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会 議 録

名 称 第８回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成２５年６月１２日（木） 午後５時から午後７時まで

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 １０名

配 布 資 料 なし

会 議 次 第

１ 事務局職員の紹介

２ 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

３ 閉会

発言の記録 別紙のとおり
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別紙

＜第 8回 目黒区区有施設見直し有識者会議発言記録＞

１ 事務局職員の紹介

区 側

区 側

区 側

学校施設計画課長の異動がありましたので、事務局職員を紹介します。

学校施設計画課長の照井副参事でございます。

照井でございます。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

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、７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

区有施設見直し有識者会議からの意見

委員長 それでは本日の議題に入ります。

本日の議題は、区有施設見直し有職者会議からの意見ということで、事務局からのご説明

はいたしませんので、お手元にございますこの施設白書を基に、各委員の皆さんから現状と

課題、あるいは今後の方向性について具体的なご意見をいただきたいということでございま

す。

施設白書をお開きいただきますと、目次がございまして１章から５章までありますけれど、

特に２・３・４章を中心に議論をいただきたいと思います。
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順番に検討を行いたいと思いますが、途中途中でご意見がありましたら、委員の皆さんは

ご自由にご意見をお寄せください。

まず、２章は概況の把握ということで、１節に区の概況の把握、２節に人口の状況、３節

に区の財政状況ということで、今後の公共施設を取り巻く客観的な状況です。

ページをめくりながら見ていただきますと、１７ページ以降に人口の記載がありまして、

今のところは増加傾向ということできていますけれども、内訳として見ると、１８ページに

あるように高齢者人口が非常に増えていて、生産年齢人口が徐々に減りつつあります。

これがすでに現在始まっている、始まりつつある動きとなります。

それから将来的にどうなのかと言いますと、将来推計の中で平成２８年ぐらいをピークに

して減少に転じるということです。

日本全体ではすでに減少に転じていることですけれども、目黒区においては、現在はまだ

増えていますが、数年後には人口減少時代に入るということになります。

なおかつ高齢化率はさらに高まっていて、生産年齢人口も下がっており、次の章で財政の

話が出てきますけれども、社会保障費、扶助費が増えるが、税収が下がっていて歳入が少な

くなる、つまり、収入が減って支出が増えていくことになり、財政的には非常に厳しい状況

にあると思います。

よく東京はまだ大丈夫でしょうと思われている方もいらっしゃるのですが、むしろ高齢化

のスピードは、東京の方が速いです。今までと違う人口動態であるという意味では、むしろ

非常に厳しい状況であるということが言えます。

そういう意味で、そのような記述を書いてはありますが、淡々と書いてあるので、この記

述の裏にある将来予測というものをしっかりと考えていかなければならない、危機感を持た

ないといけないと思います。

それから、財政については２１ページ以降ですが、２２ページでご覧いただきますと、公

共施設に投資する予算というのは歳出費の中の投資的経費という、緑色の中ほどにあるもの

です。これは、ここ１０年くらいの間、基本的には下がりつつあり、でこぼこがありますけ

れども減りつつあります。これは日本全国同じ状況で、公共事業がどんどん縮小してきてい

ることを意味しています。バブル崩壊後、公共事業は拡大してきましたが、２０００年頃か

ら、税収も伸びない中で扶助費、社会保障費がどんどん増えており、グラフの青に示した部

分が年々少しずつ増えていることが分かります。

制度改正がありまして不連続なところもありますけれども、基本的には扶助費が増えてお

り、扶助費を増やさないということは社会福祉を薄くすることになるため、税収が増えない

中で唯一減らせるのが投資的経費ということになります。これは日本全国同じことが言えて

おり、本区も全く例外ではない状況です。

その結果、投資的経費の今確保できる予算が非常に少なくなっています。これは、他の区

に比べても非常に少ない状態になっています。今後老朽化した施設を建替えていくとなると、

今使える予算が非常に少ないということ自体が、他の区以上に言えます。

これも時々誤解があるのですが、今、新政権で公共投資を拡大していると思われるかもし

れませんが、１、２年景気対策で拡大していくことはできますが、日本全国で老朽化した資

産を今の状態で更新していく予算は、全くない状態です。ですので、１、２年景気対策で確

保できたとしても、ずっと続けていくことはできないというのは数字的に明らかになってい
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ます。今後、成長戦略がしっかりできますが、その中でも新政権ができて景気対策頑張るぞ

という国土強靭化の流れはあったとしても、トーンが変わってきている状況です。老朽化に

対してしっかり対処していく、必要なものとそうでないものの識別をして、必要なものは安

全性を確保してしっかりやると、それで先送りできるものは先送りする、後回しにするもの

は後回しにすることが明確に打ち出されることになっています。そうでないと財源が全く足

りないのです。日本全体で足りないので、国からの補助金をもらうことも全くできません。

ましてや地方の山奥の過疎地域等では本当に生命にかかわるような道路やトンネルが危険な

状況にあるので、どちらかと言うと政府としてはそちらを優先することになっています。し

たがって、そういう意味では非常に歳入面でもつらい状況が生じていることが言えます。

人口と財政のところで、一応私が専門なのでご説明しましたけれども、各委員から補足や

追加等はありますか。

それでは後ほど総論の中でもこういったマクロ的な話が出てくるかもしれませんが、その

ときにまたコメントしていただいて結構です。

続きまして、３章も全体的な話なので、私の方から総括的なコメントをさせていただきま

す。

３２ページ目に、全体の総括的なコメントがありますが、公共施設に関しては古さと多さ

と両方を見ることになります。それでまず、古いかどうかに関しては、このグラフが物語る

ように、旧耐震基準おおむね建設後 30年以上経過した施設が全体の６割を占めています。建
築物の法定耐用年数を平均すると５０年くらいだと考えると、５０年間の間に平均的に毎年

同じ額を投資した場合、その比率は４０％になるため、４０％を超えると老朽化していると

言えます。老朽化しているということはそれだけ古い施設が多いということなので、どんど

ん更新しないといけないということなのですが、新しい施設が少ないということは、更新す

る予算はないということを意味しています。割り算をすると財源が不足したりしています。

老朽化の割合は各自治体によって違っており、地方圏では４割をきるところも結構あります

が、首都圏は６割くらいが標準的であり、そういう意味では標準的に古いと言えます。どの

区も同じように相当大きな問題に今すでになっていますけれども、考えていかなくてはいけ

ない状況です。

耐震基準という表現がやや誤解を招くのですが、耐震補強は４４．６％補強済みですけれ

ども、耐震補強したということと長寿命化するということは全く別のことです。耐震補強し

たからといって、ずっと寿命を超えて使い続けられるわけではありません。ですから、耐震

補強してなおかつ長寿命化するということを行えば長寿命化できますが、それにはまたかな

りのお金がかかってくることになります。そこを間違えないでほしいと思います。

また、住民１人当たりの延床面積２．０３㎡ありますが、これは多くはないです。多くは

ありませんが、特別区の中では２㎡切っているところも結構あるので、相対的には特別区の

中では多い方だろうと言えます。さらに、東京都が持っている資産は多いです。区民は同時

に都民であり、都税の負担もしているため、区の施設と都の施設を合算して考えると、たし

か４㎡くらいになります。これは千葉、神奈川、埼玉よりもはるかに多い状況です。だから

区のことを考えるのではなく、区民としては同時に都民でもあるので、それを支えていくた

めにはどうしたら良いか、しっかり考えないといけません。現状はすでに相当多くの施設を
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Ａ委員

