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市民説明会 ◇日時　　平成27年10月22日（木 ）

職員

職員

職員

　内　容

市民Ａ

市民Ａ

市民Ｂ

市民Ｂ

◇場所　　南区公会堂

　各地で出ている話だが、子どもが減ってきている状況で
どこかの学校を閉鎖するという話は
国立市でも検討されているのか？

ご質問【学校再編について】

　今までは(具体的に検討することは）やっていない。現在『学校施設の更新計画部会』において学校の現状を
把握しているところである。児童数が減少している学校に関しては（再編について）今後検討していく可能性は
十分ある。

ご質問【国立駅前開発と公共施設マネジメントについて】

　非常に苦しい財政であるということは分かった。
そうした中で、国立駅前開発が行われている。
どのくらいの費用がかけられているのか。（公共施設マネジメントとは）関係ないのか。

　（国立駅前開発は）市民の要望であり、それ（市民の要望に応える開発）と公共施設の床面積削減という目標に
矛盾をはらんでいるのは確かだ。
　しかし、当初の計画で総費用約150億から現在は約110億程度に予算を減らし、民間にも入ってもらうことも考え、
公共施設を増やさないという（公共施設マネジメントに則った）方向で進められている。

ご意見【公共施設の複合化と、予算の有効活用を望む】

　公共施設をどうするかという今回の問題と、
（国立駅前開発を含む）国立市全体の予算（の活用）は別でありながら、
横に並んで（進めて）いくものと考える。

　ポイントは大きく2点ある。
一つは、今ある学校施設をどう活用していくか。
少子化と言えども利便性の点から学校をなくすわけにはいかない。
(その点から考えても）公共施設の再編は学校に力点をおいて考えられるべきである。

他の施設と複合化して多機能な『学校+α』を作る。
そうして集約化されて、遊休施設となった公共施設は
民間に売却または貸して（賃料等の）収入を得る。

　それと並行して、（もう一つのポイントである）国立駅前開発のような事業に
国立市の予算を有効に活用していっていただきたい。

ご質問【コンクリート中性化のサンプルについて】

　（見せていただいた）中性化のサンプルですが、あれは円柱状のものを抜き取って二つに割ったものですか？
片方は赤く出ていて健全ですが、片方は真ん中が健全で外壁側と内壁側が中性化が進んでいて、同じものを
割ったにしては違うなぁ、と。

　別のサンプルです。分かりやすいように、中性化が進んだものと健全なものを用意しました。
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　内　容

◇場所　　南区公会堂

職員

　ただ今（職員の）、お金の話ということですが、
お金のことを話すのは非常に良いことだと思う。

 今までは議会でもこのような話はされなかった。
そういう時代から日本全体が変わっていくのだから、
できるだけ最小の費用でここに書かれた公共のサービスをどうやってまかなっていくのか
話し合うことは非常に大切なことである。

　ぜひ積極的に進めていただきたいと思う。

　公共施設のこの問題は、ご説明させていただいた通り、お金の問題からスタートする部分もあって
私個人としてはせつなくなってしまうというか、縮まなきゃいけないんだっていう風に前提として考えてしまう。
ただ、この南区公会堂、新しくて気持ちの良い施設ですよね。老朽化した施設を計画的に建替えていくことは、
新しいまちづくりや将来に向けて施設をきれいにしていく側面もあるので、市民の皆様も前向きにまちづくりに
つなげるんだという意識をお持ちいただいていろいろとご意見をいただけるとありがたい。

ご意見【専門家による学校のデザイン・工夫で地域の活性化を望む】

　今の(職員の）ご意見と関連すると思います。

（例えば）今まで小学校としてだけ使ってきた所に別の要素が入って、
（先ほど述べた意見と）繰り返しになりますが、
『新しいコミュニティ』が発生するような、そうした（分野の）専門の建築家の協力も得て
『新しい空間づくり』としての可能性を(公共施設問題は）秘めていると感じる。

（さらに公共施設問題には）まちのエリアの活性化につながるような学校のデザイン、工夫を生み出す余地がある。

市民Ｂ

市民Ａ

ご意見【今後も公共施設問題への積極的な取組みを望む】
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市民説明会 ◇日時　　平成27年10月24日（土 ）

職員①

◇場所　　市役所

ご意見【個々の公共施設の果たす役割を重視した再編計画であるべき】

　今回の市報の特集号はショッキングな内容で非常に驚いた。
表現的にもどうかと思うが、ショック療法で市民の関心が高まることを狙ったのかと。
（今日の）ご説明の中で、かなり客観的・科学的な説明があったかと思うが、
今後再編計画を作っていく前提として「施設を維持していく為には莫大な費用がかかる」とあるので、
それは市民にとっては脅しのように聞こえる。

　私が思うのは、維持管理にかかる費用は当然のものであって、
むしろ今まで（その費用を）かけてこなかったのではないかと感じる。
この再編計画の前提を「莫大な維持管理費用」の点から考えているから、
あのショッキングな内容になるのだと思う。

　そのように総量をまず先に決めて一つ一つに割り振るのではなく、
一つ一つの建物の地域で果たしている役割とか
市民ニーズの積み上げで再編計画があるのであって、
（総量を先に決める）発想に非常に違和感を感じる。

　近代の都市計画の理論『近隣住区論』でいうと、
歩いて行ける所に小学校や公共施設があって、
それが地域のコミュニティの維持・活性化の為には必要とされる。
それがごっちゃになって再編とか統廃合とかの話をするのは危険であると思う。
少子高齢化で、今後高齢化が進めば進むほど、歩いて行ける所に公共施設がないと
(高齢者は）利用することが出来ない。

　公共施設の利用は、単に文化的・教育的なサービスのみだけでなく、
高齢者を家から出させる『介護療法』にもなる。そういう観点で公共施設を考えてほしい。

おっしゃる通り、一つの制約の条件として「財源の問題」があり、その一方で個々の施設の成り立ちとか目的とか
がある。それぞれの施設をどう市民サービスに使っていくべきか考えながら、さらに全体の制約の中で床面積・
建築費を節約していくか、この両方（考えることが）必要であると思う。

　内　容

市民Ａ
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◇場所　　市役所

　内　容

ご意見【建物だけでなく、市民の高齢化の観点からの計画も必要。そしてもっとこの問題に市民が関心を持つべき。
　　　　　市は市民にこの問題を投げかけ続けてほしい。】

市民Ｂ

　私も（特集号を読んで）とてもショックだった。ショックだったのは、
最後のページの集会所や保育園が×（ペケ）になって、複合化で○○小学校に併合される、と。
×（ペケ）になることのマイナス面を、決して皆さんは考えていない、
調査されていない訳ではないと思うが、前の方がおっしゃっていたように、
（公共施設が）なくなってしまったら行くところがない。

　建物も高齢化しているが、市民全体も高齢化している。
私たち（高齢者）はそこ（集会所等）に出て行かなければ健康は維持できない。

　その（公共施設という）場所が高齢化社会の中でどういう（役割の）ものか、
市として（そこを観点に）計画を考えてほしい。

　施設の老朽化率が８０％ということは、
昭和６０年以降ほとんど市民が要望している建物がつくられていないということの証明だ。
府中市、調布市等は４０％、５０％新しくつくっている建物がある。
もちろん（それらの市が）財政が豊かだということもあるかと思うが、
今こうして（国立市で）問題が提起されたということは、
市は市なりに大変苦渋しているからだと思う。

