識者会議を進

めていき、10月を目標に、有識者会議から具体的な見直し手法等のご意見を提出いただく予
定でございます。その意見をいただいた上で、区として 12月ごろの予定で、区有施設見直し
方針の素案にあたる『中間のまとめ』を公表し、パブリックコメントを実施する予定でござ

います。今年度末３月には、『区有施設見直し方針』を策定する予定でございます。以上、今

年度１年間の予定を記載してございます。

以上が、資料１について、主なところといたしまして、施設白書発行後の今年度の大まか

な予定のご説明でございました。

続きまして、資料２は、施設利用者アンケートについて記載してございます。目的につい

ては、施設利用者の利用実態について詳細に把握することでございます。目黒区では、区有

施設基礎データ集を作り、施設白書に展開して、利用実績をまとめたところでございます。

区有施設基礎データ集では、利用状況として利用者数等の概数を抑えておりますが、それ以

上詳細なデータは、今まで把握していない面がございますので、まず、施設に深く関わりの

ある利用者の方の詳細な実態を調査したいと考えてございます。こういった目的で利用者ア

ンケートを作成しているところでございます。現在のところ、期間は６月の１ヶ月間を予定

してございます。対象については、区には建物で 175、用途別では 317施設がございますが、
学校や保育園、住宅あるいは入所施設といった、同じ方が定期的に使っている施設について

対象外とし、より詳細に把握すべき不特定多数の利用がある施設を対象と考えております。
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現在、概数では、建物 80、用途別施設数 130を超える数を対象とし、各施設 100票の回収を
目指して、出来るだけ実態を詳細に把握したいと考えてございます。『めぐろ区報』及びホー

ムページへ掲載、各対象施設にポスターを掲示するなど、実施に向けた周知を行っていく予

定でございます。

さらに、『６その他』については、別途区民アンケートについて、９月ごろを目指して、無

作為抽出による実施を考えてございます。その上で、別紙１に進んでいただくと、利用者ア

ンケートの案文を載せてございます。

案文についてご説明いたします。まず、冒頭囲みのところから『注意事項』につきまして

は、簡略ではありますが、区の取り組み、利用者アンケートの目的、期間等を記載してござ

います。１ページ目の下段『問１』については、その日の利用者ご自身についての中身とし

て、問１－１から問１－６までございます。例えば、問１－５ではお住まいの地域をご記入

いただき、問１－６では年齢階層をご記入いただくなど、利用している方の状況についてお

尋ねをしているところでございます。実際の利用状況は、問２でございます。枝番号を１か

ら 13までふってございます。問２－１については、建物のフロアごと、またはフロアにある
複数の施設といった単位で、複合施設について、どの施設にいらしたかをお尋ねしてござい

ます。そこから目的やこの施設を利用する主な理由を選択または記入していただきます。ま

た個人利用か団体利用かの選択、この施設までの交通手段や時間、この施設を利用する主な

時間帯、どのくらいの頻度で利用されているのかを選択していただくつくりにしてございま

す。問２－９に関しては、問２－８で利用頻度が低い方を対象に、どのような理由で利用が

少ないかを複数回答できる選択肢にしてございます。４ページ目に進んでいただき、問２－

10 は、この施設のサービス面等のソフト面の満足度、問２－11、問２－12 に関しては、こ
の施設の建物自体の外壁や床などのつくり、エアコンなどの設備についての満足度やご意見

を５つの選択肢から選択してもらうつくりにしてございます。最後５ページ目は、自由意見

欄を設けて、冒頭に記載してございます区の取組みなどへも含めて、自由に意見を記載して

いただくつくりにしてございます。

以上の利用者アンケートの中身は、他の自治体の例も踏まえて『利用の実態』という点で

作成したところでございます。本日は、この中身を中心にご意見をいただきたいと考えてご

ざいます。４月の区議会で、同じ中身で報告をしてございます。その中で出た主な質疑でご

ざいますが、その場で仮にアンケートの記入を試された議員の方からは「アンケートの目的

がはっきりしない」というご意見をいただいてございます。例えば、理由を尋ねている問い

に関して、ソフト面とハード面の回答が混在しているため、との具体的な意見もいただいて

おります。このようなご意見も踏まえて、本日は改めて見ていただきたいと考えております。

このアンケート内容は、まだ案の段階でございますので、現在併行して見直しを進めており、

本日見ていただいた結果も踏まえて、内容を見直していきたいと考えてございます。

調査対象に関しましては、先程申し上げたとおり、不特定多数の利用者がある施設に対し、

1 施設 100 票の回収を目指しており、特定の利用者ではなく、施設を利用していただいた方
の中でご協力いただける方に、利用目的、利用時間等を制限することなく、幅広くご協力い