区 側

持っている、ということをまず認識しなくてはいけません。

それを金額に換えたのが、その次の３３ページ以降の話で、今後１０年間で区有施設を更

新しようとすると、大規模改修も入れて平均７１．１憶円と試算されています。これは総務

省のソフトを使って客観的に計算した結果なのですが、これに比べていくら予算を割けるの

か数字をはじくと、３９．６億円となっています。これは最近１０年間に実際に使った予算

です。これは総務省のルールがありまして、最近５年とか１０年とりなさいとなっていて、

そのくらいは最低でも確保しなさいということなのですが、確保できたとしても、平均３１．

５億円を相当する。この３１．５億円をゼロにするような対策を同時に打っていかないと、

足りませんでしたでは済まなくなります。どうすれば減らせるかということを当然考えてい

かないといけません。この金額を減らす方法で、どんなアイデアがあるのかというのが、こ

れから、全体、個々に十分考えていく必要があります。この不足分を不足率と言っているの

ですが、率で言うと、４割以上になります。これは、かなり不足率が大きいと言えます。施

設が老朽化しており、急激に投資した後、近年はあまり対策を行っていない、ということで

あまり予算がない状態を意味しています。この予算を増やすことができれば、この問題は解

消できるのですが、予算がなぜ公共投資を減らしたかというと、先ほど述べたように社会保

障費が増えたからです。福祉を削ってこちらに持ってくるのが仮にできるのであれば、それ

はそれで一つの方法ですが、それができないとすると、この与えられた予算の中で振り回し

をしないといけません。そうした意味で、この不足率は相当厳しい数値です。

以上の内容が３章から見える課題だと思います。ありとあらゆる手段を取ってもこの４割

を埋められるか分からない状態で、タブーなしで全ての領域で何ができるのかというのを、

ゼロから全部考え直していかないといけないということが必要であろう、ということが、２

章３章の結論だと思います。

では３章についてご意見ありますか。

３３ページのコストの計算は、試算条件に基づいて行っているので、これはこれで構わな

いですが、その中で、中黒点の２つ目についてですが、電気とか給排水、昇降機なんかは耐

用年数がおおむね１５年ということなので、２回目の改修では３０年大規模改修を行うこと

になるため、そういう試算の下で行っていると思いますが、もしも１５年目にこういう設備

系の改修をしていないと現実的ではないです。試算は試算でも結構ですが、そうするとその

部分がいきなり増えてくるのでさらに乖離が増えるような気がします。もし改修をしていな

いとすると、空調は２０～２５年、給排水は３０年でぎりぎりの通用ですから、後ほど用途

別分類で出てきますけど、３０年経過した建物は、少なくとも設備系だけでも全て大規模な

改修をしないと、という話になると思います。それを二回繰り返すとなると、委員長の言わ

れた５０年という法定耐用年数と、１０年くらい伸ばして、学会でも言う６０年まで延ばし

て６０年で建替えをしたとしても、ある一定の年数が経過すると厳しい状況かなという気が

します。

一点、事務局から補足させていただきます。

先ほど３３ページの１０年間の試算のところ、こちらからのご説明でございますけど、考

え方としては今Ａ委員の方から読んでいただいた、総務省のホームページにあるソフトの考
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委員長

区 側

委員長

え方を採用して、ここの７１１億円については区の専管部署で試算した結果でございます。

おっしゃる総務省のホームページにあるソフトを使った試算については、３５ページの方

に４０年間の計算ということで金額を載せています。これについては、それほど数字の乖離

はございませんが、それぞれ個別の試算をしているものでございます。

以上でございます。

３３ページと３５ページで算出の方法が違うということで、それぞれ根拠のある出し方を

していますが、結果としては、期間が違うため比べにくいところがありますが、１．４倍～

１．５倍不足しているという乖離は同じような結果が出ています。

では、今申し上げたようなところは全体的な傾向で、感覚としては非常に厳しい、という

状況を踏まえて４章の議論をしていきたいと思います。

申し訳ありません。

電気関係の更新でありますが、基本１５年で更新するということで、受変電設備等考えて

ございます。ただ、全てのものがそうでないというのはＡ委員がおっしゃるとおりでござい

まして、ただ空調系については２０年はなかなか限界かなと考えてございます。

また、電気系につきましても、やはり照度や省エネルギーの関係でやはり１５年で更新す

るのが今の時代かなと考えてございます。

それでは４章についてですが、全体的なところは１・２・３・４とありまして総合評価を

して、対象施設はこういうところを取り上げていますとまとめてあります。

それから見開きの５のところにＡ３で横長の配置状況というのがあります。地区ごとに、

どのような施設がどのように配置されているのかを読み取るためのものです。具体的な話を

今後していく中では、こうした資料を横目で見ながら議論をしていただきたいのですが、空

いているところは何かあった方が良いという考えで埋めていくと全く財源はない状況ですの

で、むしろ地区ごとにうまく機能を役割分担していく、もしまとめられるものがあればどん

どんまとめていく、隣の地区と一緒に共用する、場合によっては隣の区と共用していくこと

で、機能を維持しながら施設を減らしていくにはどうしたらいいかということを、みんなで

考えるための配置図となっています。このような資料があるということをしっかり認識して

おく必要があるのと、そのうえで５３ページ以降で、具体的な施設ごとの話になっていきま

す。ここは順番に皆さんの今までご議論いただいたことと重複すると思いますけれども、コ

メントをいただきたいと思います。

まずは、５３ページの庁舎等についてです。ここは総合庁舎の他、防災センターとか地区

サービス事務所・行政サービス窓口、あとは保健センター等々、かなり規模としては大きい

ところですが、ここについてはどういう施設が、どういう仕事をしていて、どのように利用

されているのか、それからどういう人員配置があるのか、コスト状況としてどれくらいお金

をかけているのかということが記載されています。当然これは職員がボランティアで行って

いるわけではないので必ずコストがかかるわけで、こうしたコストに見合うものなのかどう

かを評価していく、という事だと思います。
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Ａ委員

Ｂ委員

Ｃ委員

Ａ委員

委員長

区 側

それでは、皆さんからご発言していただきたいと思います。

５５ページを見ますと、建物総合評価の中で老朽化に該当する施設がかなり多い状況です。

これを考えると老朽化対策で、備蓄倉庫とか地区サービス事務所、これを全部、大規模改修

していくのだという話にできるかどうかという問題があります。そうすると、例えば地区サ

ービス事務所をいくつか統合する話があるのか、それから、備蓄倉庫まで踏み込むのかどう

か、他用途との比較等、老朽化の問題から、庁舎の中でも少し、整備統合が必要になってく

るのではないかなという気がします。

５８ページで、地区サービス事務所の件ですが、目黒駅の行政サービス窓口を除いては、

全体的に全ての施設で年間利用件数が減少傾向にあると思うのですが、割合は少しずつです

が全体として下がってきているということが、あげられるかと思います。

６５ページの窓口サービス１件当たりコストの表を見ますと、かなりばらつきがあり、処

理件数にも差が見られます。こういった点で、先ほどのサービス窓口がどのくらいの面積に

何件という分布がはっきりは分からないのですが、あまりにばらつきがあるようであれば、

やはり利用件数が少ない施設は見直しが必要なのかなという風に思います。

サービスのコストという点についてはよく分からないのですが、人件費の占める割合も多

いのかなと思うので、施設の見直しというだけではなくて人員の適正配置も合わせて必要に

なるのかなと思います。

５６ページで、受付時間のことが書いてありますが、通常で８時半～１７時で、夜間等が

土日で総合庁舎と目黒駅の駅前で行っているとなっています。これは他の市では、コンビニ

エンスストア等で窓口サービスを行っており、夜間でも行うところもあるので、例えば、時

間帯をもう少し幅広くできるか、夜間できないのだったら土日だけでももう少し幅広くとい

うことが可能なのかどうか等、他の市町村も見なければいけないでしょうが、もう少し民間

の力を借りて、確か民間で行った方が値段も安くなっているということもあるので、そうい

った検討も必要ではないでしょうか。

そうですね。他自治体の例を記憶してないですが、目黒区ではコストが２，０００円とか

３，０００円とかとなっており、これだけ見ると、そんなにかかるかなという気がします。

それだけお金がかかるなら自分がやった方がいいよという意見もあるわけで、淡々と数字を

出すだけでなく、それを評価することがやはり必要だと思います。

人件費と施設コストっていう区分がちょっと分かりにくいと感じます。人件費がどちらに

入っているのかちょっと分かりにくいです。６３ページだと、人件費の黄色の面積も非常に

大きくて分かりやすいですが、６５ページになるとほとんど青になっています。

ご説明させていただきます。６０ページ、６１ページのコスト計算書上の色を使わせてい

ただいて、施設にかかるコストに人件費を入れております。

確かに６４ページではその中で色分けをしていますが、６５ページは大くくりの施設にか
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かるコストと事業運営にかかるコストとに分けています。ですから大体割合は６４ページの