　だが、今日２回目（の市民説明会）ということだが、
これだけしか集まっていないという、この（問題に対する）市民の関心度の低さ。
　この状況で進めていくとして　５、６年後、こうしますよと決定して、
どこかの小学校に集会所を入れっちゃったとする。
（それに対して）まず、文句をいうのは高齢者。
自分たちは（この）会議に出席もしない、意見も出さないで、
出来上がったものに対して文句を言うというのはだいたいが高齢者。

　（そう考えると）これ（公共施設マネジメント）をやっていくのはすごい労力が必要だと思う。
それ（公共施設マネジメント）は良い面をあれば、悪い面もある。
そこのところを本当にみんなが知るためにはどうしたらいいのか、
市は何度も何度も（市民に対して）投げかけていただきたい。

　もちろん、財政が少ないんだからちゃっちゃとやりなさいという意見もあるかと思うが、
そうじゃないよ、集会所が今あってみんなが集まれる場所があるから、
私達老後も豊かに生きてるんだよ。と感謝している人もたくさんいる。

　そういうことをまとめてこれから進めていただきたい。
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◇場所　　市役所

　内　容

職員①

職員②

職員①

職員②

職員①

職員②

ご意見【市はこれまでの保全の進め方について反省すべき。公共施設は福祉を含めた『市民の生活』を念頭に
　　　　　考えられるべき】

　<９ページの資料について>違和感を感じた。老朽化は保全の仕方の問題であって、
この資料をみると何だかあおられているような気がして　この資料が適切かどうか疑問に思う。

　先ほどの方も、マンションの例を出されていたが、４０、５０年代に（公共施設を）建てた時、
何十年たってこういう問題が出ることを市役所の方々は想定していなっかたのかなと。
今になって大変だ、大変だって言ってるけど、(例えば）マンションだったらお金を積み立てるとか、
（市役所でも）そういうのあるはずなんじゃないの？って。

何でこうなっちゃったんだろう。
もし、そういう反省点があるのなら、これからはしっかりやってほしい。
また何十年たって、大変だ、大変だってならないでほしい。

　「公共施設の役割って何だろう」って考えた時に、今日来ていらっしゃる市役所の方は、
営繕課、教育委員会、資産活用の方だが、でも（公共の）建物ってそれだけじゃない。
高齢者の方とか、福祉のこととか『市民の生活』のことだからいろんな問題があって、
一つの建物がなくなったことで高齢者が困っちゃう、
コミュニティが崩壊したりとかいろんなことが考えられる。
コミュニティが治めていたことを市のサービスでやらなきゃいけないとか、
（新たに）お金もかかってくるかもしれない。
（施設が）遠くなったことでバスを出さなきゃいけないとか、それを含めて予算とか出てくる。
だから、、もっといろんな人の意見を聞いて、
もっと福祉のこと、『市民の生活』ってことも含めて話し合ってほしい。

　「公共施設って何だろう」って（考えたとき、それは）、避難場所
っていう面もあって、逃げるときにホントに高齢者を見られるの？って思う。
そういうことも考えていってほしい。

　貴重なご意見でありがたく思う。９ページの資料については、国立市でも似たような事例が出ていて、事故には
至らなかったが第一中学校で（この資料にあげたような）モルタルが落下した事例がある。ただそれをここに載せて
しまうと市民の皆様にショックを与えてしまうと思い、（資料には）一般的なものを載せさせていただいた。
ご意見は承りましたので、これからは（表現方法を）考慮していきたい。

市民C

　おっしゃる通り、そのように考えていかなければならないと考えている。これから、教育、福祉を含めた各部門で
「これからの公共サービスはどういうふうにやっていくのか」「そのために公共施設はどうあるべきか」を全庁的に
役所をあげて考えていく取組みは、もうすぐ始めていく。そういったことをふまえた上での計画にしていきたい
と思う。

　これまでの保全にかけるお金というのが足りなかったのは確かだと思っている。新しいものをつくる、
新しいサービスを行うことに力を入れて、計画的な保全ということが少し足りなかった。それは反省しなきゃ
いけないと思う。

　全く無計画に何もやってこなかったというわけではない。我々、建築営繕課としましても、公共施設に関しては
完璧な形ではないが建物を維持する形で修繕、改修工事を行っている。なおかつ耐震補強工事も全ての施設で
行ってきている。

　天井板のことがあって、追加で工事しているが、基本的な耐震部分（の工事）は公共施設の構造躯体全部
終えている。

　ここ１０年ばかりいろいろと社会的な問題があって、例えば今、部長がお話ししましたように、建物の骨組み事態
の耐震化の問題だったり、今やっておりますがそれ以外の非構造部材という部分、天井が落下したり（を防ぐ）、
あとは外壁ですとかそういったところに今は着手している。あとは、屋上防水、内壁など必要に応じて今までも
やってきておりますので（市民の方々の）満足のいく内容ではないかとは思いますが全くやっていないという
わけではないことをご理解いただきたい。
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◇場所　　市役所

　内　容

職員

　すごく壮大なハードのことがメインでありながら、ソフトの方も全部関わってきて、
まちづくり全体に関わることなので本当は市長にも（この市民説明会に）きてほしい。

　私は１７年子育てをしている。保育園、学校に通わせてきた。
（国立市の）学校設備は今でも最低限しかない。

　例えば校庭のスプリンクラーとか、すごい砂ぼこりで近隣の住人の方々にはすごい迷惑をかけている。
他市では普通についているってことをよく聞いている。
そういうこと一つとっても本当に最低限（の設備）しかない。
芸小ホールもちっちゃくて、今、第二中学校の吹奏楽がすごい人気で見に行くけど全然入れない。
ホントに大きいホールほしいよねって学校の先生も言ってるくらい。

　最低限でありながら、その建替えすらおぼつかないって。
どうにか、東京都とか国とかで何とかしてほしいなっていう次元の話で、
（国立市は）都や国に働きかけていただいてるのかを聞きたい。

　国立市がこれからどういうふうに生き残っていくのか。
「文教都市」として、引っ越してくる人たちも多い。
塾もすごく盛んで、わざわざ他市から国立だからって塾に通ってくる。
その辺、（市は）ブランドとしてやっていくんだろうなぁというのは思うが、
器をどんどん小さくしていったら、まちもどんどんちっちゃくなっちゃって、
建物の統廃合どころか、自治体の統廃合になってしまうんじゃないかってずっと思っている。
その辺の大きいビジョン、どうやっていくのか聞きたい。

　今、（この問題で）いろんな方に聞き取りをしているかと思うが、
今ある民間事業所に範囲を広げて聞き取りはされるのか。
私は、福祉事業所にいて、（その事業所は）土日は部屋が空いている。
高齢者のフリースペース的なところは使用できないかなどの打診はあるが、
そこにお金がついてくればなんとか（経営は）やっていける。
民間の活用について、お聞きしたい。