ただきたいと考えてございます。

また、不特定多数の利用者を対象にしていることに関しては、現在のアンケートの中身も

定期利用について想定していないものであり、先程申し上げた、学校や保育園、住宅あるい
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委員長

は入所施設といった、同じ方が定期的に使っている施設については、施設白書の利用状況の

中で、定員に対する稼働の状況等を踏まえて、一定の把握をしてございますので、不特定多

数の方のより詳細な利用状況の把握が、今まで区でも出来ていない部分でもございますので、

今回の対象としたところでございます。

複合施設では、受付等が１階にあっても、そこを通らずに、各フロアの事務所に行くなど、

利用者の導線も様々でございますので、各フロアの施設を単位とし、それぞれ 100票ずつ配
布し、ご協力いただこうと考えてございます。

このようなアンケートのやり方や、アンケートの中身等について、現在、議会からご意見

をいただいてございますので、本日のご意見も踏まえた上で、修正しながら、６月の実施に

向けて考えていく予定でございます。

続きまして、資料３は、次の取組みとしまして、施設白書の区民説明会を今年度冒頭に設

定してございます。目的については、今後の取組み内容の参考として、直接の区民向けの説

明とご意見をいただく場としてございます。開催日時等は、平日の夜間と週末の午前中と、

曜日・時間帯を変えて、庁舎内で最も大きい定員 200名の会議室を使って、５月末に２度開
催する予定でございます。内容については、区が作成した施設白書の説明でございますので、

有識者の委員の皆さまにご出席いただく予定はございません。

施設白書の本体は、250 ページを超えるものでございますので、別途説明用として当初考
えていた、本日配布した『目黒区施設白書【概要版】』50ページ程度の冊子を当日配布して、
順々にご説明する予定でございます。概要版については、前半は区全体の状況を施設白書か

ら抜粋したものでございますので、施設の整備状況や更新経費の試算の部分も入れておりま

す。さらに、８ページでは、実際の施設白書で、どういった手法を使って、コスト情報やス

トック情報を分析したか、あるいは実態把握をしたかを見本として掲載しており、実際の個

別用途別のデータについては、そこから、概ね１用途２ページ程度を使ってまとめてござい

ます。これらのデータは、施設白書から集約し、数値についても集計しながら抜粋してまと

めてございます。後半の 54ページ以降は、施設白書の５章に掲載している課題部分を載せて
ございます。最後に、あえて目立つように、裏表紙に、先程ご説明させていただいた『今年

度の予定』をいれてございます。説明会については、これまでの経緯や取組み、現状と課題、

さらに今年度のスケジュールを含めて、施設改革課からご説明し、質疑や意見を受ける予定

でございます。

このような区の説明会では、時間に限りがありますので、ご発言いただけなかった方を含

め、会場アンケートを別途用意する考えでございます。その上で、広く区民意見を聞いてい

くという取組みという位置づけで、説明会等の場を設定したいと考えてございます。

私からの、今回新たに出した資料についての説明は以上でございます。

はい。ありがとうございます。

それでは、ご説明いただいた内容について、ご議論をいただきます。

まずは、資料２のアンケートについて、いかがでしょうか。

このアンケートは実態調査ですね。アンケートというと、意見等を調査するものですが、

この設問内容だと評価を含めて、実態調査ですね。この調査がないと、どの程度の満足度な

のか、需要摘出的な把握ができないということです。〔Ｂ／Ｃ〕のＣは施設白書でわかってい
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Ａ委員

委員長

区 側

委員長

Ｂ委員

区 側

ますが、Ｂの方が詳細にはわかっていないので、それをもう少し詳細に把握したいというこ

とですね。

議員の方のご意見でありましたが、回答者の気持ちになって作成しないと、「回答しない」

という選択をされてしまいます。出来るだけ多くの方に回答していただくためには、回答し

易くし、「選択肢が無い」という状況をできるだけ無くすことが重要です。見てみると、問２

－９の「利用の少ない理由」という設問がありますが、最も考えられる回答は、ニーズが無

いという答えだと思います。年に１回または半年に１回程度利用すれば、住民にとっては十

分な場合が多いです。今、その選択肢が無い状況です。ネガティブな回答ではなく、その施

設の需要は、その程度の頻度で十分であるということです。こういった理由が一番多いと思

います。

利用されない方の中には、スロープやエレベーターといった屋内外の交通設備等が必要で、

移動しづらい方など、バリアフリーの観点で利用する施設を決めている場合があるのではな

いでしょうか。

これは、設備にあたるところですね。

はい。そうです。

設備については、問２－12でエアコンなどの簡易な例を出してございます。
施設白書の中で、レーダーチャート上でバリアフリーを含めて把握はしてございますが、

実際には様々な利用者がおられますので、問２－12で聞きたいと考えてございます。ただし、
この設問内容で、わかりにくい場合は、工夫をしていきたいと考えてございます。