一番下のトータルコストのグラフを見ていただければ、基本的には６５ページのブルーの中

で、６４ページの一番下の黄色いところにあたるものが割合として入っているというように

読んでいただけます。

上の原票を見れば、半分くらいは人件費であることが分かります。お話にあったように施

設の見直しももちろん必要ですが、体制の見直しも必要で、逆に言うと人件費だけで１，０

００円くらいかかっているということになります。時給１，０００円の人が働いていると１

時間かかるということですので、本当かなと、少し高すぎるのではないか、と利用者から見

たときに感じると思います。このへんは、コンビニエンスストアの利用等が対策としては出

てくるだろうと思います。

次に、６６ページからが区民施設で、ここはかなり細かく分かれています。

まず、男女平等・共同参画センターです。これについては同様にコストまで、７１ページ

目まででコメントありましたらどうぞ。

まず、２０年を超えているので、先ほどの話でいうと、電気関係とか設備関係の対策が終

わっていないところは早急に対策が必要になるので、もしこの施設を残すとなるとそのあた

りで今後、投資が出てくるのかなと思います。

６９ページから７０ページにかけてですが、貸出し施設の稼働率が施設全体で４８．６％

ということで、年間利用者数が約２万９，４８８人で、そのうち資料室相談講座の利用者数

が８，１８８人で２８％となっていて、少し低いのかなという感じがします。

７１ページの図表のところに、利用者１人当たりの費用が３，９０２円で４，０００円近

いということになっていますが、これが高いか安いかということについてはいろいろな意見

があると思いますが、やや高いと言えると思いますので、施設の見直しと、利用者が増えれ

ば１人当たりのコストも下がると思いますので、施設を残すなら利用を促進する政策も必要

と考えます。

ありがとうございました。

施設の本来目的に照らすと、利用状況がご指摘として少しずれているのではということと、

やはりコスト的に非常に高いということ、そういう問題があるということだと思います。こ

れは建物そのものが本当に必要なのかどうなのかというところに立ち返って考えていかない

といけないのだろうと思います。

それでは、次が７２ページの区民斎場についてです。

セレモニー目黒のトータルコストが、６，３８２万円ということなのですが、これは指定

管理者で行われているのですね。そうするとほぼコストは施設管理者に払うお金で、ほぼ全
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部になっていると思われますが、そこが良く分からないです。

７４ページのところに表とグラフにしてありますが、おっしゃるような委託料については

グラフで言えば、３，１９９万円とございます。その値のところが指定管理料が入っている

ところです。

セレモニー目黒は斎場ということで、区民にとって非常に重要な施設だと思いますが、年

間の利用件数というのはどうなのでしょうか。

コストが出されていることですが、利用件数で割ると結局１回当たりの費用が算出できる

ので、１回につきいくらぐらいでできるかと、これが民間の斎場を利用する場合よりもかな

り低額で使えるということであれば区民にとって必要なサービスかなと思いますので、１件

当たりいくらかかるのかということも関係あるのではないのかと思います。

他の区でも公設斎場はあるのでしょうか。

どういう経緯で建設されたものなのでしょうか。

区で行っているところと、共同で行っているところとあります。

これだけ民間の斎場がいっぱいあるので、公設斎場を維持しなければならないのか、とい

うことを検討するための材料としては少し不足しています。

もし指定管理ということになったら、もともと民間が行っているし、という議論になると

思います。

先ほどのご質問の中の利用件数は、区有施設基礎データ集には記載がありまして、平成２

２年度ですと年間４０８件、利用率で言うと５６．４％という統計でございます。

ここは何か利用制限があるのでしょうか。

委託費・委託料と利用料収入を比べると、委託料の方が高くなっています。利用料金制は

とってないということなので、収入は全部区に入ってくるということだと思います。しかし、

区に入ってくる収入を上回る委託を指定管理者にしているということになるので、その部分

は区が補填しているということになります。それは、民間が高く吹っ掛けているわけではな

いとすれば、指定管理者側はきちんと一年中使えるような費用を請求しているということで、

民間の斎場はそれできちんと採算をとっているわけで、これで逆転が生じるということは、

収入が低いということ、あるいは稼働率が低いということもあるかもしれないですが、単価

が安く設定されていて、あえて民間の斎場よりも安く設定するためには、利用者に何らかの

制限がないといけないと思うので、そういったところがどうなっているか把握する必要があ

ると思います。

そこまでは区有施設基礎データ集にも書いてないので、お預かりして確認します。
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そのあたりが、どうしても区が持ち続けなければならない、という証明は非常に難しく、

むしろ民間に全部譲渡して、民営化して民間の斎場としてやってもらう検討も必要かもしれ

ません。施設が併設となっていて、物理的に単純には難しい点があるのは事実ですが、年間

数百万ですけれども、トータルコストでいえば２，０００万円くらい赤字を出し続ける合理

的な理由があるのかどうか、という点についてはちょっと説得力がないというように感じま

す。

これは区民の葬儀の場となっていますが、空いてれば他の区民も使えるのでしょうか。そ

れが全く使えないならばいいのですが、他の区民に使わせているのであれば改善の余地があ

るのではないでしょうか。

改めまして、その詳細な利用状況等について確認して、ご報告いたします。

次の住区センターについてです。これは区の特徴のある施設だと思います。

８０ページですが、全体的に言っておくと老朽化が非常に進行していて、大規模改修や建

替え時期を迎えているのではないでしょうか。

８１ページの年間利用件数・利用者数を見ますと、利用者別というところで登録団体利用

が７２％で、一般利用を大きく上回っていますが、これは特定の団体とかが利用することが

多く、一般の区民利用が低いということではないでしょうか。もしあまり一般の区民の利用

がないというのであれば、必要性が低いということではないかと思います。

実際の登録団体としても区民を中心に登録していただいているという成り立ちでございま

す。その団体の中で、この白書に延べ件数は載せていますが、どの団体が実際どのくらいと

いうところまでは、まだ詳細な把握はしていないところです。

８６ページで、施設に関する委託料が１，３００万円、１，２００万円、少し安い所でも

９００万円くらいであり、１，０００万円前後で全部が委託料として委託されていると思い

ますが、その割には利用件数がすごく幅広くなっており、そうすると利用１件当たりコスト

も当然利用件数が変われば、１件当たりのコストが利用件数に応じて幅が出てきてしまうと

思います。

利用１件９，０００円というのは公民館の相場という感じで、民間の会議室を２、３時間

借りたらどうでしょうか。これの半分以下で借りられるのではないでしょうか。なので、住

民が会議をする所は必要だとしても、それが区の施設でなければ絶対だめだというのは話が

違う。皆さんが集まれるような機能の方を大事にして、施設に関しては、他の同様の機能を

持っているような施設もあるようなので、そういったところを合わせて考えていく。あるい

は民間施設の利用に対して、利用補助に切り替えていくという考えがあるのではないでしょ

うか。前にも言ったかもしれませんが、千葉県の八千代市の私が住んでいる町会では集会所
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的なものは一切持っていないので、集会する度に近所の学習塾を借りています。１時間１，

