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会 議 録

名 称 第９回 目黒区区有施設見直し有識者会議

日 時 平成２５年７月１６日（火） 午前１０時から午前１１時３０分まで

会 場 目黒区総合庁舎地下１階第１８会議室

出 席 者

（委員）根本、山本

（区側）企画経営部長、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 ８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）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９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。

本日の欠席委員は、藤村委員と松村委員です。

ただいま、４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

区 側

本日の議題は、区有施設見直し有識者会議からの意見です。

前回、用途別の課題について「文化・スポーツ施設」まで終了しました。

始めに、前回委員から質問があった内容について、事務局の回答からお願いいたします。

前回、ご質問のあった内容についてお答えいたします。中身については、資料２の会議録

をお開きいただきながらご説明いたします。

まず９ページの区民施設の中の区民斎場について、ご質問があった部分でございます。Ｃ

委員から、年間の利用件数についてご質問があり、これについてはお答えをしたところ、２

２年度は、利用件数は４０８件、利用率は５６．４％となっています。そこでもう少し細か

い中身でございますが、斎場のつくりとして１回に２組ずつ葬儀ができるようになっており

まして、直近の２４年度では、利用件数は４０７件、利用率は５６．２％、おおむね横ばい

でございます。

９ページの中で、委員長からの他の区の状況についてのご質問についてお答えします。２

３区中１２区、近隣では、大田区、品川区、世田谷区、港区等でも整備されています。特別

区の場合は、一部事務組合の制度を持っています。港区、大田区、品川区、世田谷区、目黒

区の５区で、大田区に敷地がある臨海地域の斎場を一つ共同で運営しています。

どういう経緯で建設したかにつきましては、当時の区民ニーズとして、住宅、マンション、
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Ａ委員

区 側

委員長

区 側

委員長

アパートなどがかなり増えてきた中で、自宅で葬儀を行うことが難しい事情があり、そうい

ったニーズを踏まえたうえで、区民向けの小規模な施設として設置したということでござい

ます。

続いて、委員長からご質問のあった９ページの利用制限についてお答えします。施設を利

用できるのは、基本的に亡くなった時点で区民であった方です。あるいは、区内に住所を有

する者が主催する場合ということが条例で定められております。他の区民は利用制限上、使

えない施設になっております。区民斎場の成り立ち及び利用の実態については、以上でござ

います。

１０ページの住区センターについてのＣ委員からのご質問にお答えします。Ｃ委員からは

住区センターは団体利用が多く、区民利用は少ないのではないかとのご意見をいただきまし

た。団体利用は区民が半数以上いることが団体登録の要件となっておりますので、団体利用

が多くはなっていますが、区民が入った団体の利用ということで区民向けの集会施設となっ

ております。ちなみに団体利用の割合は、２２年度は利用全体の７割を超えるものが登録団

体の利用であったというのが実績でございます。

２０ページの一番上の学校施設についての委員長からのご質問にお答えします。クラス数

がある基準を下回ったら統廃合の対象とするということについては、中学校については区の

場合、望ましい中学校の規模の方針を定めておりまして、区立中学校の場合、１１学級以上、

生徒数３００人を超える規模が望ましいという考え方でおります。小学校については、現在、

基準や計画等はございません。したがって、学校の統廃合の基準に対する考え方について、

小学校について定めたものはございません。

区民斎場のコストの話はどうなのでしょうか。民間とのコスト比較について教えてくださ

い。

９ページの上から２つ目のＣ委員からのご質問にお答えします。区営の斎場の利用１件に

ついてのコストですが、１回の利用料は約７万２千円でございます。白書に全体の経費を載

せてございますので、それをもとに１件当たりの経費を算出すると１６万円弱の計算になり

ますので、利用料との差額が８万円以上ある、という結果となっております。それに対して、

近隣の民間の斎場は区で調査した結果１件当たりの費用が２４万円～９４万円と聞いており

ますので、かなり幅がある数字ですが、民間の施設の利用コストとの比較については、かな

り低額の区民サービスとなっていると認識しております。

もともとの質問の趣旨は、斎場サービスは民間で行えるものであると考えられるため、所

得制限があるのではないかというのが質問の趣旨なのですが、それはないのですね。

ございません。

低所得者向けの収入による利用制限はなく、区民であれば誰でも利用でき、利用料につい

ては費用負担が税金で発生しているという状況です。であれば稼働率が高くても良いはずと

思われるのに、稼働率も高くない、ということに対してどう考えますか、という質問です。
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区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区の政策としてどういう事態が起こってきていると考えますか。

