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中野区構造改革実行プログラム（修正案）に対する主な意見の概要

（区民意見）

戦略Ⅲ

施設のあり方検討と適正な配置・管理

No. 主な意見の概要 区の考え方

1

¡プログラム（案）における「図書館のあり方検討」の

「想定する成果（10～20 年後：①電子書籍が普及

し、図書館機能は 3～5館程度に集約されている）」

の内容は、専門的知見や区民の意見に基づかずに

裁量権を濫用した「想定する成果」の設定と言わざる

を得ず、区の能力を大いに疑う内容であったが、プ

ログラム（修正案）では抽象的でありきたりな内容に

変更されたことは評価できる。

¡図書館配置等については、電子書

籍等の状況を踏まえ、慎重に検討

していく。

なお、図書館の運営のあり方につ

いては検討課題だと考えている

が、指定管理制度については見直

す予定はない。

2

¡図書館のあり方の検討の現状について、貸出数、閲

覧席数など下位にあることが書かれているが、何故

そうであるのかの原因の振り返りがなく、単に施設、

電子書籍などについての課題が述べられているのは

配慮が欠けていると思う。

図書館のあり方の検討をするなら、そもそも現在の

指定管理者制が適切なのかを考えるべき。検討内容

に「適正配置、機能拡充」だけでなく「図書館の運営

形態（指定管理者制の是非）」も入れてほしい。図書

館運営協議会のように恒常的に図書館を検証する

機関を作って区民の意見を取り入れた「検討」を望

む。

3

¡図書館の数を減らして書籍を電子化する事に反対

する。地域に図書館が減り、書籍を手にして読書し

づらくなっている。

近年、人との触れ合いも減り言葉を交わす事が減

り、電子に頼り、無人化して行く社会に寂しさと不安

が募る。児童館も減らし、閉鎖される方向性も同じで

ある。

ジェンダーが叫ばれる中で電子化優先では手に取

れない人々への排除、経済優先では救えないものの

排除は格差社会を進める政策と考えられる。図書館

及び児童館の縮小に反対である。
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4

¡ 「想定する成果」として「①電子書籍の普及、ニーズ

等を見極めつつ、図書館の適正配置と機能拡充につ

いて検討がされている。」また、「紙と電子の二重コス

トになるため費用効果等の精査が必要」と、電子と紙

を競合するものと扱っているような表現となっている

ことはいかがなものか。

図書館は利用しやすく住民の近くにあり、また十分

な資料的整備をもって効果を発揮するのではない

か。「現状」で見るように中野区は特別区比において

も十分なサービスを行っている区とは言えない。

建替え更新などは必要としても、適正配置の名のも

とに図書館を削減することは避けてほしい。

¡同上

5

¡ 図書館のあり方の検討について、想定される成果

の「電子図書の普及ニーズ等を見極めつつ、図書館

の適正配置と機能拡充について検討されている。」と

いう方向性が図書館のあり方なのか不信を抱くとこ

ろである。

図書館は各年齢層が利用するため、電子書籍、情報

の電子化ニーズ等を踏まえなくても本来のレファレン

ス、書籍提供機能、閲覧場所の確保をしてほしい。

¡レファレンス等の機能は、図書館の

本来の機能であり、社会状況等の

変化も踏まえ、尊重していく。

6

¡図書館のあり方の検討について、現在、図書館は全

て指定管理者の運営となっているが、中央図書館だ

けでも直営にすることを望む。図書館の仕事は経験

と研究、研鑽が一体となったものであり、直営でモデ

ルとなる館を構築し、指定管理と連携することが大

切だと考える。検討方針については、図書館の本来

機能を３つとしているが、それだけではないことを深

めるべきである。

想定する成果で電子書籍への言及があるが、普及

することはもちろん、紙書籍・紙媒体は今後も受け継

がれる文化としてなくてはならない。

取り組む項目として地域開放型図書館の運用状況

の検証については、検証の指針が確立されていない

限りは検証できないと考える。学校に併設されるメリ

ット・デメリットをどう考慮するのか、区民の意見を求

めるべきである。

¡図書館の運営のあり方については

検討課題だと考えているが、指定

管理制度については見直す予定は

ない。

また、地域開放型学校図書館の検

証については、利用者の意見等も

踏まえ慎重に実施していく。
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7

¡図書館のあり方について、2019 年「今後の図書館

サービスのあり方検討会」の検討結果も踏まえて、

今後図書館への区民ニーズを把握しその実現のた

めに図書館はどうあるべきかを検討してほしい。

また、地域開放型学校図書館の運用状況の検証と

今後の在り方についても、前出の検討会報告と照ら

し合わせて検証するべきであり、区民参加で検証・

検討してほしい。

¡今後の図書館の配置等及び地域

開放型学校図書館の検証につい

ては、利用者の意見等も踏まえ慎

重に実施していく。

8

¡図書館の在り方の検討について、電子書籍は増える

だろうが、本自体の意義は変わらない、子どもから

高齢者と幅広い利用者がいる。絵本や電子書籍とな