０００円で借りています。２時間２，０００円です。民間の空いている部屋を借りると、民

間の大家さんも大変助かるわけで、いろんなところでやればいいので、特定の人が使うこと

もない。そのあたりは住区単位でいろいろ皆さんが集まって考えることはよい伝統だと思い

ますが、それと施設がなければならないと考えるのを短絡的に結びつけない、ということだ

と思います。

Ａ委員の方から委託料の話があった中で、委員長から運営のお話がありました。

今現在の運営状況としては、８５ページの(エ)のところに書いてありますが、基本的に会議
室の運営については指定管理者制度をとっていまして、おっしゃるコストの委託料に関して

はそれが含まれているのが現状でございます。

現状は分かります。

住区住民会議も大事な話なので、協議の場としては非常に大切です。それが、指定管理者

となると果たして良いのかなとなると思います。また、会議室だけの運営であれば、よく多

いのは商店の方がお店で受付して、単純に鍵の受け渡しだけを行うケースもよくあります。

施設の維持管理は、借りた人の責任で行っているところもあります。いろんなケースがあっ

て、住民会議自体は大事ですが、それと指定管理者と建物というのは、分けて考えるのが良

いと思います。

それでは、次に中小企業センターです。

９２ページですけれども、実態を見ますと３施設とも非常に老朽化が進行していて大規模

改修・建替えの時期を迎えていると思います。

９４ページの稼働率を見ますと、特に施設別稼働率につきましては、４７．４％というこ

とで低いと思います。平日と比べて土日の稼働率が高いということがありますが、全体とし

ては低いと思います。

それに関連してなのですが、当然利用率が低ければ、９８ページを見ると１件当たりコス

トは稼働率にともなって金額にかなり幅があります。

名前は違いますが、中身はあまり変わらないですね。会議室なり集会室なり、要するに、

空間を使う目的が違うから名前が違うけれども、実際の構造上は会議室なので、別にそれは

消費生活の観点から会議してもいいし、勤労福祉の観点から会議してもいい、中小企業の観

点から会議してもいいわけで、こういう施設をやはり統合していく必要があると思います。

補助金があったのかもしれないですけど、無理に政策ごとに施設を持つ必要は全くないと思

います。それを無理に持とうとするとこういうアンバランスになる。使う側は会議ができれ

ばいいので、別にそれは中小企業センターで会議しなきゃ我慢ならんということではないと

思います。ここは大胆に改善していこうと思います。集会とか会議室の機能は看板にかかわ
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らず、全て一つの発想で見ていって、それをどういう風に配置していくかを考える。不幸中

の幸いですが老朽化しているということは、それを考えるタイミングでもあるので、これか

らは機能ごとに考えるのではなく、施設は複数の機能を持つ、まずできるように考えていく、

としないととてもじゃないが追いつけないと思います。

次は、９９ページ居住施設です。

居住施設ですが、１０１ページの実態を見ますと非常に老朽化が進行しています。建替え

または大規模改修などの検討が必要だと思います。

９９ページ、区営住宅は住宅困窮者に住宅を提供するという福祉的な政策だと思いますが、

区民住宅を区として提供する理由はなんでしょうか。かなりマンションでも賃貸とか分譲も

あります。区として区民住宅を持つ理由、維持管理する理由が本当にあるのか、区として持

たないといけないのだろうか、ということを今後考えていく必要があると思います。

３１ページのグラフに出ていますが、用途別の分類で居住施設が１１．２８％です。庁舎

と同じくらいあるというのは、首都圏では非常に珍しいことで、それだけ覚えておいてくだ

さい。原因は区民住宅だと思いますが、東京都の場合は都営住宅もあるので、区内にあるか

どうかは分からないですけど、そういうとやはり少ないので、なおかつ、所得の高い区であ

りながら、住宅政策に区がどこまで注力するのか、ということは、相当議論しないといけな

いと思います。

次は児童施設１０７ページです。児童施設は、児童館と学童が１１７ページにあります。

まず児童館に関してからお願いいたします。

１１０ページで、特に老朽化というところは昭和３４年建築ですとか、昭和４９年、３６

年建築という非常に古いものがありますので、こちらはやはり早急に大規模修繕ないし建替

え等の検討が必要ではないかと思います。

この中で昭和３４年建築の施設につきましては、国から購入した建物を昭和５８年に耐震

補強を行い、大規模改修をして現在利用している状況です。ただし、躯体につきましては当

時のものを使っている形でございます。

昭和３６年の中央町児童館は、廃校になった中学校を活用して児童館に転用して使ってい

る施設でございまして、耐震補強につきましては当然学校であったので終わっておりまして、

平成２１年に大規模改修を行っている状況でございます。

１１１ページですが、施設別利用者数のところで、全体的には小学生が過半を占めていま

すが、個別の児童館を見ますと、大人が児童館を使っているのと、中央町児童館は高校生・

中学生がかなり使っていて、幼児の方から大人までバランスよく、児童館と言いながら使っ

ています。一方、東山児童館とか目黒区民センター児童館は、小学生がかなり使っています。
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小学生が必ず使っていますが、利用者数がバランス的に違い、施設により幅があるようです。

１０７ページのところに施設一覧があり、実際に施設を見てみないと分からないですが、

児童館、学童、住区センター、場合によっては老人いこいの家が併設しているようです。併

設というのは、同じ敷地の中に別棟という意味でしょうか。同じ建物内という意味でしょう

か。

児童館の利用形態について、若干私の方から補足説明させていただきます。まず、それぞ

れの児童館で、成り立ち・地域特性というものがありまして、特に中央町児童館の場合は六

中の跡地を使い、中高生対応を売りにしています。杉並区の「ゆう杉並」という施設をモデ

ルにして、楽器の使える音楽スタジオを備えるということで中高生が多くなっています。

また、単独の児童館と併設児童館がありますが、学童保育クラブを併設している児童館に

ついては、通常、学童保育クラブに通うお子さんとともに、学童に入っていないお子さんも

一緒に遊んでいる傾向にあります。

利用状況によっては、かなり多いところと違うところがありますけれど、目黒区民センタ

ー児童館について申し上げますと、大型館と小型館というのがありまして、東山・目黒区民

センター・上目黒住区センター児童館・緑が丘児童館等は、大型児童館として区として整備

しているので規模が大きくなっています。特に目黒区民センターの場合は、固定したお子さ

んの利用というよりも、むしろ夏休み等も含めていろんなところから集まってくる特性があ

り、それぞれの施設で利用形態が変わっております。

詳細な分析は、所管でされているわけですが、大まかに申しますと以上のとおりでござい

ます。

学校に併設しているのはないのですか。

児童館につきましては、学校併設はございませんが、学童保育クラブにつきましては、１

１７ページにございますとおり、学校に併設のところについては備考欄に記載のとおり、上

から８番の田道小学校、１８番の中根小学校、２０番の宮前小学校、２３番の東根小学校と

いうことになっています。これは歴史的な経緯がありまして、このような形になっておりま

す。

今後については、検討課題と考えております。

放課後としては、それぞれの機能は維持するとしても、施設を現状のような形で維持する

のは不可能だと思います。やはり、学校施設と一体的に行っていくということが他の自治体

でも多く行われていることでして、数も学校区単位に収れんしていくと思います。そういう

方向で考えていかないと、なかなかコストが減るというのは難しいと思います。

質問よろしいでしょうか。

先ほどの区民センターのところの施設について、集会施設機能ということでは勤労福祉会

館も、消費生活センターも、中小企業センターも同じだというご意見がございました。
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それから、今の学童保育クラブについても、学校の中での設置の検討ということが、ご意