区民斎場については、近隣の例で言いますと、桐ケ谷の斎場には火葬場やセレモニーがで

きる施設がありますが、いつも満杯で、かなりの期間、待たされてしまうという状況です。

しかし一方で、葬儀を催す側としては、火葬場が少ないわけでございまして、儀式等が間に

合わなくなってしまう状況や、自宅では葬儀をできる状況にない、という必要性から作った

ものですが、必ずしも区になくてはいけない施設かどうかについては、区民アンケート等で

も聞いていくことになると考えます。現時点では区として必要な施設であると考えています。

火葬場が足りなくて火葬場をつくるというなら今の論理で分かるのですが、そうではない

ので論理的におかしいのではないでしょうか。

亡くなった場合、安置場所が不足しているということがあると思います。

そういうことであれば稼働率が高くなるはずでありますが、どうなのでしょうか。

稼働率のこの数字が極めて低いかと言うと、常に空いている、使える状態にしておかなく

てはいけないわけで、これが１００％だと新たに作らなくてはいけない、といった要望も出

てまいりますで、この数字というのは意味のある数字だと思っております。

稼働率は低くないと言うのであれば、そう判断する根拠を示してもらわないといけません。

民間の施設、区の施設との総合的なバランスで言えることで、何かニーズがあった時に必ず

対応するように公共施設を作らなくてはならないのであれば、無限に増えてしまいます。そ

ういったことはできないということから、今回議論を行っているので、これから優先順位を

決めていく中で、稼働率が５０％強で、大幅な費用負担をしている状況で、優先順位を高く

設定することは難しいと考えます。

住区センターは、登録団体の利用割合が低下していますが、なにか一般利用を促したり、

登録団体の優先的な利用を制限したりなど施策的に行っているのですか。

登録団体制度については、平成１０年度から運用しております。

委員長からお話があった登録団体の利用状況の推移につきましては、大幅に登録団体制度

を変えたというようなことはございません。ただ、常々、本来の団体登録制度の趣旨を再確

認して再登録していただいております。登録をするときに改めて趣旨を説明しており、趣旨

に合うというのは設置目的にかなう、政策目的にかなう様な利用対象であるということでご

ざいます。趣旨に合う利用の場合には、減免ということで利用料を半額として設定している

ということで説明しております。そういったところが影響している可能性はあるのかな、と

思います。

この質問の趣旨は、特定の団体がもっぱら利用していて、その他の人はなかなか利用しづ
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区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