らないものもある。図書館の本来の考えをもとに地

域にある図書館のことを大事に考えてほしい。

¡図書館が身近にあることの意義は

理解しており、その要素も踏まえ、

今後図書館配置等の検討を行って

いく。

9

¡図書館について、図書館の役割は単に本の貸出業

務だけではなく区民の教養の向上をはかるような運

営をしてほしい。それには、図書館数を増やし、中野

モデルと言われるような画期的な構造改革を期待す

る。

¡ご指摘の趣旨を踏まえ、区民の教

養の向上のため、一層努力してい

く。なお、図書館配置等について

は、利用者の意見等も踏まえ今後

慎重に検討していく。

10

¡区立図書館を８館体制に戻すことを希望する。

区民の多くが、転職や資格取得、社会人としての学

び直し、自分のライフワークのために上質な図書館を

必要としている時代である。

地域ごとに図書館がある状態を維持すること、つまり

全域サービスの展開は、ノーマライゼーションの一環

であり、紅葉山公園近くに住んでいる人だけが図書

館サービスを受けるのではなく、区民の居住地によ

る格差を是正する意味がある。

¡誰もが使いやすい図書館配置とな

るよう慎重に検討していく。

11

¡「想定する成果 ③閲覧機能（自習等含む）は、区民

活動センター等他の区施設と連携して提供されてい

る。」とあるが、閲覧というのは「新聞各紙を閲覧す

る」など、資料とそれを読む人がいて成立する概念で

ある。資料のない区施設が「連携」によってどう閲覧

機能を発揮するのか。

また、「（自習等を含む）」は何を意味するのか。図書

館資料を使わずに滞在する座席だけであれば、学習

室として他の種類の施設でも提供できるが、「図書

館のあり方」とは別の領域であろうかと思う。

¡ご指摘のとおり、図書館の資料の

閲覧・活用が図書館の使命であ

り、そのことを踏まえ、より多くのニ

ーズに応える施設運営を目指して

いく。
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12

¡「ネット検索の普及」と「電子書籍の増加」は、紙の資

料を減らす、あるいは図書館数を減らすことの根拠

にならない。何かの調査研究をしている人が一様に

言うのは、「ネット検索で多様な情報を調べることが

可能になってきたが、それにともない紙の図書や資

料を探す必要も増えてきた」と言っている。電子デー

タと紙の資料とが相互に補完しあいながら活用され

ていくというのは、調べ物をしている人の常識であ

る。

¡ご指摘のとおり、電子データと紙資

料は相互に活用されるべきものと

考えている。その趣旨を踏まえ、状

況を見極めながら今後の電子デー

タの活用等を検討していく。

13

¡区立保育園について、統廃合と廃園民営化により最

高時41園あった区立園が現状10園になったことに

ついて、検証するべきと思う。待機児童対策で積極

的に認可保育所を増設してきたことは評価できる

が、現状は保育制度が変わったことも相まって区内

保育施設は 138 ヵ所になった。区が行う保育のスタ

ンダードである区立保育園がその中において 10 園

で良いのか、検証が必要ではないか。10園では少な

いと考えている。区立保育園の民営化そのものにつ

いても検証されていない。検証せず、10 園からさら

に廃園・民営化することはあってはならないと考え

る。

保育需要の調整機能を区立園が担うのではなく、需

要の減少に対しては、保育環境の改善のために児童

定員を減らし、余裕を持って一人ひとりの子どもに寄

り添った保育ができる環境整備の方向へ転換するこ

とを望む。保育の質の担保や災害時などの対応含

め、区民にとってより多くの区立園は必要である。

¡区では、民間活力を活用し、多様

な保育ニーズへの対応と施設更新

による定員拡大を図るため、順次、

区立保育園の建替え・民営化を進

めている。

一方で、区立保育園は、保育施設

の指導検査・巡回指導に必要な経

験・ノウハウの蓄積、保・幼・小連携

教育による小学校への円滑な接続

の推進、医療的ケアが必要な子ど

もの保育の拡充等、公立施設とし

ての機能・役割を有している。

今後、これらの機能・役割を果た

し、区全体の保育の質を確保する

ため、一定数の区立保育園を存続

する必要があると考えている。

14

¡区立保育園の適正配置について、区立保育園が、保

育需要の調節機能を担っているという考え方に数合

わせ的な安易な考えに大変違和感があり、とても残

念である。供給過剰になった場合、定員の調整、廃

園を検討することは、筋違いである。築年数50年を

超えている区立保育園の建替え整備を考えていって

ほしい。

区立保育園は、区が直接保育政策を行うことのでき

る施設である。これからは、保育の質、保育環境を考

えるべき時になっている。

¡区立保育園は、指導検査、保・幼・

小連携、医療的ケア等を推進し、

保育の質を確保する機能・役割を

有している。

今後、少子化に伴い保育需要が減

少していく局面で施設の建替え整

備を行うにあたっては、区全体の

保育の質の確保を前提としたうえ

で、財政負担等も考慮のうえ、区

立保育園の定員調整や閉園の検
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今まで区立保育園の適正配置と言いながら民営化