見としてございましたが、例えば勤労福祉会館を消費生活センター内や中小企業センター内

に寄せた場合に、複合施設ですので、その跡地をどうするかということが非常に悩ましいと

ころもありまして、現実にそこの建物に一体となっている中で、跡利用を考えた場合に、逆

に経費がかかる。全部解体してリセットするのであれば別ですが、その複合施設の一部を他

のところへ寄せる、集約化する、という方法は我々も十分手法としては、研究しているとこ

ろですが、その跡利用は非常に難しく感じているところです。

それについて何かお考えがあれば、お伺いしたいと思います。

結論は次のステップだと思うので、全く白紙のところに絵を描くわけではなく、現在ある

ものから変えていかないといけないので、当然そのひずみというのが出てくると思うのです

が、あくまで法則、あるべき姿はこうだよ、だけどこの部分についてはこういう事情がある

ので例外的にこうだよと、原則と例外を仕分けておかないと、例外が原則になってしまいま

す。

この会議では、原則をしっかりつくって、それで本当に予算不足が解消するのかどうかを

明らかにしないといけないわけですので、例外をつくれば予算不足は絶対に解消しない。そ

んな無責任な委員会ではないので、原則のところはしっかりとおさえたいと思います。

統合先は学校が基本になると思います。学校以外の小さい施設に統合しても、ほとんどが

節減の効果にならないと思います。そうは言っても、「ここは大きいからこういうところに集

めればいいじゃないか」というのは、固有名称が出て議論をするのならば、場合によっては

そちらの方が効率的になるかもしれませんが、それは次のステップのことだと思います。

学童についても、今議論が多少入りましたけれども、補足的に何かご意見はありますでし

ょうか。

１１７ページ、１１９ページを見ますと、学童保育クラブはかなり老朽化、今後老朽化に

相当数が入っているので、老朽化の問題をどうするか検討する必要があります。

学童保育クラブは特に、小学校低学年を預かるということですので、なるべくなら小学校

施設内にあった方が子供さんの安全性の面でも優れていると思いますので、積極的に学校の

中に併設していただければと思います。

児童館の方で１１２ページの運営状況を拝見しますと、中央町児童館が平成２２年の開館

ということで新しいと思うのですが、この施設だけ委託になっていて、その他の１３施設は

直営でされている、ということなのでこの部分の検討も必要かなと思いました。

では、次は保育園についてです。

保育園についても、かなり老朽化が進行していますので、大規模修繕等が必要ではないか

と思います。
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１２８ページの定員と在籍数についてですが、２１年度頃から急速に入園状況は増加して

おり、かなり定員数を増やしたとしても、さらに在籍数は増えて、おそらく待ちの状況の方

もいらっしゃると思うので、この状況は相当、今後も続くと思います。そうすると、このま

ま定員数を増やしていくのか、それか先ほど述べた老朽化のことをどうするのか、定員数を

超える在籍数、これにさらに待機児童数・待機保育園、こういったところをどうするかが課

題となります。

１２９ページを見ますと、今のお話にもありましたように、待機児童数の推移があります

が、待機児童数がやはり増えているので、この解消が課題になっていると思います。

総論で、目黒区の人口が今後高齢化したり、人口減少のお話もありましたけれども、やは

り少子化対策として待機児童対策とか保育園の設備を充実することにより、若い世代が目黒

区に居住するような政策を充実させるという面からも、やはり保育園は早期に大規模修繕や

建替えということで施設を充実させていただきたいと思います。

別の観点ということで、公設公営の保育所の数の多さというのは、他の区と比べたとする

とそんなには多くないでしょうか。

保育園につきましては、今、待機児童解消については皆さん方と同じ考えで、これまでも

取り組んでまいりましたが、今後も取り組む予定です。

今後１０年間の民営化計画を作成していて、特に老朽化施設については、一旦、仮設に移

って、空いた後について民設民営で運営していくという１０年間の計画を持っています。公

設の保育園というのは順次減らしていくという考え方を持って取り組むこととしています。

これは児童館・学童も、先ほどは申し上げなかったですけれども、この１０年間を目安に

民営化計画を作っており、こちらの方も区民意見を聴きながら進めていくこととしています。

このへんのところを、もう計画があって進めているのであればそれを反映させて、将来ど

うなるか、次のステップではそれをやるという事だと思います。そういう意味では、横浜市

が積極的に民間保育所を建設しているような成功事例がありますが、そういう民間でできる

ものは民間でどんどんやってもらうっていうのがないと、なかなか難しいと思います。

保育園は結構大事だと分かっていますし、公設民営とか、民設民営もあります。それ以外

にここにはちょっと出ていないですが、病児保育などは、やってらっしゃるのでしょうか。

病後児保育は、民間の病院と提携しまして、今、区内３か所だと思いますけれども、病後

児保育を行っています。病児保育については、原則として、お子さんが病気の最中について

は基本的にはお預かりしない。ただ、回復期にあるのだけれども、登園許可等との関係で、

病後児の保育については、対応はしています。それは区の施設ではありませんで、民間の医

療機関等と提携して行っています。保護者のニーズとしてはあると思います。
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それでは次、福祉施設についてです。１３５ページ、高齢者福祉からいかがでしょうか。

１３７ページを見ますと、築２０年を超えている施設もありますので、今後も老朽化対応

が必要になると思います。

１３９ページで、全て指定管理者で、かなりの金額の指定管理料を委託料として支払って

いる状況だということが分かります。

逆に、民間の特別養護老人ホームとかもあるのでしょうか。民間でできないようなものに

関して、公設で一部民営、基本的に提供しているということでしょう。

在宅サービスセンターというのは、民間ではないですよね。きちんと仕分けたうえで、区

がやらなければならないものに限定している結果なのでしょう。

ただ、２０年以上前の話だと思うので、民間との役割分担というのを再度見る必要がある

と思います。民間のサービスは相当しっかりしているけれども、ただやっぱり目黒区なので、

民間としてもやれるものはやりたいと思っていると思います。指定管理者というのは基本的

に、施設は区の負担になるので、施設を含めて民間で行ってもらうといのが基本的な方向性

だと思います。そのへんの検討状況がこれだけ見てもよく分からない。

先ほどのようにこういう計画があります、ということも合わせて見えるようにしてくださ

い。

老人いこいの家１４１ページです。

１４７ページを見ますと、こちらも老朽化が大変進行していて、大規模改修・建替えの時

期を迎えていると思います。

１５３ページを見ますと、利用者１人当たりコストがかなりいこいの家の間で差が激しい

と思うので、コストが非常に高くなっている部分について、稼働率が低いのか、そういった

見直しが必要かと思います。

老人いこいの家を実際に見てないので分からないのですが、ものは何でしょうか。何があ

る家なのですか。物理的な構造はどうなっているのでしょうか。他のだと、集会室だとかが

出ているのですが。

大体レクリエーションをやるような形の会議室に近くて、和室があるようなところが多い

と思います。

単独の建物の場合もありますし、住区センターと併設されているのもあります。

これも先ほどの話と同じですが、住区センターの会議室といこいの家の会議室はどう違う

のか見たときに、いこいの家は和室ですと言って、でも私の住んでいるところですと、和室

は全廃です。足が痛い、という事で逆にいすを用意しています。そもそもいこいの家はあり
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ません。手厚い福祉の政策の中でそれが施設になっているということなので、今の状況でや