らいことがあるとすると、設置趣旨と違うのではないかということを言っています。それを

含めたアンケートを取っているということで良いのですか。

統計的にはアンケートを取っていません。

下がったとはいえ、登録団体の利用が６割を超えており、特定の人がもっぱら利用してい

る施設のために区民全体の税金が使われているということです。利用者が特定の階層等に偏

っているなら、全体から見て優先順位が低いのではないかという考えです。

白書の７５ページに、住区センターの施設一覧がございます。今のお話は登録団体を中心

とした議論になっていますが、住区センターは駅に近い施設と住宅地域の中の施設では、利

用の形態が全く異なります。例えば学芸大学に近い鷹番住区センターでは、非常に団体以外

の利用が多い状況です。地理的条件によって、利用率や利用者構成がそれぞれ異なり、２２

とおりのパターンがあるものと考えております。

優先順位をつけようという話なので、現状の解説だけでは意味がありません。住区センタ

ーは、相互交流が目的の施設であると思うので、個人の趣味に類するような利用とコミュニ

ティ活動のような利用ではおのずと差があると思います。その内訳がどうなっているのかが

大事な点であり、現状の資料だと統計も取れていないので分かりません。

登録団体の利用というのが、趣味のサークルのようなものが多いとするならば、それは個

人の楽しみで行っていることなので、個人が利用料を払うというのがルールだと思います。

それに対して、税金でまかなっている住区センターをそのために整備しなければならないの

はおかしいのではないでしょうか。

学校についてですが、小学校については教育委員会として当面は予定も基準もないという

のはいいのですが、財政的に現状どおりで継続していけるのでしょうか。そういった客観的

な状況にない中で、どういう判断をされるのですか、というのが質問でした。財政的なこと

とはかかわりなく、当面は行いません、というのは答えになっていません。

この部分は核になる部分だと思いますが、区では計画行政として、実施計画において現在

決まっているのは、三中と四中の新校をつくるということで、平成２７年４月開設を予定し

ています。また、七中、八中、九中、十一中の４校については今後の検討課題としています。

それ以外のことは、今回の区有施設見直し有識者会議の中で委員のご意見をいただきたいと

考えております。財政面と区有施設の老朽化については、学校施設が全公共施設量の４０％

を超える施設であるので、そこをどう乗り越えるかということが大きな課題の一つだと認識

しております。これについては、これから国の方針も出てまいりますし、名古屋市における

３年間の長寿命化の検討などを参考にしながらと考えております。現時点では、これ以上言

及することは難しい状況でございます。大きな考え方や理念については、有識者会議でのご

意見をいただきながら、よく検討したいと考えております。
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Ａ委員

委員長

Ａ委員

委員長

区 側

委員長

区 側

個々の施設ごとではなく、全体でどうしていくのかということだと思います。その中で、

学校のあり方をどうしていくかだと思います。一つ一つとしての施設は意味があるとしても、

コミュニティ施設については、あちこちにコミュニティ施設があっていいのか、今の話だけ

では、なかなか整理できないので、地域性などを踏まえてよく整理する必要があると思いま

す。

今は、縦割りの施設ごとの話をしていますが、その結果出てくる全体の方向感についての

議論はどこかできちんとしないといけないと思います。

今日は北区の方針が参考資料としてありますが、こういうものを参考にして、全体のまと

め方を考えていきたいと思います。

学校については児童生徒数の減少があるにもかかわらず、全く見直しませんと言うと、今

度は他の公共施設が何も出来なくなるので、妥当な見直しが方針を考える上で必要だと考え

ます。

学校単独で建てるのではなくて、住区内、校区内の他の施設、例えば住区センターなどだ

と思いますが、大きな施設に吸収していくなどして、財政負担を減らしながら機能は維持し

ていこうというようなことが大切だと考えます。

委員側の質問趣旨とかなりずれているような気がするので、そのへんは全体の趣旨を考え

ながら進めていきましょう。

では、前回積み残しとなりました公園、駐車場、駐輪場について、白書の２３２ページ以

降になりますが、議論していきましょう。

白書の２３７ページに、公園、駐車場、駐輪場については、耐震安全性の確保がなされて

いない施設があり、老朽化に伴う大規模改修、建替えが必要となってくると思います。

他の施設に比べると比較的築年齢が若い施設ですが、耐震性等で問題のある施設があるよ

うに見受けられます。

また、駐車場、駐輪場の料金の基準は、トータルコストの何％くらいカバーするといった

考え方はあるのですか。学芸大学前東口駐輪場は、収入３万円しかありませんが。

三田地区駐車場は指定管理者制度ですが利用料金制を取っていない施設ですので、区の方

に収入が入っています。二つ目の学芸大学駅東口駐輪場以下、駐輪場と書かれている施設は

利用料金制を取っている施設のため、区の方には利用料金が入ってこない施設となっており

ます。基本的に駐輪場については、維持管理コストは全て利用料金でまかなっている状況で

ございます。

収支差額、ネットコストというのが、区から見た赤字ということですか。

そうなります。
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委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