を進めてきた結果、地域によって区立のない地域が

できた。区の地域の保育園として実践を積み重ねて

きた区立保育園の存在は大きい。親子で歩いて行け

る生活圏内を視点に考えると地域に区立や私立が

あり、選択できることは大事である。私立は保育の特

徴があるが、公立を選びたい保護者のことも考える

べき。

討も必要になると考えている。

15

¡新たな機能を備えた児童館の配置・運営について、

現在地域に密着している１８の児童館を存続してほ

しい。新たな機能を備えるのに児童館数を減らすこ

とではない。

利用者の親子、児童は、小学校が基準であるとして１

学校区 1児童館として建ててきた基本を忘れないで

ほしい。１８館の存在は大きい。中学校区に１つでは、

遠くなり利用者にとって不便になる。

開館日や開館時間拡大に関しては、理解するが、児

童館を減らすことではない。子育て世代や児童、小

中高生の居場所である児童館は必要であり、直営で

あることの意義は大きい。

民間活用ありきの考えでなく自治体のやるべきこと、

直接区民に責任もってやることを第一に考えてほし

い。

¡ 児童館は、キッズ・プラザと機能を

役割分担し、高学年、中高生、乳幼

児親子のニーズに対応し、地域の

見守りや子育て活動支援機能を充

実させた「新たな機能を備えた児

童館」として、令和４年度から運営

を開始する。

児童館の配置を中学校区に１館と

することで、人的資源を集約し、機

能を充実させていく考えである。

自治体として、区立施設の運営に

ついて最善の方法を選択していく

責務があり、民間活力の導入も含

め、効率的な運営に努めていく。

16

¡今後、区職員は不足するのではないか。児童相談所

開設で 100名近く必要ではないか。

専門職の育成とジョブローテーションは両立するの

か疑問である。

¡児童相談所の職員体制を含む今

後の新たな行政需要を見極め、構

造改革を進めていく中でICTの活

用や業務の委託化の推進など職員

の削減につながるような事業の見

直しや廃止、縮小等を全庁的に検

討するとともに、必要な職員の新規

採用を行い適切な人員配置を行っ

ていく。

専門職については、中・長期的な

視点で人材育成を考慮した人員配

置を計画的に行っていく。



6

17

¡区立公園の施設配置については、そのニーズ把握の

方法を慎重にしてほしい。園庭のない保育園が増

え、様々な世代のニーズがある。区民の現状や地域

実態などの現状分析とニーズ把握などよりよい公園

をめざして、審議会や研究会などでしっかりとした議

論をしてほしい。

¡多様なニーズに応じた魅力的な公

園とするため、これまでもオープン

ハウスの実施等、意見募集の方法

を工夫し、地域や利用者等の意見

の把握を行ってきたところである。

今後とも、改善を図りながら、ニー

ズの把握を行い、公園の再整備に

取り組んでいく。

18

¡区立公園の施設配置・管理の検討について、魅力あ

る公園をめざすにあたり、民間活力に頼るだけでな

く、区民の利用者の意見を聞いてほしい。区立公園

の個々の特性、利用者を考えてのゆったりできる公

園を区として考えてほしい。

¡多様なニーズに応じた魅力的な公

園とするため、地域や利用者の意

見等を伺いながら進めていく。
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戦略Ⅳ

組織体制の最適化

No. 主な意見の概要 区の考え方

19

¡人事権の集約化、機動的な人員配置について、各部