はりゼロベースで考えないといけないような類のとこかなと思います。

ただそのいこいというのか、集まってカラオケとか囲碁・将棋をやるとかそういった場所

が必要だったら、それをいこいの家という名前でなくて、学校の中にそういうスペースがあ

って、それは公民館なり集会所みたいなものとして使えるようなだれでも使えるようなスペ

ースを、その代わり数はいっぱい用意する、という方向だと思います。

これを縦割りで、これは老人だ、これは女性だ、これは青年だとかする必要はないですよ

ね。縦割りで見ていると、それぞれごとで必要だという気持ちになってしまいますが、そも

そもそうなのかという原点に立ち返らないといけないと思います。

それから、障害者福祉施設１５４ページです。これはちょっと用途が限定されているので、

分かりやすいと思います。

それほどではないですが老朽化がいくつかの施設であります。また、障害者施設でありな

がら、バリアフリー対応していないのは使いづらいのではないかなと思います。

特にバリアフリーの関係で、例えば平成５年当時にできた施設、昭和６２年、昭和５５年

につきましては、ユニバーサルデザイン、バリアフリーの考え自体がかなり昔のままでして、

当時可能な限りで対応はしていますけれども、躯体を直すまでの対応はできませんので、段

差解消等がおのずと限界があり、なかなか対応が難しいという形になっています。手すり等、

付けられるものは当然付けてございます。

１５７ページですけれども、利用状況・運営状況のところを拝見しますと、これも先ほど

の児童館と似ていて、運営形態が非常にいろいろありまして、直営のものと業務委託のもの

と指定管理者とさまざまになっているので、これについて検討が必要と思います。

これも中身がよく分からないのですけれども、消防みたいに特殊施設が必要なものと、そ

うでないものとあると思います。

それから障害者福祉施設といってもいろんなタイプがあるので、健常者と一緒に施設を利

用した方が良い場合もあるし、運営した方が良い場合もあるだろうし、少し微妙だとは思う

のですけど、何らかの工夫ができるような気がするので、ここはいろんな形で知恵を出さな

いといけないと思います。

それから１５９ページの母子生活支援施設についてです。

１６０ページを見ますと、定員２０世帯のところが１７世帯ということで定員にはなって

いませんが、ただ母子生活支援施設というのが、ＤＶ被害を受けたような方が緊急的に避難

するような施設ということであれば、いつも定員というよりはむしろ緊急時に備えるよう空

きがあった方が良いのかもしれないので、それはそれでやむを得ないのかなと思います。

また、１６１ページの施設別トータルコストということで、それぞれ７，０００万円と９，

５００万円程度ということで、かなりの費用がかかっているのですが、この中で委託料とい
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うのは何かこの施設に特有な理由があって、委託をする必要があるのであればやむを得ない

と思うのですが、まあかなり高額だと思うのでそのへんの見直しが必要ではないかと思いま

す。

委託料は指定管理者制度を採用したうえでの委託料ということでございます。

何でそんなに要るのですか。

施設関係費は入っていないですよね。

入っていません。

そうすると、あとは人件費ということでしょうか。

そうです。指定管理者として配置されている専門職を含めた職員の人件費ということにな

ります。

２０室に対して６，０００万円かかるということは、１室３００万円かかるということで

すね。それは何か特殊なことをやらないとそんなにはならないので、特殊なこととは何でし

ょうか。

これは生活支援施設ということで単なる母子アパートではなくて、職員を配置してさまざ

まな生活の支援をするというところで、そういった支援員を配置しています。そこの人件費

が含まれていると思います。

３，０００万円というと全員で何人ですか。

人件費だけではなかったと思います。光熱水費等も入っていたかと思います。

人数としては、配置基準等を踏まえた配置をして、指導員１０人はいっていないと思いま

すが、最近では、心理的な関係のサポートが必要で心理職を配置しているような状況です。

これは指定管理者が配置しているのですか。

はい、指定管理者が雇用しています。

区の職員ではなく、資格関係を有する有資格者を何人か配置するという条件で指定管理者

を採用しているということですね。

運営の中身は分かりましたが、施設が公共施設でなければならないのはなぜしょうか。こ

ういう施設は借り上げではだめなのでしょうか。そうすると、需要が増えたときにも、なん

かだめと言わなくてよく、柔軟に対応できるように感じます。
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今この２施設が目黒区内にありますが、１６０ページのところでは定員それぞれ２０世帯

に対して１７世帯ずつの入居の状態になっていますが、これが最近もう少し減ってきて、１

桁に落ちてきている状況がありまして、今、２施設を１施設にできないかという検討を進め

ているところです。

次は学校です。１６２ページから、これは小学校中学校共通していると思うので一緒に見

ていきましょう。

一緒と言いながら小学校を見ていただくと、１６７ページの建築年数が昭和３０年代がほ

とんどになっています。そうすると建築後約５０年経過しており、通常の考えで言うと全て

建替えないといけないことになります。新しい算定条件として６０年としても、あと１０年

もつかもたないかという状況です。これを長寿命化するならばどうするかという話もありま

すけど、根本的に老朽化対策とかどうするか、というのが大きな課題だと思います。

中学校はもっとすごいことで、中学は１７５ページにいくと、目黒中央中学校が平成元年

建築で、それ以外は昭和３０年代になっています。

この集中ぶりは見たことがないです。なだらかなピラミッドは大体形成されていますが。

学校は、木造校舎に始まり、児童数・生徒数の増加に応じて、順次増改築・鉄筋コンクリ

ート化をして教室数を増やした、その様な経過がございます。

ここに出ている数字は、数年かけて建てている中で一番古い年度の年数を書いています。

ただ数年単位で順次増築している状況でございます。

１６５ページを拝見しますと、小学校の児童数・学級数なのですけど、昭和５５年当時か

らずっと減少していまして、今では４２％まで減少しているということで、昭和３０年代当

時の想定された規模から言いますと相当減少していると見受けられます。

１７３ページの中学校を見ましても同様で、さらに昭和６０年をピークにして、現在では

３６％ということですので、極めて大きく減少しているのかなと思います。

学校施設のご担当からコメントがあれば、結構我々としては幅広くいろいろと見ている中

で、突出して老朽化が進行しており、当然何らかの処方箋をお考えだと思うので、それをち

ょっと伺えたらと思います。

１つは今、Ｂ委員からおっしゃられたような児童生徒数の規模ということで言えば、この

有識者会議でも途中一度、議題にもさせていただいた、中学校については望ましい学校規模

ということでの統廃合の検討、これはもう始めているところであります。

そのうえで、建物全体ではおっしゃるとおり、老朽化が進んでいるところが集中している

実情は、これは先ほどのご説明の中の１０年間７１１億円の中でもやはり、小学校何校か中

学校何校か入ってきている状況を踏まえたうえで、今は、建物そのもので言えば、この施設

見直し全体の中で検討していきたい、今はそういう位置づけでございます。
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教育サイドとしての方針は今のところないということですね。