　まず補助金についてですが、例えば全国市長会、東京都の市長会でも、こういった分野はお金が大変必要
なのでぜひ補助金をというような要望を毎年出しているが、一方で国の財政事情というのもかなり大変なようで、
補助金が逆に先細り、要するに３分の１補助金が出るという仕組みがあってもそれが２割しか出ないですとか、
今、補助金が減っている、全体の枠がこうだからこれだけで我慢してくださね。という傾向が強くなっていて
非常に厳しいところだ。

　「文教地区」というまちの魅力があるから、皆さんに来ていただいて、住んでいただける、本当にその通りだ
と思っている。そのことは今、基本構想づくりの中で、良いところを伸ばして皆さんに幸せに住んでいただきたい
っていうのが市の役割ですので、それは何とか今作っている基本構想の中でも具体的に考えていきたい。

　民間の施設も使わせていただいたらどうだろうかということですが、確かにその通りで、公共の中だけで
やりくりするのではなく、（民間と）お互いにそういうことをしていければいいなと、非常に貴重なご提言を
いただいたと思う。

市民D

ご質問【都や国からの補助を求める働きかけはされているか？国立市はこれからどう生き残っていくのか？
　　　　　民間の施設の活用は？】
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◇場所　　市役所

　内　容

職員③

職員②

職員①

　あくまでも保全計画は技術的な観点で参考と言ったら語弊があるかもしれませんが、現状把握という
意味合いでこういったことに順番になって（更新して）いきます。といったところを一回市民の皆様にお示しした
計画ということをご理解いただきたい。

　それで今、施設の使われ方ということもご意見いただきました。実は何年か前に「施設白書」というものを作って
おりましてそのデータにも（施設の）利用状況が入っているのですが、その更新版を作ってより詳細にどのくらい
使われているか、例えばどういう時間帯の中での利用率とか、そういうことも各担当課で確認していまして、
それを今年度まとめようと思っている。

　空いた土地の利用法も決まっているわけではないが、全体の計画の中では考えていきたいと思っている。
再編計画と一緒にその中で空いた土地をどういうふうに利用するかを考えていきたいと思う。

市民B

こういう計画を立てると、上（国、東京都）からの何か補助金が出るのか？全く出ないのか？

ご質問【保全計画に補助金は出るのか？】

ご意見【先を読んだ政策を行ってほしい。施設再編を全庁的に捉え計画するという市の考えはとても良い。
　　　　　各公共施設の経年の利用実績が分かれば市民ももっと具体的に再編を考えやすいのではないか。】

　補助金というのは保全計画に関しては出ません。今後考えていく中で実情を知らないと何も進まない。
というところで今回の計画を作りました。上からこういう補助が出るから立てたというわけではない。

市民E

　意見が重複してしまうかもしれないが、やはりこういう計画は建てるときに
もうすでに何十年先にはこういうふうに(費用が）必要だよと分かっていることで、
今さら大変だ、大変だっていうのはちょっとおかしいなと。
そこまできっちり考えていなかったのかなと思う。

 それと少子化の問題もやはり「よんで」いればその辺のことは把握済み
のことではないか。それを今さら言うのもおかしい。

　少子化についてはいろんな施策をすれば、国立に住みたいっていう人たちが集まってくると思う。
ですから、そういうところを計画していけば
別に少子化だから大変ですってことにはならないんじゃないかなと。
市の方で、もっと計画を考えてみればどうかなって思う。

　それと、今日の説明の中で各施設を統合していきましょうっていうのは
提案なのかなぁとは思うが、
じゃ、各施設がどのように利用されているのか、経年の結果が出ていないので
この施設は必要なのか、それとも他の施設と統合しても良いのか、
あるいは空き家を利用してちっちゃい施設をつくればよいのか、
その辺の数値がないと私たちも考えにくい。

　子どもの施設、児童館などに高齢者の施設を合わせていくと
両方にとってすごくメリットがあると聞いたことがあるのでそういうことも考えてほしい。
（先ほど）市の方が「（施設の再編は）庁舎の全体の中で考えていくんだ」とおっしゃられたが、
これはすごく良い考えだと思うのでぜひそのようにしていただきたいと思う。

 統廃合したときの空き地はどうなるか、
そういうことも「市の中で全体で考えていく」中に含まれているかと思うが、
ぜひそのようにやっていただきたいと思う。



P.6

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月24日（土 ）

◇場所　　市役所

　内　容

職員②

ご意見【今回の問題提起は市にとって、ギリギリの、今までの経過が一つにまとまった『そのとき』だと感じる。
　　　　　市民に対するアピールの仕方を考え、いろいろな意見を加味しながらも、指導力をもって進めて
　　　　　ほしい】

　まずこれがスタートであると思うんですね、行政側からすれば。
今いろいろとご意見が出たがそれを加味しながらこれからミーティングの中で
改善したデータを出していただいて報告していただくというのをお約束していただきたい。
せっかく皆さんから貴重なご意見を出していただいたんですから。

　今どなたか言っていた、聞いてなくて結果がそろそろ決まるころになって、
いやぁあれは聞いてないよ、それは知らないよとか、これは反対だとかいう意見が、
こういうミーティングの場合はあとからよく出てくる。
ですから、そういう点では相当大変だと思うんですけど、
市民にそれだけアピールをしていただいて　いろんな形で機会をとられて、
これはけっこう長い、長スパンの話ですから、そうしていただいたらいいかなと。

　それともう一つは、（行政のやり方は）施設を統廃合するということを含めての
総予算ありきというふうにとらえられた方もいらしたみたいですけども、
これは逆に行政側からすれば今までのデータの中で、おっしゃってはいませんけれども、
それなりのベースのデータがあってその積み重なりの上で
それなりの専門家が試算してデータを作ったわけで、
その辺から（説明を）された方が（本当は良かった）、だがしかし、それだと話が長くなっちゃうから、
そこまで説明しきれないから、ボーンと（金額提示から）いっちゃったんでしょうけど、
そういう形（経年のデータを示す形）で資料を作ってくれた方が我々としては納得しやすかったかなと。

　こんなに何百億って、三角屋根の話もそうなんですけども、
金額がボーンと出ちゃってから、あとからいろいろ話が出てくるんで、
そう（金額を先に示す）じゃなくてこれはこうなんだよということを
“先に”お話しいただいた方が我々も納得しやすい。

　もちろん、基本的には反対の方もおられて納得しないって方も最後までおられますけども、
それは一つの事例ですから、（とにかく進め方は）そういうふうにもっていったらどうかなと思う。

　私が最終的に行政側にお願いしたいことは、
マンションの建て替えとか大規模修繕とかそうですけど、全員が賛成するってことは不可能。
これだけ（様々な観点で皆さんから）ご意見いただいた（ように）、
多岐にわたって社会情勢も変わっている中では（なおさら、全員の賛成を得ることは不可能）。
そうするとある段階で、見切ってしまうってことも出てくる。
ある段階での「ジャッジ」、指導力って言うんですか（それが必要だと思う）。
それから出来ないことはやらないとはっきり言ってやらないと、それが(行政の)役目ですよ。
それはつらい役目だけれども。

　これ（公共施設保全問題）は今日急にポーンと出てきた話ではなくて、
今までの経過の中でこの辺が一つにまとまった、ギリギリって言っちゃおかしいですけど、
その時だなぁということで、私に言わせればタイムリーに出してきたなと感じる。