の人事権等を職員課に集約し適材適所というが、職

員課の職員が２，０８４人の個々を理解できるとは思

えない。

各部庶務における人事異動作業負担が大きいから

といって職員課が人事権を持つのに不安がある。人

材育成の必要性はわかるが、毎年 500 人、全職員

の１/4 が異動することはいかがなものか、4 年で職

員が入れ替わることになっていないか。

職場で仕事を教える人がいない。異動対象年数は

何年以上なのか。

適材適所を誰が何をもって判断するのか。

¡人事権限の集約と合わせて、

「（仮）人材情報活用システム」を

導入し、個々の職員の人事評価

や人事異動、適正のある職務等

の人事情報を集約し、その情報

をもとに、職員の適性や意向、能

力等を踏まえた適切な人事配置

や事務分担を行っていく。

異動対象は、「何年以上」など年

数では定めておらず、組織経営

や職員のキャリア形成等を踏ま

えて実施している。

適材適所となっているかは、所属

長の評価や本人の申告等を踏ま

え、組織として判断していく。

20

¡適正な職員構成の在り方について、主査を人件費の

制御及び適正配置の点で検討するとあるが納得い

かない。

¡適正な職員構成（職層別構成比）

のあり方を検討する目的は、そ

れに基づき職員の適正配分や人

件費の抑制を実現することであ

るから、職層別構成比の検討は

職員の適正配分や人件費の抑制

の観点で行う必要があると考え

ている。
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その他

No. 主な意見の概要 区の考え方

21

¡本町図書館の閉館後の利用案について、集会場ス

ペースやカフェを設置し、地域の方が交流できるイ

ベントの開催や気軽に足を運べるような施設にして

ほしい。民間へ売却してマンションなどを建ててしま

うことがないようにしてほしい。

¡本町図書館閉館後の利活用につ

いては、児童福祉施設、介護・障

害福祉施設等のニーズを踏ま

え、民間事業者の誘致を検討す

ることとしている。また、活用にあ

たっては、子育て支援や地域交

流機能の確保を検討していく。

22

¡区政運営にとって最優先は区民ニーズである。これ

に応えるために国や東京都に区として財源を求める

取組をしてほしい。

¡毎年度、国・都へ特別区長会を

通じて、区の必要な施策や予算

要望を行っているところである。

また、東京都へは、都知事との意

見交換の機会を活用し、予算要

望をしている。
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¡区有地については多世代の憩いの場、遊び場、保育

園、学校などのニーズに十分に応えられるように慎

重な検討をするため、早急に売却するなどの計画は

持たないでほしい。

¡未利用となる区有地については、

区の施策展開や将来的なまちづ

くりの進展を見据え、立地条件や

規模などを考慮しながら区有施

設等用地としての活用のほか、

民間への貸付、売却を検討する

こととしている。
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¡個別プログラムの担当部について、企画部、総務部

の担当が多く見受けられるが、これだけの内容をや

れるのか。現場の各組織の意見や問題点を十分聞

き取ることを大事にしてほしい。紙面上でなく、実践

の場をよく把握してほしい。

¡各現場の意見等を把握し、関係

する所管部と連携してプログラム

を進めていく。