そうは言っても、中学校にしても小学校にしても統廃合をするための目安って必要だと思

います。最低限このくらいのクラス数、あるいはこれを下回ったら対象にしますよ、という

基準はないのですか。

中学校について適正な学級規模ということで取り組みを始めていますが、現段階では検討

中ということです。中学校について、適正な学級規模、生徒数の検討をしている段階です。

小学校はまだ始めていません。

小中学校に関してこの委員会で何校にしなさい、とは言えるような話ではないので、それ

は教育委員会として責任を持ってお考えにならないと、結果的に足りないから作れません、

みたいなことにしかならないです。なので、こういう考え方でこういう風にしていくのだよ

という、原則は必要だと思います。

そこは教育サイドでのお考えというのを、紙に書いてなくても良いので、次回以降言って

いただかないといけないと思います。

どこでも今は、こういう場合には統廃合の対象にしますよ、という明確な基準を作りつつ

あるので、それを引用してきても良いと思います。

何らかのメルクマールがないと、議論ができない。圧倒的に学校は大きいですから、ここ

をどういう風に整備していくのかというのが重要だと思います。

結構待ったなしですね。

コメントが大規模改修と書いてあるのですけど、大規模改修で本当に済む状況なのか、と

いうのもあると思います。ある意味では改築までしないといけないということも考えると、

待ったなしの状況だと思います。

本来大規模改修をすべきタイミングでしていない状態で、ずっと使い続けてきたと思うの

で、今さら改修して追いつくのかどうかというのは、技術的な評価が重要になると思います。

昭和５０年代後半から耐震補強を始めまして、平成１７、１８年までに耐震補強を全て終

えている状況で、学校によっては耐震補強等を兼ねて、校庭に仮設校舎を建て、大規模改修

した学校も数校あります。

ただ、それは全ての学校ではありませんので、今までの状況から今後の課題を考えるべき

ではないかなという考えでございます。

ここは、次回、もう少し情報を出していただけますか。

それでは幼稚園ですね、１７８ページからです。

幼稚園について１７８ページの表で、小中学校ほどではないのかもしれませんが、やはり

老朽化が進行しているということで、幼稚園は先ほど話していた保育園と機能というか、共

通しているところがあると思いますので、設置の根拠は文部科学省、厚生労働省で違いはあ
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るのかもしれませんが、やはり機能から見たら、効率的な配置等を考えた方が良いのかと思

います。

１８０ページですが、先ほどの保育園とは逆に、定員数と在籍児童数の関係で、２園ほど

定員いっぱいのところもありますけど、あと３園はかなり下回っているという状況です。こ

の入園率の下回った状態で本当にこのまま存続するのか見当が必要だと思います。

１７８ページの上の文章の中に見直しの方向が書いてあり、３つはこども園、２園は閉園

ということなので、やはり公設の幼稚園は、特に本区のような場合、必要性は相対的に薄い

と思います。また、認定こども園というのは民間に移行するということでしょうか。

公設のままこども園です。

そういうものを前提に計算してみるということですね。公設の幼稚園、こども園を含めて、

全体のバランスの中で考えないといけないと思います。

では次に、その他学校関係施設１８３ページです。これは林間学校とか自然の家系で、こ

れは区外の施設ですけれども、区の財産です。めぐろ学校サポートセンターは区内にあるよ

うです。これについてはどうでしょうか。

１８４ページのめぐろ学校サポートセンターは、建築が昭和３５年ということで、やはり

老朽化しているので見直しが必要なのかなと思います。

１８５ページで、ここはたぶん委託だと思うのですが、委託で指定管理者だと思うのです

が、興津自然学園は４億８，０００万円ほどで委託されています。利用実態がどれくらいか

がないので、一人当たりどれくらいかが分からないですが、自然学園というのはどういう形

なのか、学校全体がそこを使うとなると１人当たりはかなり安くなるのかな、という気はし

ているのですが、それにしても４億８，０００万円というのはちょっと多い金額かなと思い

ます。これは工事請負費が入っているのでしょうか。

まず１８４ページでございますが、めぐろ学校サポートセンターは、廃校した中学校をサ

ポートセンターということで教職員の研修所として活用している施設でございまして、これ

につきましては中学校時代に耐震補強しまして、平成２０年度に大規模改修したという状況

でございます。ただ躯体は従前のものを使用してございます。

あと、興津自然学園でございますが、これは１８５ページの４億８，３００万円という金

額でございますが、これは工事請負費が約３億９，５００万円という形で入ってございます。

これはもともと興津の健康学園ということで、ぜんそく等お持ちのお子様をお預かりする学

校施設だったのですが、区外の宿泊施設として、小学生等の宿泊施設として用途変更・大改

修してございます。その時の工事費用としてかなりの金額がかかっているということで、ト

ータルとして２２年度かなり費用がかかってございます。
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そうするとこのままこれは、一応工事費をかけたという事で、今のところ存続するという

考えなのですね。

引き続き利用ということでございます。

他の区では結構、やめているケースがいくつか見受けられますが。

いわゆる区有の健康学園、健康教育等、転地療養等を行う施設としては廃止したというこ

とでございます。その建物を児童・生徒の宿泊施設として整備し直しました。整備したての

施設ですので、現段階では継続して使っているところでございます。

１点、廃止のところで言うと、他にも群馬県にあった施設については、２２年度をもって

廃止しているものもございます。この施設はこの年に廃止なので、白書からは除いている、

そういう経緯はございます。

必要性の高い、低いというのを整理しないといけないと思います。めぐろ学校サポートセ

ンターというのは、これはもともと別の施設だったのを改修したということでこうなってい

ますが、独立施設である必要性は全然ないので、いろんな形で統廃合する中のどこかに、庁

舎の中でも良いので、整理できればと思います。他ではあまりない施設かなと思います。

先ほどの幼稚園のところで、気になっていたのですが、１８２ページの年間トータルコス

トのところですけれども、トータルコストが全体で２億６，１３６万円ということなのです

けれども、その中で人件費が約７７．８％占めているという記載がありまして、これはかな

り割合としてすごく高いのかなと感じがいたしましたので、ご指摘させていただければと思

います。

それでは時間がなくなってきましたけれども、文化・スポーツ施設のところまではやって

しまいたいので、ご協力お願いいたします。まずホール・美術館、１８７ページです。

１８９ページを拝見していますと、目黒区ではホールを３施設保持しているということな

ので、これは区の規模からしてこれがどうなのかということをご検討いただければと思いま

す。

ホールがいくつかあるという中で、比較的新しいめぐろパーシモンホールは、今現在も区

民にも多く知られていて利用されているのではないかという気がするのですが、それ以外の

老朽化したホールがいくつかありますので、こうしたところは見直していったらどうかとい

う風に思います。

稼働率ですけれども、１９２ページの部屋別の稼働率、それから１９３ページのホール別

の稼働率ですが、特に中小企業センターホールは稼働率が半分以下という状態です。他は８

割とか９割超えているのですけど、これはホールの大きさが原因なのか、使い勝手が悪いの
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かいろいろあるのですけれども、この稼働率が低いというところが気になるところです。