　ですから、そういう経路を言わないとやっぱり取り方によっては、
これ（市報特集号）見たらびっくりされる方もたくさんいると思うんで、
そういう点ではアピールの仕方っていうんですかね、
もちろん反対側から見る人とこちら側から見る人がいますから、
「何だ、今までそんなこと言ってなかったじゃないか」と言われるかもしれないが、
それを承知で（この問題を）言ってあげないと。
どうかひとつそのようにやっていっていただきたい。

　ご意見の通り、今後は　乱暴なやり方と言ったら語弊があるかもしれませんが、そういったことはないように
市民の方と合意形成を密にはかって進めさせていただきたい。それから総量の削減とうことで、面積という
ことで暫定的には打ち出しておりますが、やはり財政的な支出といいますか、負担を軽くするということを主眼
としておりますので、必ずしも面積削減というか何でも統合しちゃえばというような乱暴なやり方にはならない
ようにはしたいと思っている。やはり、おっしゃる通り限られた財源の中でどうしていくかということがあります
のでその辺を（市民の方々と）ご一緒に考えていきたいと思っている。

市民F



P.1

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月27日（火 ）

職員①

職員①

職員①

市民A

職員①

職員②

職員②

　調査は調査会社に委託しまして、保全計画作成は支援業務という委託を専門の
コンサルティング会社に委託させていただいた。もちろん市の職員と一緒につくりあげたものです。

市民Ａ

ご質問【給食センターの建替えについて】

　資料を見ると、第一給食センター（残存耐用年数14年）と第二給食センター（残存耐用年数41年）、
（残存耐用年数が異なるのに）同じタイミングで建替えようとしているのはなぜか。

こちらは過去の経緯がございまして、給食センター自体が機能的に今の時代にマッチしていない、

市民Ａ

ご質問【施設の耐震について】

　耐震の問題は大丈夫ですか？

　躯体部分に関しては、今年あと東福祉館の耐震補強をすれば、耐震改修計画上の
施設すべてにおいて、市有施設は耐震化が終わる状況です。
非構造部材については来年度も引き続き行っていく。

耐用年数とは別に政策側の判断ということですね？

そうです。なおかつ、第一は小学校分、第二は中学校分として二つはセットで考えなければいけない。

市民Ａ

　確かに今公表されているのは良い面ばかり強調されてる傾向があるが、自治体どうし
本音のところで、横のつながりで、都合の悪い点なども聞こうとしている。そこは気を付けていきたい。

◇場所　　公民館

　内　容

市民Ａ

ご質問【耐用年数・老朽化の調査について】

　最初に耐用年数だとか、老朽化の検査をされたじゃないですか。
それって、市の中でそこまでプロの方がいらっしゃるんですか？
それとも設計会社とか建築関係のところに依頼されたのか？

ご質問【コスト問題について】

　コストの問題は、一般論として建物を建てるときは、これ（建物）って資産ですよね、
それから修繕してつくるということで、それは経費、損失ですよね、会計上は。
そうすると　ものを建てても、市の予算上は例えば10億の建物を建てても
費用化されるのは減価償却の数千万ですよね。
今回はキャッシュベースで計画されたんですよね。市の予算ベースでなくて。
それでよろしいんですか？（予算ベースでは考えないのか）

　公会計についても、複式簿記に近い会計方式で、財務処理を作ろうという、
今までも簡易的に作っていたんですが。本格的に仕分けをして作ろうと、
システムを含めて取り組んでいる。そういった見方もこれからできるようにしたい。

市民Ａ

ご意見【施設の複合化について】

　複合化っていうとかっこいいんだけれども、機能的な面もあるし、
大小の施設入れてごっちゃになっちゃって大失敗した例を知っているから、
当然考えられていると思うが、相当注意して進めたほうが良いと思う。



P.2

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月27日（火 ）

◇場所　　公民館

　内　容

職員①

職員②

市民B

職員②

市民B

職員②

市民B

　ずばり一目で分かる表上には示していないが、市としては各施設の優先度は把握している。
その点はこちらのさじ加減でやらせていただきたい。

ご質問【不動産収入について】

　先ほど（ご説明の中で）不動産収入の賃料とおっしゃったんですけども、
国立市が営利事業をするというのは可能なのか。

　財産の区分によっては　公共用に使う財産とそうではない財産と分けられて
公共用ではないと区分すれば貸付は可能といえる。

ではそのときに国立市は収入をあげることができる？

できます。あるいは公共施設の一部を目的外に使用するという位置づけで売店を入れる
という例もある。ただし施設を使う人の利便性も考えなければいけない。

市民B

ご意見【国立ならではの高いハードルがあると思う。市の器量が問われるところ。
　　　　　多世代がいい形で交流できるような「希望ある」複合化を進めていただきたい】

　例えば昭島市ですが、児童館が一館、すみません確かじゃないんですが、
まちの中に集約されてたぶん大きいのがボーンとあったと思う。
施設を複合したり、集約したりって当然あるなって思っているんですけども、
これは私の希望というか、やっぱり
地域の子どもたちやお年寄りの足で歩いて行ける範囲の施設は、
その機能の中で地域にいくつか拠点としてあった方がいい。
ここは一つでいい、ここは二つがいいといった機能別の
「利用者側に立った配分」がされればいいなと思う。

　６ページに築３７年、４０年、２７年、こう書いてあって
これをすごく長く使っているとみるか、まだこんなもんかってみるか。
いろんな方が使う施設っていうのは老朽化が厳しいものなんですか？
っていうのはね、なんだまだ２７年なんだって、
自宅のことを思うと　まだ全然使えちゃうのに、
（市の施設は）３０年っていってもすごくボロい。３０年であんなにボロくなるものなの？
ってちょっとびっくりしちゃう。
だから、公共施設というのはたくさんの人が使うから、
定期的な保全であったり、日頃の手入れとかしていても、
８０年もつよっていわれていても実際は、もしかしたらそうじゃないのかなって、
現状とこの（資料の）数字を見ながら思った。

　中央児童館と福祉会館を建てたときに、
高齢者の方は落ち着いて安心できる空間を求めたということで、
入り口を絶対一緒にしないでとか
そういう市民の強い希望をのんでいかなければいけない部分で、
複合化していくことの国立ならではの高いハードルもあるのかなと思って。
それをクリアしていく市のノウハウというか、器量というか、
すごく問われていくのかなと思った。

　東洋大の資料はネットで見させていただいた。
「希望がある」複合化あるいは増築ができればいいなと思う。
立川一小のケースも、説明会から参加しているが（問題は）いろいろある。
ただせっかくなのでね、多世代に渡っていい形で交流できるような複合化、
東洋大の報告にもそういう部分があったので、
もしそれが進んでいくようであれば、問題は出てくるとは思うが、
それを解決していく手段を見据えたような計画であればいいのかなと思う。

そのとき市はどこかに税金を支払わなければならないのか？

市は非課税です。

市民B

ご質問【改修の優先度について】

　私は専門的なことは分からないので、
今いただいた資料で理解できない部分がとても多いので
そういう観点からいくつか質問させていただきます。

　14ページに「優先度」っていう表が出てますよね。
国立市の公共施設をいろいろ精査なさった中で
この優先度の１から７まで（各施設に）既に振り分けられているのか？
表になっているのか？