問２－12 で『設備（エレベーターなど・・・）』にしてはどうでしょうか。エアコンが無
いから利用しないというよりは、エレベーター等のバリアフリー設備が無いから利用しない

といった意見が多いと思います。

アンケートの利用者についてですが、この『区有施設利用者アンケート』は、施設を利用

した方が回答する形になっていると思いますが、以前、区民からのアンケートをとるかとい

う話の中で、私が想定していたのは、必ずしも施設を利用している方だけでなく、区民一般

に、施設を利用しない方も多くいると思いますので、そのような方に対して、今後どのよう

な整備をしたいか、どのような施設が必要かなど、ニーズを把握することが必要であると考

えていました。区民一般を対象にするアンケートの予定はないのでしょうか。

また、このアンケートでは、現状の施設に対して、どのように感じられているかが中心だ

と思いますが、現在検討しているのは『区有施設の見直し』ですので、「もし、この施設が無

くなってしまうかも」ということに対して、意見を端的に聞いてはどうでしょうか。例えば、

この施設が無くなってしまうのであれば、一定の料金を負担してでも存続して欲しいと考え

ているのかなどの設問にしたらどうでしょうか。

２点のご質問をいただきました。
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Ｃ委員

区 側

Ｃ委員

区 側

委員長

１点目ですが、２点目についての回答も含みますが、施設を利用しない方を含めたアンケ

ートに関しては、先程今年度の予定でもありましたとおり、９月ごろを目指して、無作為抽

出による区民アンケートを考えてございます。この中では、その後の区の取組みや計画等を

記載した資料をご覧いただいた上で、広く区民の方から意見をいただこうと考えてございま

す。

今回の利用者アンケートの中では、区の取組みや計画をご覧いただいた上で、今後の区の

取組みを含め、細かく聞くことは想定してございません。詳細な利用状況を把握していない

部分の把握として、今回の利用者アンケートは、このような中身で考えてございます。

このように、区民の意見を把握するアンケートは、２回に分けて実施することを考えてご

ざいます。

さらに、区民説明会では、今後の区の取組みや計画等をご説明した上で、会場で率直なご

意見をいただきたいと考えてございます。また、会場でアンケート用紙も用意し、より多く

の区民の意見を把握しようと考えてございます。

取組みについては、少しずつ段階を踏みながら、委員のおっしゃる内容も把握していきた

いと考えてございます。

今回の利用者を対象としたアンケートの中で、利用されている方に対し、少しだけ受益と

負担という関係についてご理解をいただく、または想像力を膨らませていただけるような設

問があっても良いのではないでしょうか。例えば「今の施設を複合化して、会議室等をシェ

アする」という考え方についてのご意見を、現在施設を積極的に利用している方に聞いてみ

るのはいかがでしょうか。

先程の答えでも申し上げましたとおり、現段階でも考えてはおりますが、利用実態を詳細

に把握する上でも選択肢に工夫ができるものがあれば、ご意見を踏まえて検討していきたい

と考えてございます。

施設を積極的に利用しない方を含めた、区民一般の方を対象とした、無作為抽出のアンケ

ートの１つの方法としては、公共政策で用いられている『対話型世論調査』といわれるよう

な、方針や計画をご説明した上でご意見を聞くようなやり方があります。アンケートだけ先

にあると、それぞれの意見要望だけでの回答となってしまいますが、現状を説明した上で意

見を聞くと、より中身の濃い詳細なご意見となります。

９月末の区民アンケートでは、少し双方向型の調査方法をご検討いただければと思います。

改めて、ありがとうございます。

今後、９月末を目指している区民アンケートについては、事前に案の段階で本有識者会議

にてご意見をお伺いしたいと考えており、それまでに、本日のご意見を参考に設計していく

考えでございますので、よろしくお願いいたします。

２種類のアンケートを１つにまとめられないかと思いますが、２つは違う目的であり、今

回はアンケートではなく、実態調査であり、方向感を持たずに淡々と事実を把握することを
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委員長

