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<資料の見方について>

・対象施設の定義

本書では、区が保有または借用している建物や土地に、特定の目的を持って設置しているものを

「区有施設」と呼んでいます。一つの建物に複数の施設を併設している場合もあり、また、道路、

橋りょう、公園（公園施設として設けられる建築物を除く）、公衆便所等の小規模な施設を除く施

設を対象としています。

・基準日

本書では、特に記載のない限り、金額や施設利用者数等は平成22年度数値を、施設概要等は平成

24年度末を基準時点としています。（ ※ 一部は今後の動向の記載をしています）

・人口

掲載している人口は、特に記載のない限り、住民基本台帳の各年10月1日の数値を掲載していま

す。

・年の表記

昭和から平成にかかるような長期間の比較を要する記述の際には、元号と西暦を併記しています。

それ以外の本文では、元号を使用しています。例：昭和56年（1981年）

・データの出所

作成に用いたデータは、特に記載のない限り「区有施設基礎データ集」をもとにしています。

・施設稼働率の算出

本書では、特に記載のない限り、施設稼働率を利用可能コマ数と利用コマ数から算出しています。

利用可能コマ数は、施設若しくは部屋ごとの１ 日当たりの貸出コマ数に年間運営日数をかけたも

のです。特定施設及び設備の保守などにより、実際の貸出コマ数とは異なる場合があります。

・減価償却の考え方

建物の取得に要した金額を各年分の必要経費として配分するため、建物の取得価格を所得税法別

表に基づき減価償却し、施設の使用や経年による建物等の価値減少分をコストとみなしています。

・端数処理

掲載している数値及び金額は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計とは一致しない場合

があります。また、｢約」を付けずに表記している場合があります。
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・決算額との関係について

本書で用いている「トータルコスト」とは、光熱水費など施設の維持管理に要する経費だけでな

く、その施設を運営していくうえで必要な経費の総額を表したものです。

職員の人件費については平均給与を加算していることや、建物の減価償却費を加算しています。

なお、各施設の事業費決算額とは異なります。

・複合施設内の用途別施設にかかるコスト

複合施設内の用途別施設については、光熱水費や施設管理委託等のコストを、複合施設全体の延

床面積から当該用途別施設が使用している延床面積により按分するなどして算出しています。

従って、事業費決算額とは異なります。

・「区有施設基礎データ集」との関係について

「区有施設基礎データ集」では、平成22年度末現在の施設について作成しています。本書では、

区有施設の直近の状況を把握するために、平成24年度末見込みの施設について作成しました。

平成 24 年度末見込みでは、複合施設を１つと捉えて建物ごとに数えると１７５施設、複合施設

内を個々の用途別に数えると３１７施設となっています。
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第１章 施設白書について

１ 区有施設見直しの必要性

○ 目黒区では、昭和３０年代以降の高度経済成長期から、人口増加や区民ニーズに的確に対応

するために、多くの公共施設を整備し区民福祉の増進に努めてきました。

区が有する施設は、行政事務を行う総合庁舎から、保育園や児童館などの子育て施設、特別

養護老人ホームや老人いこいの家などの高齢者福祉施設、障害者福祉施設、区営住宅、社会教

育施設、体育施設、学校等、多岐にわたります。それぞれの施設では、設置目的に沿った様々

な行政サービスが展開され、区民福祉の向上のために活用されています。

○ しかし、区有施設の課題として大きく次の３点があげられます。

・ 施設保有に要する経費負担

平成２４年度末見込みでは、複合施設を１つと捉えて建物ごとに数えると１７５施設（単

独・複合施設を個々の用途別に数えると３１７施設）に及んでいます。

なお、年間維持管理経費は、２２年度決算値で約２００億円に達し、経常的一般財源の

約３６％を占めています。

・ 施設の老朽化と改修・改築経費の負担

１７５の区有施設については、施設の３分の１以上が築３０年以上を超え老朽化してきて

おり、今後、一斉に更新時期を迎えることから、大規模改修や改築に多額の経費がかかるこ

とが見込まれます。区が取りまとめた試算によりますと、平成２５年度からの１０年間で修

繕や大規模改修等に要する経費は約５５８億円、建替え（改築）経費は約１５３億円、合計

は約７１１億円となっています。

築５０年を超える施設もあり、抜本的かつ計画的な対策を進めていくことが必要となって

います。

・ 施設需要の変化への対応

一方、人口構造の変化や区民活動の多様化等により、施設需要は変化しつつあります。長

期的展望としては、人口減少社会における状況の変化等も視野に入れる必要があります。

区有施設を取り巻く状況は大きく変わってきており、整備当時は優先性の高い施設であっ

ても、時代の変化に応じて、あり方を考えていかなければなりません。

今後、区として、真に必要な施設整備や大規模改修を進めていくためにも、限りある財源

の中にあっては、時代の変化等を踏まえながら、区有施設の優先度合い等について見直しを

進めていくことが求められています。

○ これらの課題を解決するためには、中長期的な視点で区有施設のあり方を検討し、施設に要

する経費を抑制していかなければなりません。

こうした背景から、区では、目黒区行革計画（平成２４年度～平成２６年度）において、区

有施設の見直しを「区政の将来展望を切り拓くプロジェクト」の一つとして位置づけ、区とし

て保有することが必要な施設や適正な施設数などについて、見直しを進めることとしました。
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２ 施設白書とは