委員長

区 側

区 側

委員長

土地の値段が高い地区での駐輪、駐車場のサービスであるので、受益者負担の割合も高く

なるべきだと考えられますが、最終的にはどうなっているかということが重要だと思います。

地方圏の都市の駅前に停めるのと、目黒区の駅前に停めるのとでは意味合いが異なるわけで、

そういう配慮がなされているかどうか。あえて、料金を一律にして利用者負担を一定にする

という考え方もありますが、赤字が出れば最終的には税金でカバーすることになるので、不

動産価値の高いところを区民が個人的に利用することの意味を議論しなければならないと思

います。

公園は、２億４，６００万円が区の純支出で、一部収入があって、維持管理費も全部入れ

てあるのですね。

事務管理棟等の建物部分だけで、公園施設は入ってございません。

インフラに入る公園の部分が、かなりコストがかかっていると思いますので、それはイン

フラの方でしっかり考えなくてはいけないと思います。

では次に、環境施設・清掃施設について、議論をしましょう。プラント的なものはもとも

と保有していないのですか。

目黒区清掃工場の管理運営は、２３区の清掃一部事務組合で行っています。

施設はけっこう老朽化しているのではないですか。コストも清掃事務所のコストですね。

コストは、２９億の収支差額となっていますが、収支差額の説明をしてください。

施設にかかるコストは、人件費、修繕費、光熱水費、委託料等で構成されております。委

託料は、運営にかかる事業を委託して行っておりますのでその委託料です。目黒区清掃事務

所につきましては、資源の回収も行っております。

清掃事務所は何人の職員がいますか。

実際、目黒区清掃事務所につきましては清掃の収集・運搬に関る職員と事務管理部門に関

る職員がおります。

エコプラザは、指定管理者制度と委託の記載がありますが、直営の職員はおりません。

清掃事業全般の運営経費の金額は入っておりませんが、２３区で共同で処理しているため、

ここでは目黒区が直営で行っている事業分だけ計上しております。目黒区だけが特段高いと

か低いとかそういったことは基本的にはございません。

２２年度の職員の人員数は、１１４名でした。

これだけ見るとこの施設だけ高そうに見えますが、区民にとってのサービス優先度で言え
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区 側

委員長

Ａ委員

区 側

委員長

委員長

区 側

ば優先度は高いと思うので、そういった情報を捕捉して、必要があって行っているというこ

とが分かるようにした方が良いと考えます。

目黒区清掃事務所と目黒区清掃事業所の違いがよく分からないです。

目黒区清掃事業所というのは、目黒区の職員が収集・運搬等を行うための端的に言うと清

掃車庫でございます。目黒区清掃事務所というのは、ゴミの収集・運搬をする職員の事務所

です。目黒区清掃事業所から直営の清掃車が出発をして、目黒区清掃事務所に行ってから職

員を乗せて収集・運搬を担当するということでございます。

目黒区清掃事務所の業務委託料１０億円は、２２年度の決算値でございます。今は、すで

に一元化しているため改善されていますが、東京ルールの行政で行う資源ごみ回収と地域で

行う集団回収とで、一部資源の回収を二重で行っていたので経費が高くなっています。現在

は、直営車では回れない狭隘路地部分等のみ事業委託していますが、この部分がかなり削減

されています。その分、職員人件費が増えているのではなく、地域の人が曜日と時間を決め

て、生業としている事業者と個別にやり取りを行う集団回収方式に一元化されています。

施設コストの中にサービスのコストも入っているので、どこまで入れるか、整理をもう少

ししっかりしてくれないと判断が難しい状況です。

最後に、普通財産について、職員住宅・教職員住宅です。

白書の２４６ページで、１施設以外はマイナスでとなっています。これから老朽化もして

いくわけで、他の行政ではこういうところはやめています。

これらの施設については、これから検討していく課題だと考えております。

全体の中で優先順位が高いとは言えないと考えます。受益者の範囲が区の職員に限定され

るからです。他の区有施設をかなり圧縮しなければならないことが目に見えている中で職員

向けの施設を今までとおり維持するというのは理解が得られにくいと思います。圧縮した場

合、どういう弊害が出てくるか、弊害に対してどういう対処をするかというのは、区の側で

もある程度シミュレーションしておかなければならないと思います。北区の場合も、廃止と

書いてあったと思います。

それでは、白書の縦割り（施設ごと）の議論は以上とします。いくつかの宿題については

次回に備えて整理をしてください。

次に、エリア別の考え方も含めて、全体としてどうまとめていくかの話をしましょう。参

考資料は東京都北区の再配置方針です。特別区の中で先行している事例です。これを参照し

ながら議論を進めたいと思いますが、事務局の方から何か説明はありますか。

特別区で先行している事例として北区をあげさせていただきました。目黒区としても、こ
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委員長