P.1

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

職員①

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

ご意見【一番先にあるべきものは「こういうまちをつくりたい」という夢であってほしい。
　　　　　財政面だけでなく、国立市としてのまちづくりの夢、コンセプトも示してほしい。】

　おっしゃる通りです。
地方公共団体の役割というのは、住民に対する福祉等のサービスを提供することが
第一義ですので、どういうまちをつくりたいかが先にあるべきだと考えている。
今ちょうど基本構想、基本計画という新しい計画を作っている最中で、
そういったまちづくりのことを考えながら、公共施設の再編を考えていきたい。

市民Ａ

　丁寧な説明をしていただきありがとうございます。
説明の中で常に財政面のことが前面に出てきて、
人口減少に伴って将来的に市民税が減るから…といようなことが
前に出ていたと感じた。

　市民の皆さんと一緒に考えていくためにこういう説明会を開くというお話であるならば、
単に説明会を開いて市民の意見を聞くという実績だけをを作ったということでは困る。
財政面が今後だんだん悪くなるということは理解できるが、
やっぱり最後に課長さんがおっしゃったような、
こんな公共施設をつくりたい、国立市としてのコンセプト、夢とかそういうもの、
こういうまちをつくりたい、そういうものが一番先に出てほしい。

　今、学校の統廃合がやむをえないという結論に
もっていこうとしているように聞こえたんですけども、
これをですね、例えばそれぞれの学校で、特徴を持った学校をつくっていくとか、
そういう学校をつくりたい、その為にはどういうふうな施設が
役に立つんじゃないかなということから、
市民の意見をきくのであれば、そういうことからたくさんご意見を聞いてほしい。

　財政面で統廃合しなきゃいけないから二小と八小をくっつけるとか、
そういうような安易な考えでやっていただいては嫌だなと思う。

　ですから、ぜひ夢を持って、こういうまちをつくりたい、こういう施設をつくりたいって
いうのを先に出して、そういうことを多くの市民と議論しながらやっていただきたいなと思う。



P.2

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

職員②

職員①

職員②

　子育て施設に関しましては、子ども家庭部というところと連携いたしまして
部会等もできておりますので、そちらの方も合わせてどういうふうにしていくのかということは
庁内で検討させていただいている。
子育て施設を軽視するということは決してございませんのでご心配なさらないでいただきたい。

　他の市で多摩市などは、多摩ニュータウンができた時に人口が流入、
大変増えてそこの世代が今、高齢になられている。
一部マンションの建替えなどもやってますけども全体としては公共施設が老朽化しまして
学校を転用したりとかも始まっている。
あとは多摩ニュータウンでは地区と地区の間を橋で結ぶということをやってまして、
その橋も老朽化してそれもどうしようかということで大変頭を抱えているようだ。

　次のご意見なんですが、一方では国全体としてどうしても少子化が避けられない中で
国立市もなかなか難しいとは思うんですけどもその中でもやはりお住まいになっている皆さんに
魅力的で満足度のできるだけ高い、そういったまちにしていかなければいけない、
そういった命題もあると思う。そのことはなかなか難しい面もあり、
例えば働く方が少なくなればやはり収入も減ってしまう。
その中でも工夫をしながらやっていかなければならないがそのやり方としては
複合化ですとかあるいは統合とかせざるを得ないんではないかと、実は思っている。

　その辺は、まちの魅力がなくなってしまっては困る、
例えば近くの施設がなくなればお年寄りが困りますよという声も
実は他の会場でもいただいている。
そんなご意見を聞きながらなるべくご不便をかけないような（再編を）考えていく。

　そして、実は集会所などは利用率が１０％台のところもあり、
そういったところももっと利用していただくにはどうしたらいいか考えながら、
それぞれの地区にも入りまして住民の皆さんと相談しながら計画を作っていきたいと考えている。
確かに一歩間違えると不便になる、悪い影響もあるかと思う。
それは肝に銘じたいと思う。

ご意見【「子どもを遊ばせにくい」といったマイナスイメージが広まると
　　　　　子育て世代の流入がなくなり、少子化を加速させる。
　　　　　公共施設再編のやり方を一歩間違えるとそうした悪循環に陥る。】

　他市の取組みの状況でございますが、
近隣市で府中市、立川市におきましても（公共施設）削減目標を定めておりまして、
立川市では４０％削減と打ち出している。
実際府中市では市民体育館を統廃合、市民プールをなくしていくといった計画も聞いている。
他市も同様に老朽化している施設、または人口減少問題、財政問題含めまして
施設再編ということを進めていかざるをえないという状況にある。

ご質問【他の市町村でも公共施設問題を抱えているのか？
　　　　　　だとしたらどういう取組みをされているのか？】

市民B

　筋道立てて説明していただいてありがとうございます。
その中でちょっと分からなかったこととして、
他の市との比較をしていただいたんですけども、多摩地区の他の市町村でも
同じように公共施設の圧縮や統廃合などは考えているのかどうか、
こういう課題を抱えて今苦労しているのか、そうだとしたらどうやっているのか、
（知りたいこととして）それが一点ある。

　これから人口が減っていくというのはよく分かっている。
国立というのはとても魅力的な市だと思う。
他の市と比べて文教都市というイメージが高いですし、不動産の値段も高い。
せっかく国立市の(魅力が）高い部分がありますので、
統廃合によってそれがマイナスになるべく傾かないようにしていただきたい。

　例えば子育て世代にとって文教地区というのはとても魅力的なんですけれども、
学校の統廃合ですとか、公共施設のこれからの変化で
学校に入る前の子どもの集会施設が少なくて
子どもを遊ばせにくいとかそういうマイナスイメージが広がってしまいますと、
子育て世代が流入してこなくなってしまう。

　ただでさえ、他の市町村よりも不動産は同じ面積で高いんですから、
わざわざ国立市で（不動産を）買うことはない、
立川市でいいじゃないかということになってしまう。

　本当に公共施設（の再編）のやり方を一歩間違えると
さらなる少子化を加速させて悪循環に陥ってしまうということもありうると思う。



P.3

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民C

ご意見【子どもの人口は減少しているのに学校の数を減らさないのはおかしい。
　　　　　人口規模に合わせた公共施設再編を進めて、年代層に合った
　　　　　市民サービスを提供できるような魅力ある国立をつくっていってほしい】

　ホームページからダウンロードした資料を見せていただいた。
私は昭和５０年に生まれたんですが、
私の年齢よりだいぶ齢をとったもの（施設）があるということで愕然とした。

　先ほど（市側の説明は）どちらかというと、「減らす」というような話だったと思う。
私の娘はもうすぐ３歳、これから学校にあがっていくという状況ではっきり言って、
国立の１１校の学校には魅力がない。
国立の学校がきれいだから引っ越してこようというような魅力はないと思う。

　先ほどちょっと話が上がった、子育て支援に関してもかなり遅れている。
かと言ってじゃそこに大盤振る舞いできるかといったらできないのだから、
私自身は（公共施設）再編というのは当たり前（の選択）だと思う。
複合化もぜひ、どんどんやってほしい。