○ 区有施設の見直しを行うためには、まず、それぞれの施設の維持管理経費や利用率、今後見

込まれる改修・改築経費等を把握し、財政状況等を踏まえたうえで、施設の現状と課題につい

て明らかにすることが必要です。その上で、施設見直しの方向性と見直し手法を検討します。

○ 施設の現状と課題をまとめたものが、本白書であり、見直し検討のための基礎資料となるも

のです。施設の見直しにあたっては、施設を取り巻く様々な課題を踏まえ、施設の統廃合や改

築・改修経費の圧縮、施設運営の効率化など、中・長期的な視点から総合的に検討いたします。

一方、区の施設はその設置目的に沿って、区民福祉の向上のための事業を展開しており、施

設の見直しは、これら事業の機能確保等を含めて検討します。

○ そのため、施設の見直しにあたっては、区民に施設の現状と課題をご理解いただきながら進

めていくことが重要です。本白書は、区における検討素材に止まらず、区民の皆さまへの「施

設の現状についての見える化」の手法でもあり、施設見直しの出発点となるものです。

○ 今後、本白書を資料として活用し、区有施設見直し有識者会議の意見も踏まえながら、平成

２６年３月の「区有施設見直し方針」の策定に向けて、具体的な検討を進めます。

区民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
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３ 施設白書の構成

本白書は、区有施設の見直し検討のための基礎資料として、区全体の状況と保有する施設の状

況や、区有施設の課題等を明らかにしていくために、以下の構成としています。

【第１章 施設白書について】

【第２章 目黒区の概況の把握】 【第３章 保有する資産の現況】

人口の状況（※）

・ 人口は、平成 28年まで増加し

た後、減少に転じる。

・ 今後、生産年齢人口が減少し、
高齢化が進んでいくと予想され
る。

・ 施設サービスに対する区民
ニーズが変化してきている。

・ 歳入は、区の主要な財源である

・ 歳出は、経常的経費に充当さ

・

保有資産の状況

・ 区の保有する公共施設の延床
面積は約 52.2 万㎡で、うち、約
44％を学校施設が占めている。

・ 築 30 年以上を経過する施設が
約１/３を占めており、今後これ
らの施設に対する老朽化対策
が必要となる。

・ 既存の区有施設を保有し続け
ていくためには、今後 10 年間
約 711 億円となる試算であり、
過去の投資的経費実績を大き

く上回る見込みである。

区有施設の見直し検討

・ 人口構造の変化

・ 財政の健全化

財政状況

・ 区施設の現状と課題を把握して

特別区税などを中心とする収入
（一般財源）が、世界規模での経

に落ち込んでいる。

済危機等を起因とする景気後退
により、平成 20 年度を境に大幅

動きを示している。

れる一般財源が右肩上がりの

・ 収入のほとんどを経常的な経費

足している。

に使っているため、新規や臨時

的事業のために使えるお金が不

20 年度を境に急激に収入が悪
化したため、毎年度大幅に貯金
を取り崩して対応し、区民生活
への影響を最小限にしてきた。

・ 公債費比率を適正範囲内に収

である。

め、借金返済(公債費)による財
政の圧迫をおさえることが必要

区民に公表する必要がある。
（施設白書による現状の見える
化）

・ 施設整備の優先性や、統廃合、

いく必要がある。

施設の複合化など、すべての施
設の今後のあり方を明確化して

・ 今後も維持していく施設について

図っていく必要がある。

は、更新（大規模改修・建替え等）
経費の圧縮と施設の長寿命化を

区民ニーズの変化を踏まえなが・

く必要がある。

ら、区民サービスの質の向上や
コスト削減など総合的な視点か
ら、民間活力の活用による施設
運営の効率化等を一層図ってい

【第５章 区有施設見直しの進め方】

【第４章 区有施設の用途別実態把握】
庁舎等、用途別に建物の総合評価、利用状況、

コスト状況などを分析

※ 人口の状況については、現在、平成２２年国勢調査及び住民基本台帳に基づく新たな人口・世帯推計（平

成２５年から平成４７年まで）を作成中です。

区有施設見直しの必要性と施設白書の位置づけ
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