Ａ委員

委員長

ういうところを参考にしてまいりたいと考えています。

全体の目標、公共施設をどのように考えていくのか、インフラについてはどのように考え

ていくのかというところについて先に議論をしたいと思います。

北区の場合は、２ページのところに５つの視点が書かれています。全体の目標とかぶると

ころはありますが、もう少し具体化したものをまとめたいと考えます。

さらに、方針実現のための具体的な方策もまとめています。この順番に話をしたいと思い

ます。

まず、全体目標についてです。

公共施設に関しては、北区の場合、この作業を通じて分かったことは、現状ある施設を今

のまま維持することは非常に難しくなっています。現状ある施設も統廃合等見直しを通じて

できるだけ負担を減らさなくてはいけないという中で、新しい施設をつくることはできなく

なっています。したがってまず、「新規投資をしない」という原則が必要だと思います。新し

いものをつくった方が例えば政治家にとっては政治的加点になる、といった側面があるため

新しいものをつくりたがります。目黒区の場合はあまりないと思いますが、一般的には古い

施設はそのままにして新しい施設を建設する、などの事態も結構見受けられます。区民の立

場からは、今あるものをまずしっかり考えることです。これが「新規凍結原則」です。

２番目は、事前調整ルールについてです。役所は縦割り部署で出来上がっているため、せ

っかくこういった議論をしてもそれぞれの部署で進んでしまうと、全体的な調整がうまくで

きません。しっかりとした担当部署をつくって事前調整や協議を行い、全体の了解がない場

合には、新規はもちろん、今あるものの更新や大規模改修を行わないことをルール化するこ

とです。その事前調整の結果、単独ではなくて施設の複合化などが可能になります。これが、

「事前調整原則」です。

３番目は、総量圧縮の数値目標が必要だということです。北区の場合は、５ページのとこ

ろに１５％程度削減を目標にあげています。１５％の総量圧縮が大きいか小さいかは考え方

一つではありますが、少なくても相当程度減らすことが必要であり、それを漠然と「減らす」

というのではなく、しっかりと数値目標を示すことが必要です。これが「数値目標原則」で

す。北区の総量圧縮の数値目標１５％は少ない方です。一番最近、数値目標を示したもので

は３４％というものもあります。

まとめとして、公共施設適正配置の原則としては、新規凍結原則、事前調整原則、数値目

標原則、この３つが公共施設の原則として非常に重要です。他の団体の場合は、こういった

ものをルール化しています。

今、公共施設についてはお話がありましたが、インフラについて、目黒区では橋りょうな

どでありますが、投資の金額は、できる限り抑える方が良いのではないかと考えます。道路

などでも、長寿命化などでいかに寿命を延ばしながら投資を抑えるか、と、もう一点は、仮

に新たな需要が発生した場合は、効率的かつ効果的に対応することが必要と考えます。

公共施設とインフラについて、三原則というものが提案しましたので、これを骨格に組み

立てていきたいと思います。
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Ａ委員

委員長

Ａ委員

委員長

見直しの具体的な視点ですけれども、今、申し上げたようなものを踏まえて、それを実現

していくためにもう少し細かな戦略が必要ではないかと思います。先ほど、少しお話になら

れたコミュニティの単位等の視点について、何かご意見はありますか。

配慮すべきこととして地域特性はあると思います。各々の地域の成り立ち、背景も違いま

す。一律に全部を残すのか、地域の成り立ちに沿って残すのか、一次生活圏とかそういった

ものに沿って残すのかといった方向のうえに、先ほどの視点を考えた方が良いと思います。

サービス水準を維持しながら、総量の抑制またはある程度の縮減は必要と考えます。でき

るだけ総量を抑制しながらサービス水準は維持することがポイントだと考えます。

地域特性は、北区の公共施設マネジメント方針の（４）です。何地域単位、何地区単位と

いう考え方が目黒区版であるのだろうと思います。その単位ごとに、歴史とか経緯を踏まえ

て適正配置を検討する、ということで、地域特性という項目は、ひとつ独立した項目として

あるのだろうと思います。

今ある５地域と２２住区という今の圏域のままで良いのでしょうか。その当時設定したと

きと、現在は人口構成やそれに伴うニーズも変わって来ているはずです。

北区の方針では（４）に区のニーズや実情の変化を考慮することと、国や他自治体との連

携することの二つを入れています。ここは、やや盛り込み過ぎのところがあるので、二つに