　私が今４０歳。４０代の人口と（比べて）０歳から１０歳までの人口が半分以下ということで、
ちょうど僕らが生まれた頃に国立市の小学校８校が出揃って、
今、人数が半分になっても学校が同じ数のままっておかしい。絶対おかしい。
そんなところに無駄にお金をかけるのはおかしい。
　
　人が減っているのに何故小学校を減らさなかったのか？
これ、重大な問題だと僕は思っている。
これはもう市民が肝に銘じてこれ(学校統配合）をやってこなかった、それこそが
今までの問題だったのではないかと僕自身は思っている。

　人口規模に合った、少子高齢化に対応した、
もちろん流入してきてもらう魅力ある国立を作りながら、
年代層に合った市民サービスを提供できるような公共施設をつくってもらいたい。
減るのは大いに結構だ。



P.4

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

職員①

市民D

　お話の途中ですみません。
「遅れていた」と部長さんが認められているんですが、こういうのはですね、
市の職員としてある意味、責任問題であってですね、
私共仕事しながらですからこういうたまの説明会くらいしか出てこれないんでね、
当然市民から預かった何百億という税金を引き受けてそれを運営するのがそちら側、
行政の立場だと思うんですよ。

　それで、修繕するのは当たり前なんですけども、
いずれ来るであろう寿命のことまで考えてですね、
長いですよ、５０年、６０年、７０年という期間の中で運用する訳ですよね。

　建てた時期が一緒で、終わる時期がが一緒でそれが数年後にせまっているから、
ここでどうのこうのっていう話じゃないと思う、根本を突き詰めれば。

これでもし、エンドが分かっていれば、
今までの(予算の）使い方も自ずと変わってきてる訳ですよね？

でも、使ったものはもうどうしようもないですね？

たぶん今まで使ってきた財政を
本来は建替え費用の方に積み立てておくべきだったんですよね？

そうじゃないですか？

　なぜ問題にならなかったのかということなんですが、確かに長期的な計画というのは
大規模改修などの計画、あるいは耐震化ということが必要になりまして、
そういったものは計画的にやってきましたけれども、じゃあそれを将来全部建替えたえら
幾らくらいかかるんだろうということを簡易的に計算し始めたのが４年前だったかと思う。
そこら辺で(すでに）遅れていたということは大変申し訳なく思っている。

市民D

ご質問【ここに来ていっきに問題が発覚したことが全く理解できない。
　　　　　なぜ今まで問題にならなかったのか？】

　こういった建設物は建てたら当然老朽化してくるし、
いずれ建替えしなきゃけないっていうことなんで、
長期的な計画というのはあって然るべきで、
その中で運用されてきたのだろうと私は思って、ある意味安心していた。

　にもかかわらず、ここに来て、あれもダメ、これもダメ、もう時間がありませんよ、
どこかの小学校はもう５、６年でもう…という話が書いてあったかと思いますが、
こういう切羽詰まった所でいっきに問題が発覚したっていうのは、
これ、どういうことなのか全く私、理解出来ないんですよ、いや、正直なところ。

　あと５年でダメなんですよ、壁が崩れるんですよ、と写真を見せられてですね、
いつまでも議論していたら時間が間に合いませんということまでおっしゃった
と思うんですけども、なぜ今までこういうのが放置されてきたか、
放置という言葉がどうなのか分からないですけど、
結論から言ったら、やらざるを得ないので前に進むしかない。
今の予算規模を維持したところで、
６０％しか維持、更新できないというようなことも書かれているし、
もう仕方がないというのは分かる。

　ただ問題なのは、なぜ今まで全く問題にならなかったのか、
というのを教えていただけますでしょうか。



P.5

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

職員①

職員①

全くおっしゃる通りで、公共施設の積立金が１０億ちょっとでございます。
ですのでこれは明らかに足りない…

市民D

　そうですね、右肩あがりで経済が成長してきた時代にちょうど建てた建物、
それが老朽化してきた。平成に入ってから建てた建物は非常に少ない。
福祉会館、それから郷土文化館くらいですね、大きな建物は。

　経済状況が変わってしまったという中で、それの維持が予定では出来るはずであった
ということが、大きく目論見が崩れてしまったという、こういった状況になることを
私共が予測出来なかったということは大変申し訳なく思っている。

　ただ、バブル経済崩壊以降とそれ以前というのは
世の中の考え方が全く違っていた訳で、日本中の誰しもがそのことを、
もしかすると一部の学者さん等はそういうことの警鐘を鳴らしていたかもしれないですけど、
日本中の誰もが高度成長の時代には考えてこなかった。
そしてその後、安定して長い経済の停滞の状況に入ったということがある。

　このことは私たち当然責任を感じてますし、
これからなんとか市民の皆さんへの公共サービスを安定して供給していく為に
考え方を変えてこれから公共施設再編の取組みをして参りますので、
どうか今までのことはおわびしなければならないと思うんですけれども、
前に進むためにはご意見をいただきながらやっていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

足りないですよね？
それに対してたぶん市民の皆さんは行政を信頼しておまかせしてきた
ということだと思うんですよ、議会や議員の方も含めて。
それはまさしくものすごい(市民を）裏切ってる訳ですよ。
これはゴミを値上げするとか、駐輪場を値上げするとかのレベルの問題じゃないと思いますよ。



P.6

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民Ｄ

ご意見【市民体育館などは「いい時代」に建てられた“娯楽”施設。
　　　　　一部の利用者の為に税金をたれ流すような施設は今の時代にはいらない。
　　　　　施設は半分くらいに減らす。そのくらいの勢いでこの計画は進められるべき。】

　少子高齢化が進んで、働く人がどんどん減っていく、
すると市民税がどんどん少なくなる。そして建物はどんどん老朽化していく。
従ってものすごい限られた予算の中で、しかも固定費、職員のお給料であるとか、
どうしても必要な福祉のお金であるとか差し引けば、
使えるお金っていうのは自ずと決まってくる訳ですよね。

　その中でやる訳ですからこれはもう先ほどの方も言ってましたけども、
減らすしかないですよね。はっきり言って、
今の施設を現状の同じ数を同じだけ（維持する）ということは自滅行為ですよね。
かと言って誰か責任取るとか（の話で）はない、もうないものは仕方ないですから。
これはもう施設を半分くらいにする勢いでやらなくちゃいけないんじゃないかな、
と私は個人的に思う。

　さっき学校関係の話もいろいろ賛否両論ありましたけれども、
田舎なんかは３キロ,４キロ歩いて行くのは当然の話ですので、
このあたりで統廃合したところで、運動にちょうどいいんじゃないかな
というくらいに私は思うが。

　あと、体育館なんかも個人的には私はいらないと思っている。
絶対にこれが市民の命に関わる、これがなければ大変なんだっていう
施設であるなら別ですけど、やっぱりこれ（市民体育館）もですね、一つの娯楽ですよね。
あのいい時代のときに建てられた娯楽施設なんですよ。

　今、もうスポーツクラブなんかも民間でいっぱいありますし、
安い料金でいっぱい出来る。
年間３億円くらいの税金を市民体育館運営費にあてている。
その中で業者の収入が確か５千万くらいと認識している。

　一部の利用者のために２億円以上の税金を毎年毎年たれ流しするような施設っていうのは
もう今の時代いらないんじゃないかなと。
そういうお金があるんなら、学校の施設とかに投入するという取捨選択が必要だと思う。