区 側

委員長

行うのではないでしょうか。本来は施設白書作成の中で実施してもよい取組みですが、現段

階で実施するということです。区民アンケートの中にも利用属性を盛り込み、利用している

かどうかによる回答を分析することは可能だと思います。

２つのアンケートは、把握する目的が異なっているので、違うものを１つにまとめようと

すると、深い理解がされない。背景を説明することは重要ですが、淡々と聞くなら、淡々と

聞くほうがよいと思います。そうではなく、ある程度の方向感をもって、今回のアンケート

もこれからの理解を得るためのプロセスと位置付けるのであれば、もう少し中身を検討する

必要があります。これは、区の方で再度検討することだと思いますので、実施の方針等をメ

ール等でご報告をお願いします。

私は、今回のアンケートを利用実態調査と考えております。そうした場合、今回の調査結

果と区で持っている施設利用予約システム等の予約データと突き合わせてご検討してはいか

がでしょうか。

アンケートについては以上でよろしいでしょうか。

区民アンケートは、今後しっかり行う必要がありますので、次回以降議論を重ねていきた

いと思います。

区民アンケートの９月末実施の期間については、もう少し早くした方がよいと思いますが、

いかがでしょうか。

現段階で年間の予定を立ててみたのですが、有識者会議の開催の時期等を踏まえ、間に合

うように考えてございます。別途早めに検討いたします。

後は資料１と資料３ですが、資料１と資料３はセットになっていますので、一緒に進めて

いきたいと思います。

区民説明会を開催することは、大事なことで、希望される方には全てご説明するのは当然

のことです。今回のように集合形式でも良いですし、出向いていくことも良いと思いますが、

しっかり対応することは当然のことです。

その上で、どのように説明するのかが重要となります。概要版を配布して説明するよりは、

これを噛み砕いた内容を説明する必要があると思います。概要版では、一般区民に対して難

しいと思いますし、掲載の文字が小さいと思います。この施設白書が何を言おうとしている

のかを伝えるべきです。例えば、４８ページの図書館では、施設の大きさとコストが掲載さ

れていますが、一般的に図書館では、改築した費用の 30％が年間の維持管理運営費用にかか
るとされています。目黒区の図書館は全部で 1万 3,463㎡、約 3,000坪程度となっています
が、坪 100万円で改築すると、30億円かかると想定されます。トータルコストをみると、年
間約 14億円かかっており、改築費用の４割以上を占めており、一般よりは高くなっているこ
とがわかります。また、仮に年間の維持管理運営費用を３割程度に抑えたとしても、施設を

50年間維持運営した場合、３割×50年で、当初の改築費用の 15倍かかることがわかります。
この 15倍の費用を負担するのは、次の世代の人達となります。もちろん、図書館に限りませ
んが、施設を作ることは良いのですが、その後、維持管理運営していくために必要な膨大な



-9-

Ａ委員

区 側
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費用を誰が負担するのかを考える必要があります。例えば、現在施設を整備すると、約 70年
間は保つとされています。目黒区を含め、今後人口が減少していくと予測されており、70年
後には、日本の人口が約半分になると予測されています。半分の人口が負担するものを現在