分けた方がいいかもしれません。

一方、北区の公共施設マネジメント方針の（１）と（３）は同じことを言っていると思い

ます。施設がなければサービスができないという考えから脱却しましょう、重要なのはサー

ビスの中身なので、単独した施設が独立してなければサービスがないと考えられがちですが、

そうではない。施設は複合的にあっても良いし、民間施設を使っても良い、全く施設を伴わ

ないものも、サービスはサービスです。

（３）が（１）にきて、施設から機能を切り離したうえで施設の総量を抑制して、サービ

ス水準はできる限り維持する、というのが一番目の大きな柱としてあると考えます。

二番目は、それを言うにしても数値が伴っていないといけないので、費用と便益について、

指標化して開示して、区民で考えていく。白書を継続的につくるということも含めて、統計

的データを正確に取ったうえで優先順位をつけていくことです。

長寿命化や効率化は、方針ではなくて、具体的な方策かもしれません。

三番目が、地域特性の話です。国、他自治体との連携も方策に入れた方が良いのではない

かと思います。同じような話は、民間との連携、区民参加もあります。

四番目は、防災です。

まとめると、

一番目は、施設と機能の分離により、サービス水準をできるだけ維持しながら財政負担を

縮減する。

二番目は、サービスの費用及び便益を客観的に継続的に計測する。

三番目は、地区毎のニーズや現状の変化を考慮する。
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Ａ委員

委員長

Ａ委員

委員長

四番目が、防災、安全。

これが視点になるのではないかと考えます。

安心安全のところには、老朽化を放置することの危険性をしっかり書くことが必要です。

なぜ老朽化を早く処理しなくてはいけないのかと言うと区民の安全に関わることだからで

す。そのため、なんとなくではなくしっかり方針を決めて、廃止するなら廃止、建替えるな

ら建替えというようにメリハリをつけていかないと、なし崩し的になってしまう。そういう

ことが絶対に起こらないようにするには、ある意味一つ目の方針かもしれません。お金がな

いからやらないのではなくて、まず区民の安全が守れない。そういう意味の中で、この期間

の中でしっかり見直しをする。見直しをする必要がないという人はいないと思いますが、も

しいたとすると、では生命の安全をどう考えるのか、そう問い返せば良いわけです。

方針的なものはこのような形で、整理したら良いと思います。

方策は具体的にどんなものがあるでしょうか。

用途の集約化があります。施設を使っていなければ、統廃合や売却をし、そのお金を他の

更新に使うということが考えられます。

民間との連携のなかに、他の区の施設で使えるものは使う、国、都の施設で使えるものは

使うなどの役割分担があると思います。逆にそういった施設を活用した方が、サービスが向

上するということもあるかもしれません。

方策については、一般的に想定されるものを全てリストアップしたら良いと考えます。統

廃合、多機能化、集約化、用途転換、民間譲渡、民営化、PPP、民間との連携、民間施設の
施設を借りる、民間運営委託、区民参加というのもあり、先ほどの資源ごみはこれに該当す

るかもしれませんが、自分たちのコミュニティを自分たちで守るということです。目黒区民

ならば十分にそれはできると思います。

他区、東京都との施設との連携も当然考えられ、使う側からすれば区の施設である必要は

ないと思います。北区でもそういった議論があったのですが、広域連携はそういう意味では

しっかりやられていない部分だと思います。その他、長寿命化については費用抑制には必要

ではあると思います。

長寿命化は流れとして良いと思います。しかし、そのためのある一定の投資をしなければ、

現状のままで長寿命化するのは不可能です。

長寿命化だけ単独で挙げると誤解を与えるかもしれません。ライフサイクルコストの縮減

や予防保全等と合わせて入れた方が良いと考えます。

最近では、短寿命化と言って１０年、１５年でどんどん壊してお金をかけない、というの

もあるようです。単純な長寿命化はコストの縮減にならないケースもありますし、予算を付

けずに長寿命化しようというのが一番危ないです。長寿命化には相当覚悟が必要で、相当額

の投資をして長寿命化を行うということを書く必要があると考えます。

利用料の引き上げも選択肢としてあると思います。減らせないと言うのであれば、利用料

の引き上げや特別増税も選択肢としてあると思います。
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区 側