P.7

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民Ｅ

ご意見【ＲＣの“しっかりした”建物ということではなくて、
　　　　　例えば空き家を利用したような家庭的で小規模な施設でいい。
　　　　　子どもや高齢者が本当に必要とする『身近にある施設』の重要性に目を向けて。】

　この建替えの計画がどのくらい具体性を持っているのか分からない部分がある。
先ほどの、なるべくＲＣの建物は８０年以上はもたせたいという話もある中で、
今すでにいろいろ公表してまとめていただいている資料を見ると
かなりコンクリート圧縮強度も確保されていなかったりだとか、
中性化が進んでしまっているようなものについてはかなり厳しいとは思うんですけれども、
今後少しでも建替えの日を遅らせるために
きちんと点検をして適切な修繕を行っていくことで
それこそ先ほどから言っている長寿命化をもう少し真剣に対処するようなことをすると、
もう少し財政的に良いと思う。

　かと言って利用している立場から言いますと、
いろいろな不具合があったり、古くて汚かったりっていうようなことがあるので、
躯体をなるべく残しながら、内装であるとか、設備の部分ってところを
これからの時代にあったものに変えていくっていうふうなことが必要なのかなって思う。

 それから、先ほどかなり子どもの話とか高齢者の話とか出て、
やっぱり子どもとか高齢者っていうのはあまり遠くまでは出かけられないですので、
もちろん統廃合していく必要はあるとは思うんですけれども、
身近にある施設の重要性というのもあると思いますので、
そういうところに関しては大規模なものじゃなくていいと思う｡

 今ある施設をうまく活用すると言いますか、
市の中にも空き家が増えてきておりますので
そういったＲＣでしっかりとした施設っていうことではなくて
例えばコミュニティ施設でえみんなで集まるというようなことであれば、
もう少し家庭的な小規模な方がいい部分もあると思いますので
堅苦しく考えなくてもいい部分についてはあるものをうまく活用していく
というようなことも考えていったらいいのかなと思う。
具体的なところで市民の意見を聞いていったらいいのかなと思う

職員②

　長寿命化改修の必要性につきましては、文部科学省の方からも
改修をしてなるべく年数が残っている学校については使っていってください
という方針が出されておりまして、われわれ国立市としましても
そういうスタンスで使えるものは長寿命化改修をしていく。

　先日、文科省主催の講習会に参加したが、やはり事例を見ますと
かなり見違えたものになる。費用面でいきますと建替えるより半分くらいで済む
というメリットがございます。学校に例えますと建替えが必要なところは建替えていく
使えるところは長寿命化で延命していくということでバランスを取りつつ、
財政負担をなるべく一極集中しないような形で市民の方へのご負担も減らしながら
というところで今回計画を立てたところでございます。

　今後また再編計画というところでいちお５０年というところで長期でみておりますが、
直近１０年はより具体的な形で計画を立てさせていただきまして
その都度見直していくということで考えさせていただきたい。

　それから二つ目にご意見いただきました
身近な場所にあるべき施設の重要性につきましても、福祉の部署と連携を取りまして
やはり空き家を活用した、特に高齢者、子どもの居場所作りをいろいろ進めておりますので、
そちらの方も多世代の交流ができるまでいくかどうかはまだ検討段階でございますが、
そういったところも活用して
今、ご意見いただいたところも検討していきたい。



P.8

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

職員②

市民B

職員①

市民B

職員①

市民B

職員②

職員①

職員①

　建物の統廃合を進めると、当然人件費の方も少し減ってくる。
また建物の統廃合をなるべく少なくおさえて、配置する職員の数を減らし人件費を減らす。
（その場合職員一人につき提供しなければならない）サービスは多くなるかもしれないですけど。

　建物（と人件費）との比較、両方の兼ね合いで予算を減らしていくことは出来ると思う。
そういう人権費の面が今日（の資料に）は出ていない。
できれば今後（公表してほしいがそれが出来るのは）、白書の更新（の時）ですか？
それはあとどのくらい（で出来るのか）？

はい、今は白紙です。

市民B

ご質問【跡地利用について】

　例えば学校一つなくした場合、かなり広大な土地が残ると思うが、
跡地利用というのがちょっとだけ書いてあって特に具体的に書いてなかったんですが
その辺もその計画でもう少し明らかになっていくと。今のところは白紙ということですね？

市民B

市民B

実際、小学校の（統廃合の）計画は水面下で進められているのか？

　今は、白紙、何もない状態ですので、これから皆さんのご意見を
こういう場と言いますか、もっと地域に入って、保護者の方、学校に意見をいただきまして
どうしていくかということを決めさせていただく。

　再編計画というのは３年間で、あと２年半くらいなんですけれども作ろうとしてますので、
その中で今後１０年間に建て替える必要があるところについては
再編ということもプランとして出していきたいと思う。

　白書の更新は今年度平成２７年度いっぱいでなんとか出したいと思う。
確かにおっしゃる通り、運営にかかる人件費、電気代いろいろな費用が面積を減らすことによって
節約できるものが出てくる。そういったことも計算していきたい。

その点は別々のものにしないで、一緒に論じていく必要があると思うので
分かりやすく紙面にしていただければと思う。

ご質問【学校の統廃合について】

　市の職員全体の人件費ですともっと多い。
ただ建物に関して運営するためにかかっている費用というのは、ちょっと申し訳ない、
手持ちで持っていなくて、修繕の費用は統計上なんですが
今費用に入れた８億円以外にだいたい平均、ちょっとでこぼこなんですけど
小修繕なんかはだいたい２億程度かかっているんではないかと思う。
それは実績には入れていない。過去の平均には入れていない。
小さな修繕は広範にある。

ご質問【施設の維持管理に関わる人件費についても一緒に論じていく必要があると思うが
　　　　　どのくらいかかるのか？】

　いただいた資料の中で分からなかったんですけども、必要な費用って、
これには普段の人件費、維持管理に関わる人件費は入ってない訳ですね？
そっちの方はどのくらいかかるんですか？

　先ほどご説明させていただきました通り、施設白書というものを１回作りましたが、
そこは更新させていただく予定です。その中で１回そういったことも含めて把握をし、
さらに修正をかけていきたいというふうに考えている。

　例えば直近５年間の平均というデータが出て、
建替え、修繕とかに関する費用が出ていたと思うんですが、
直近５年間の人権費の方は、建物より多いのか少ないのか？



P.9

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民C

ご意見【この国立ではまず実現しないと思うようなダイナミックなプラン。
　　　　　なかなか難しいが、そういうダイナミックな考え方をしていけば、
　　　　　施設の床面積を減らしても市民へのサービスが落ちることはないと思う。】

　民間的な考え方として例えば、
公共施設の中で今、ここの部屋に電気ついてますよね？
でも、学校の校舎はたぶん今電気消えてますよね？
施設の床面積を減らしたところでも、（残った）施設を有効に活用すればいい。
皆さんサービスが落ちる（とおっしゃる方もいるが）、
僕は、今この現状がおかしいんだと思う。

　民間的な考え方をすれば、例えば夏休みの教室。
昼間使われていない空間、そういったものは無駄であって、僕の私的な考えだと、
じゃ（それを）塾に貸してみたら？とか。そしたら収入が上がってくる。
せっかく冷房つけたんだからいろいろ使えるように貸し出すという方法で稼ごうとか。