のニーズに合わせて整備することが、如何に長期的な展望に欠けているのかを伝える必要が

あります。このような内容を一般論ではなく、施設白書からわかることとして、ご説明する

必要があります。

他の自治体では、施設を利用することに対し、実際にかかっている費用がどの程度なのか

をアンケートすると、基本的には、答えよりも下方に回答する方が多いです。住民の方には、

考えているより多くの費用がかかっていることをご理解いただき、コスト意識を持っていた

だいています。納税者全体で負担している施設を一部の人しか利用しなければ、利用者にと

っては、割安になるので、施設があった方がよいと考えますが、答えは違います。自治体全

体を見て検討していく必要があり、それに必要なデータは、この施設白書の中に全て入って

いるので、それを読み解いて、しっかり伝えていくことが重要です。もし、施設が必要と答

えた場合、その施設を維持管理運営するために必要なことを説明できるような対話の場を作

っていかないといけません。このような意味での資料や説明が準備できるのかどうかです。

私も委員長と同じ意見で、この概要版ではわかりづらいと思います。この概要版の概要の

ようなものが必要かと思います。資料３で、広報紙等に掲載して周知するとしていますが、

実際の掲載内容として、施設白書から分かることなどを記載しないと、ただ説明会を開きま

すでは、誰も集まらないと思います。ある一定のわかり易い内容を提示しないと、何を説明

するのかが分からないので、区民の皆さんは集まらないと思います。

さらに、この庁舎で開催するだけでなく、要望があれば、出向いて説明するべきと思いま

す。そうしないと、区民の方に丁寧に説明できないと思います。

ありがとうございます。

実際の説明会での説明についてですが、施設白書概要版を配布する中で、会場に別途パワ

ーポイント等の資料を投影しながらご説明しようと考えております。基本的には、抜粋しな

がらと考えておりましたが、今のご意見を踏まえて、説明の仕方については、考えたいと思

います。ありがとうございます。

その上で、事前周知に関しては、時間的な制限がありまして、実際の開催の案内に留まっ

ておりますが、そのようなことも踏まえ、実際の説明の時あるいは、反響等を見ながら、さ

らに、どのような周知ができるかを考えていきたいと思います。

当日のご説明の仕方等に関しては、本日のご意見をいただいた上で、中身を工夫したいと

考えてございます。わかり易く説明しないと、開催する意味もありませんので、初めての取

組みの中で、ご意見等を踏まえながら、ご説明したいと思います。ありがとうございます。

工夫といっても、しっかり行う必要があります。

この概要版の文章では、伝えるという観点が欠けていると思います。庁内の文章を作成す

るのではなく、区民にわかり易く説明する必要があります。委員の皆さんの知恵もどんどん

借りて作成して下さい。
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Ｃ委員

委員長

今回の区民説明会だけでなく、出向いて丁寧に説明を重ねていく必要があります。その過

程で、区民の方とどの様な認識のズレがあるのかが分かれば、そこに合わせた説明の仕方が

できると思います。

他の自治体の事例で、比較的効果的だと考えているものは、漫画の活用です。さいたま市

で行っているものは、大変わかり易い内容です。全体の方針についての説明ですが、このま

ま進めていくと、本当に大事なものに手が付けられなくなる。例えば、学校の老朽化が進み

体育館の天井が落下するといった危険がある一方で、新規整備を優先するなどを行っている

と、全体としてガタガタになるといった内容を漫画で説明しています。それを読んだだけで

も、住民は理解していただけます。

（Ａ委員が実際の漫画を委員長に提示）

内容を紹介します。

ある家族の家が古くなって建替えないといけない状況で、新しい家にしたいと考えた際、

みんなが個室を欲しい等、それぞれ別々の要望を出しています。その中で、家計を預かるお

母さんとしては、とても全ての要望を聞くことは無理であると言っています。その時、離れ

て暮らしているおじいさんが、暮らしている家を人に貸して、お金を作れば、少しは要望を

聞けるのではないかと提案しています。さらに、おじいちゃんは、みんなと住むことで子ど

もの世話もできるし、お母さんも働いてお金を作れる、とハッピーエンドとなっています。

要するに、市が抱えている公共施設の問題も同じであり、住民は我が家のことで、このよ

うな工夫をしているのであれば、これを地域単位で同様の工夫ができないかと考えているの

です。また、この中にＣ委員がおっしゃった施設の多機能化の話しを盛り込んでいます。

さいたま市では、委員会の中に市民委員が入っており、市民委員の主婦の方が脚本を書き、

埼玉大学の学生が漫画を描いています。実は、この漫画が市のホームページの中で、最も多

いヒット数となっています。

施設白書のように、詳細なデータを多く提示することも必要ですが、このように本当に伝

えたいことをわかり易く伝えるといったことも重要です。

今から漫画は間に合わないと思いますが、わかり易く、しっかりと伝えていただかないと、

先程区側の回答にもありましたが、開催する意味がありません。

具体的な事例でご説明いただき、ありがとうございました。

Ｃ委員からよくお伺いしている、鶴が島市の住民参加の事例の中で、メンバーを集める際

の周知段階での工夫等で、ご参考にいただけるものはないでしょうか。

基本的には、市役所の市民協働の部署の方にお願いをして、『まちづくり協議会』の委員の

方に呼びかけたり、地域の自治会の集会に市の職員が訪れてチラシを配布するなどのお願い

をしています。

延何人くらいの人が訪れたのでしょうか。
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区 側

委員長

最初は 20 人くらいの参加でしたが、最後は 200 人くらいになりました。継続的に来られ
ている方が多かったので、延数では 300人くらいになります。

やはり、イメージされている地区の住民の参加者が多いのですか。

はい。前年度は、地区施設を対象におこなっていました。

今年度は、市全体にかかる施設なので、市の広報や市が保有するＳＮＳのシステムを使っ

て発信しています。

資料１の『今後の予定』の中で、12月に『区有施設見直し方針（中間のまとめ）公表』と
あるのですが、どの程度具体的な内容を盛り込むご予定でしょうか。例えば、抽象的な方針