この稼働率はコマ稼働率ですよね。実定員稼働率ではないですよね。パーシモンホールは

７９．５％ですが、１，２００席というのは普通埋まらないと思います。そういうことを考

えた上での稼働率を出さないと、ミスリードされると思います。１，２００席というのは１

年に１回あるかないかくらいで、今、１，０００席を超えるホールというのは、大変な維持

費がかかるので、絶対に作らないです。将来的には、３つあるというよりも、大ホールをい

かに収れんしていくかということを考えないと、ものすごく大変なコストがかかってしまう

気がします。

そういう意味では、１５０席くらいというのは逆にいうともっと稼働率が高くてよくて、

おそらく区民が自分で行うような演劇とか音楽という需要はすごくあると思います。今まで

公民館みたいなところで行っていたものを、きちんとしたステージのあるところでやりたい、

それはあると思うので、そういうホールを提供していく。考えとして、学校体育館を改修し

てもいいですし、そういう小さいホールはあってもいいと思います。

１，２００席のホールを区で持っているとは、私はびっくりしました。民間のホールでも、

都のホールでもいくらでもあると思うので、そこはやはり見直しの対象にしないといけない

と思います。

各ホールの収入と実際の支出はペイされているのでしょうか。資料集には入っているのか

もしれませんが、実際いくら入っていくら出ているのか。たぶん補助を出していると思うの

ですが、それがよく見えません。７９％とか９３％を貸出して、ほぼ年間の稼働率が高いの

で、ある程度の収入は貸出しの収入でなっているのかどうか。

ここは指定管理者制度で利用料金制度をとっているので、区の方の歳入という形では出て

こないことになります。区の方からは利用料金制で見込めるところは差し引いた形で、区か

らは委託料という形で指定管理料を出しているような施設になっています。

要するに、収入はゼロで、コストは４億２，２００万円かかっているということですね。

本当はハコって、作ってしまうとこのようにお金かかるのです。

では、美術館・資料館について、１９４ページからです。

目黒区美術館とめぐろ歴史資料館の利用状況を見ますと、歴史資料館の方が８，６１６人

となっていて、美術館の方が９万２，５８９人となっています。美術館の方は２１年度から

２２年度にかけて１．６倍に増加したということではあるのですけれども、これらの来館者

数というものを検討した方が良いのではないのかなと。

１９７ページを見ますと、利用者１人当たりコストが、めぐろ歴史資料館というのが突出

して高くなっていまして、どういう理由なのかなと思いました。



-24-

委員長

Ａ委員

Ｂ委員

Ｃ委員

委員長

Ａ委員

Ｂ委員

委員長

ご質問については次回お答えください。

施設の種類が全部違うので、横並びしにくいかもしれないです。

では１９８ページの社会教育館・青少年プラザ。

これも、いくつかの施設が昭和３０年代、昭和４０年代と、老朽化がかなり進んでいるな

という状況です。

２０４ページですけれども、施設別の稼働率を拝見しますと、５７％～７６％ということ

なので、比較的稼働率は高い方なのかなと思います。

２１０ページの利用１件当たりコストですが、施設によってかなり開きがありますので、

その原因を見て、あまり利用がないという施設については、見直しが必要なのかなという風

に思いました。

このカテゴリーも社会教育館という名前がつけているので、別物に思えますけれども、実

際には会議室なり、人が集まるスペースです。あとは視聴覚室・音楽室・美術・調理室、こ

のへんは特殊機能があるのですけど、こういうのは学校の中にもあるので、学校の中にこの

種の公民館機能を入れていくというのが、今いろんなところで検討されています。Ｂ委員が

ご専門ですが、単独して整備するという必要性というのは、基本的にはないのかなと思いま

す。

それでは体育施設２１１ページからです。

２１４ページですけれども、今まで老朽化の築年数が出てきているのですけれども、ここ

は耐震性が確保されていないと書かれているので、こういう時期ですから安全は一番ですの

で、残さないなら別ですが、使うというならば、早急に、耐震性を確保しないといけないと

思います。

２１６ページですけれども、利用者数を見ますと施設によってだいぶ利用者数が少なくて、

区民センター体育館は、１日当たり７１４人という人数に対して、碑文谷体育館などは、１

日１１３人ということで、だいぶ開きがあるなという感じがいたします。

民間でできることと、そうでないこととの峻別をしないといけないと思います。体育館と

か競技場とか体育場とかそういうものは公共でやる意味があると思うのですけれども、プー

ル、テニスコート、トレーニングスタジオまで公共施設で持たないといけないか、というと

そんなことはないと思います。なので、民間の施設もすでにいっぱいあるのですし、そうい

うところに利用してもらって、例えば所得の低い人には補助するとか、バウチャーみたいな

仕組みを採用するなど、そういうことと組み合わせていかないといけないと思います。
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続いては図書館、２２０ページです。

２２０ページを見て、新しい建物と古い建物が混在していると思うのですが、古い建物に

ついては耐震補強が必要だと思います。

２２７ページを拝見しますと、図書館ごとの来館者数にかなりばらつきがあります。規模

が小さかったりとか、交通の便とかいろいろな理由はあるかと思うのですが、利用者数の少

ない施設については何らかの見直しが必要なのかなと思いました。

２２７ページで、こちらに来館者数の利用目的が書いてあるのですが、図書の貸出しの方

と貸出し以外の利用者数が、例えば八雲ですと、逆に貸出し以外の利用者数が多いという、

こうした傾向から、図書館の利用形態にかなりばらつきがあって、貸出管理機能に特化する

のは洗足みたいな施設で、そうするとこの方たちは、来館して読んでいるだけなのか、それ

とも何か別の機能でこの図書館に来られているのか、理由は不明なのですけど、理由によっ

ては他の用途のことで来られているのだったら、何も図書館でなくてもいいなという感じが

しました。

コストが２３１ページ、利用者１人当たりコストで平均１，０００円ということで、公立

図書館の標準的なパターンだと思います。やはり１人１，０００円かかるのかというのが、

非常に納税者からすると高いなと感じると思います。これをどうやって減らしていくのか。

またその１，０００円の内訳が、図書資料費が出てないのですけども、おそらくこれ黄色の

その他経費くらいでしょうか、一応それが図書資料費ですか。図書館なので図書資料費がい

くらなのかというのは明らかでないといけないと思います。１億７，０００万円ですか。

確か８，０００万円くらいだったと思います。

２２年度までは１億円だったのですが、今は８，０００万円に落としています。

図書館が大事でないと言っているわけではなくて、図書館が大事だとして、ちゃんと図書

が買えるようにやっぱりしていかないといけないと思います。そうすると１４億円のお金の

うちの１割も本代にかかっていない、残りの１３億円が人とハコなのです。これが本当に、

図書館のあるべき姿ですか。

もしハコが重要だというのであれば、図書館という専用のハコを作る必要はなく、別のと

ころで空間を作ればいい、それでもいいかもしれません。

図書館である限り、図書というところにしっかり意味がある。だとすると、図書に予算を

しっかり割けるように、ハコとか人のところをいかに効率化していくのかというところを考

えないといけないわけです。これは、図書館に限らないですが。

このコスト内訳を見ると、そもそもの目的のために使っているコストが非常に少ないこと

が分かります。やはりハコと人にお金をすごく使っている、それは公共サービスの本来の目

的からするとずれているのではないか、ということがこの白書を見れば分かることです。

そういうところを取っ掛かりにして、今までよりもちょっと安いとかではなくて、ゼロベ

ースで考えていかないと、これだけの不足はもうゼロにできませんので、そのくらいのこと
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をこれから考えていかないといけないと思います。

それで少しだけ積み残しが出ましたけれども、一応大きなところは大体できたと思うので、

公園のところを少しやりたい気がしますけれど、時間がありませんので次回にしたいと思い

ます。

それで次回は、今日委員から出た質問については答えられるように資料を用意してくださ

い。

それから個別の方針の前に全体の方針として使えるようなものがいくつもあるので、それ

については全体の方針として整理してください。その方針に基づいて個別に考えていきまし

ょう。

やはりトータルでこれだけ不足しているので、不足をゼロにするためには何ができるかと

いうことを考えてくことです。それでゼロにできませんという結論では仕方がないので、や

るためにはどうすればいいのか、数値目標をしっかりつくって、何年間でどれくらい減らし

ていくようにするか、あるいはもうそういう発想はないと思いますけど、新しいものを作る

というのはやめる、それから更新とか改修にしてもばらばらに各部署がやるのではなくて、

必ずこういう皆さんのような場で議論をして、事前に調整をしてやるものはやる、事前調整

原則、このへんが全体のやり方としては必要だと思います、数値目標と新規整備抑制と事前

調整制度、これが進めていく上ではやはり必要だと思います。方針の中に盛込めれば良いの

ではないかと思います。

事務局の方から、何かありますか。

委員長のおっしゃったことなどを踏まえて会議としてまとめていただければと思いますの

で、よろしくお願いします。

（３）次回会議の日程及び内容について

区 側 次回は、７月１６日（火）午前１０時から地下１階の会議室で予定しています。

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。
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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