有識者会議としては予算不足をゼロとする方策を考えないといけないので、今まで申し上

げたことが非常に厳しくて難しいというのであれば、最終的には税金を投じて行わなければ

いけないという選択肢も提示しなければいけないと考えます。そうならないように、皆さん

で工夫してもらいたいと考えています。

頑張らないとどうなるかということについては、利用料については当然だと思いますが、

増税についても、コミュニティ税みたいな考え方もあることを有識者会議として言わなくて

はいけないと考えます。

庁内体制も縦割りバラバラでは、これだけのことは実現できないと思います。管財系と施

設関係の部署が一緒であることが望ましいと考えます。

具体的な方策に入れるかどうかは微妙な問題です。むしろ方針の話かもしれないです。区

民から見れば、役所の中で一丸となって組織をあげて取り組むというのは当たり前のことな

ので方策ではないと思いますが、先ほど、数えたら視点が四つになっていましたので、方針

の五番目として、当たり前のことであるけれども再確認として、庁内体制を一元化して、こ

の問題に関する情報を収集したり、意思決定を区長の強いリーダーシップのもとに一元化す

る、ということをしっかりしないと、区民への訴えもできないと思います。

今後の進め方の中に、民間との連携の一つとして、民間からのアイディア提案を募集する

というのもあると思います。いくつかの自治体ではすでに行っていることで、最終的にアイ

ディアを採用するかは行政が決めることですが、行政が考えつかないようなアイディアも出

てきており、大幅な縮減を実現している例もいくつかありますので、行政の中で全て考える

のは限界があるので、民間提案をしっかり募集するという仕組みを導入して行くと良いと考

えます。

スケジュール管理をどうするかということもあると思います。

方針、方策が出て、実際にそれが動いて行ったときに、チェックとか評価するというもの

も体制のなかに組み込む必要があると考えます。第三者機関での確認が必要なのかもしれま

せん。良いものができても実行されているかどうかの確認が必要です。

方針に入れた組織、体制のところに、入れてはどうでしょうか。役所の中の体制だけでな

く、第三者委員会のようなものを盛り込み、第三者を通じたガバナンス、透明に計画の推進

をチェックする、それは常に公表されていて区民が自由にチェックする、その目安として数

値目標があるというようにすると良いと考えます。数値目標を実現するためのスケジュール

管理も当然必要と考えます。

本日は二委員が欠席なので、次回に、今日の議論をまとめて最終的な方針案を検討したい

と思います。

事務局の方から何かありますか。

ありがとうございました。今回は委員長がおっしゃったように、二委員が欠席だったので、

各用途別の課題も含めて取りまとめたいと思っております。ありがとうございました。
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委員長 本日の議論において、施設と機能を分離するという方針を入れましたが、白書では用途別

に実態把握がされており、用途別ということは施設別ということなので、施設ありきみたい

な発想で白書をつくらなくてはいけないので、個別に良いか悪いかみたいな話になりますが、

施設と機能を分離するとあちこちにあるものが実は同じ機能なんだ、ということが見えてき

て、たくさんあることが分かります。それは縦割りで理由をつければいくらでもつくれます

が、使われ方は貸室みたいなものは部屋名が違うだけで実は大体ほぼ同じであることが見え

てきます。そういうものはどこかにプールしておいて、みんなでいろいろなことに使う。プ

ールすることによって、大幅に面積を圧縮できる。そういうところは縦割りの方針の中から

はなかなか出てこないので、まとめの時に注意して盛り込む必要があると考えます。

具体的方策のなかの多機能化、集約化の中で、類似機能に関してはおもいきって集約化を

図ると書いておけば、個別議論の中でも一つ一つ検証が可能になります。

本日の議論は以上で終了いたします。

（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、事務局からお願いします。

次回は、８月６日（火）午後５時から６階の教育委員会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。

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