を作成するのか、あるいは具体的な施設について、個別施設ごとに方針を作成するのでしょ

うか。

今後の取組みの中身でございますので、どの程度具体的な内容を盛り込むのかを含め、次

回以降の有識者会議の中でご意見をいただきながら、これから中身を決めていきたいと考え

てございます。

スケジュールの話になりましたので、最後に、今後の予定の中で『区有施設見直し方針』

にどこまで盛り込むのかと、全体のスケジュール感の議論を行いたいと思います。

他の自治体の取組みに比べると、目黒区の進み方が非常に遅いと感じています。同時期に

進めていた自治体は、今年３月の時点で方針まで出している状況です。時間を掛けてじっく

り検討することは大変結構なことですが、あくまで現在検討しているのは方針ですので、方

針を実行する段階で、しっかりと調整して行うことが必要です。なので、方針が決まらない

と、先に進みません。

区側の皆さんは、自覚症状があって我々委員を医者として呼んで、診断を受けている段階

ですので、まずは、診断と処方はスピーディーにやらないと、蓋を開けたら手遅れでしたと

なり、仕様が無くなってしまいます。なので、現在の進み方は非常に遅いと感じています。

今後は、これ以上遅くならないように、最大限頑張っていただきたいと思います。

見直し方針については、一番新しいものは、相模原市が出しています。内容については、

全体方針としての原則を示しています。原則の中に「新規整備は行わない」ことと、数値目

標として 30 年で 20％削減を出しています。中身の濃淡は施設種類等によってそれぞれ違い
ますが、施設の面積ベースで削減目標を出せないと、総論賛成各論反対となってしまい、全

体としてバランスがとれません。全体にキャップを填めることが必要です。中身については、

施設種類ごとに、かなり具体的に記載しています。基本的に、小・中学校以外の施設は、全

て小・中学校に機能統合するに近いことを記載しています。つまり、単独施設はもうやらな

いとしています。あとは、廃止するか民営化するかです。それぐらいやらないと 20％という
削減目標は達成できないということです。ただし、小・中学校を含めて、個別施設ごとにど

うするのかは、地区ごとの問題もあるので、おそらく今後の実行計画を検討する段階で検討

するのではないでしょうか。方針レベルでは、施設種類ごとの方向性までを記載しています。
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どこまで出すのかは、目黒区としてのやり方があると思いますが、少なくとも、問題が大

きいと分かっている段階で、抽象論の方針を書いても仕様が無いと思います。新規凍結原則

と事前調整主義、数値目標の３点セットは、どの自治体も記載していますし、さらに、多機

能化によって吸収することを具体的に記載するようなものになると思います。これらが記載

されないと、問題が解決しません。調査会としての仕事をしたことになりません。

前回の有識者会議で一部ご説明しましたが、文部科学省で１年間かけて試算した結果では、

現在、日本全体の学校施設等で年間 8,000 億円を改築・改修費用に使っていますが、この水
準を維持するために、既存の小・中学校の面積を今後 30 年間で約 35％減少させ、改築・改
修時期を築 50年で長寿命化改修し、築 80年で改築する必要があると試算しています。現状
を維持するためだけでも、これほどのことを実施する必要があり、さらに 8,000 億円の水準
を下げるためには、改築及び改修の費用を下げるなどの取組みが必要であるとしています。

具体的には、今年度の検討課題として、事務局が現在検討しています。

多機能化を図るとされている小・中学校ですら、年少人口の減少等に伴い、面積を約 35％
も減少させなければならないと文部科学省の試算で出ていますので、目黒区の方針の中でも

全体的な数値目標は必ず出していただきたいと思います。

このような形で、様々な分野でもそれぞれ検討が進んでいます。この問題は、巨大な問題

なので、国もそれぞれの分野でしっかりと検討していますので、それを受けて、現場に落と

し込んでいく必要があると思います。

他に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

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、６月 12日（水）の 17時から６階教育委員会室で予定しています。
よろしくお願いいたします。

中身については、今後の方針に向けての具体的なご意見をいただく予定でございますので、

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。
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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