　同じ教室を昼間は教室だけれども、夜はこういった会議室みたいな形で使ったり、
仕事終わりの方々が集まって勉強会を開いたりだとか、
文化的な催しをしたりだとか、そういった場所に使っていく。

　そんなふうにもっとダイナミックに考え方を変えていけば
決して僕は(市のサービスというのは）落ちるものではないと思う。

　この国立だとなかなかないのかもしれないけど、
例えば学校の数を半分にしますよくらいのダイナミックなことをやって、
（それが）通学に大変なんであればバスを使ってやっていきましょうという案も、
実現しないとは思うが、
そういうダイナミックなプランとそうじゃないプランとの中で、
（予算が）浮いたことによって他のどういうふうな市民サービスができるか、
もっと福祉に使えたりとかっていうことができるんじゃないか。

　一つ、意地悪な質問していいですか？
今日の（職員の）６名の中に国立市民の方はいますか？
…一人もいないですね。
そんな方々がこのプランを作っているって、この現実をもっと市民の方々が分かって、
やっぱりもっと（市民が）参加していく、選挙に出ていったり、
市議会議員さんたちとかともっと話をしてもっと真剣に前のめりで参加をしていかないと（いけない）。

　役所の方々も、今ちょっと批判がありましたけれども、
この問題放置していたんだろうと言われてましたけれども、
たぶん（職員の方々は）分かってて予算請求もしているんだけれども、
なかなかそこが、市長の問題、市議会の問題、会計の問題の中で
言いづらかったりで起案できなかったりした部分があったんだと僕は思う。
ですんで、もっと真剣にどうしたら良くなるのかっていうのを考えながら僕は意見していきたい。

これは（日頃）よく言っているんですが、市の職員の国立市民率があまりにも低すぎる。
学校を１校やめて、市の職員住宅にするとか、
ＵＲを半額くらいで借りて職員を住まわせるとか、
（市は）そういうところにお金を払ってでも、実際住んでみると、
「あれ？」っていうのが（自分に関わる問題として）分かる。

　僕は元武蔵野市民だが、国立市にはがっかりしている。
もうしょうがないって思って住んでいる。
（市民であること）そういうことが、（市を）変えていける原動力になるのかなと思う。
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市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民B

ご意見【国立市の子育て関連の取組みは国立オリジナルでとても良質なもの。
　　　　　他市に引越してそれが分かった。
　　　　　そこは自信を持って、その魅力を下げないように計画を進めてほしい。】

（前の方の「国立市にはがっかりしている」というご意見を受けて）

　私は１年前に立川市に引越しまして、
国立に住み続けていれば良かったと後悔することの方が圧倒的に多い。

　国立市は（公共の）建物はボロいんですけど、
子育て関連の取組みは国立オリジナルの取組みで、とても良質なものがある。
子育てを去年まで国立市でやって本当に良かったなと思う。
（国立市はそこは）自信を持っていいと思う。
そこを下げてしまうと国立市の魅力って何も残らない。

　ただ、もちろん小学校（の統廃合問題）が（あるけれども）、
具体的に言って申し訳ないですけど、
例えば八小がなくなって二小と四小に振り分けられるとしても、
実際通われている方にしてみれば大問題かもしれないですけど、
あの辺りは近いのでほぼ通学時間も増えないし、
（再編されてもそこまで変わらないので）いいと思う。
　
（そういう問題は抱えているが）
あまり見えにくいその他の部分のサービスが実は国立市はすごく充実していたなぁと
（他市に引越して）実感している。
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市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民F

職員②

職員①

　４０％削減しなければいけないのに、２０％で出発しようとしている、
このことは確かにちょっと思いきりは足りない面がある。
今ある施設を、例えばじゃ学校を本当に半分、４割減に
できるかなということを（いきなり）考えてしまって、
（反発が大きく出て）この計画そのものが作れなくなってしまうんではないか、
ということを非常に恐れたわけなんです。

　まずは２０％削減したらどのくらいのものができるだろうということから
第一段階でやろうとしている。

　その他に実はいろいろな財政需要、下水道だとか、
道路の舗装の傷みが最近激しいんじゃないかっていうこともある。
そういったことも総合管理計画の中でもう一回、
今はこういう目的のために、公共施設がある。
今後はこう使っていきたいから、（今後の）公共施設はこうあるべきだっていう
そういうことの出発点としては２０％削減なんですけども、
もしかするとご指摘にあったようにもっと減らさなければいけない、
そういったことになる可能性は高い。

　ただ、ここで２０％削減って説明しちゃうと、
これ以上減らすっていうのはまた反発もあるんじゃないですか。
だってそもそも減らすっていうこと自体に反発される方もいるでしょうし。
だから２０％って書いてあれば、
２０％以下（で進める）と捉える人が多いんじゃないでしょうか。

　今日で４回目の市民説明会になりますが、
今の（２０％という）削減目標につきましては、
２０％削減じゃちょっと（足りない）というお話も受けている。
４０％にすべきだ、いや足りない６０％削減がいいんじゃないか
というご意見等もいただいた。ですから、私共も、今部長がお話しました通り、
市民の方とのお話のとっかかりとして暫定の目標として定めさせていただいた。

市民F

　施設以外の話でいろいろあるんだとは思いますが、
公共施設の建物の話だけすると、昭和５６年以前の旧耐震の建物の
耐震診断、補強設計、工事を今やっていることは
当然やっておかないといけないことであると思う。

　それをやってきた行政というのは少なかったと思いますけども、
それにしても遅れている。
他の行政で例えば立川の例もありましたけれども
行政（主体）でいろいろやっていることもあると思うんですよね。
結局国がどうのとかメディアがこういうの取り上げたとかってなってから
計画を作ってるようでは遅いんですね。

　だからそこら辺をもっと国立市の個性を出しながら
考えていっていただきたいなと思っている。

　あと、結局今立てている財政の計画自体は
将来的に１０年、２０年、３０年後どれくらい減るかという話もありますけど
その中で６０％しか維持補修が出来ないと書かれているんですね。
けれども、建物の床面積は２０％しかマイナスしないよと書かれている。
残りの２０％がなくなっている。
私はこの資料から（その残りの２０％がどうなるのか）読み取れなかった。
どこかに書いてあるかもしれないけど。

　今後、この計画の中で（こんなふうに）
つじつまが合わなくなってくることって多々出てくると思う。
　
　圧倒的な改革をここでやらないと
また、じゃ大規模修繕だ、何だかんだって、
そうすると５年、１０年たって　もう全然ダメなことになってしまいそうなので、
なかなか難しいところはあると思うんですが、
もっとコンセプトのある国立市独自の抜本的な改革を立てていただいて、
次回交換会を出来たらいいなと思う。

ご意見【ここで「圧倒的な改革」をやらないと、将来全然ダメなことになってしまいそう。
　　　　　国立市の個性を出して独自の抜本的な改革をしてほしい。】



P.12

市民説明会 ◇日時　　平成27年10月29日（木）

◇場所　　北市民プラザ

　内　容

市民A

ご意見【これからいろいろな意見を聞いて、自分の意見が変わる方もいるだろう。
　　　　　情報をどんどん提供して、市民との話し合いの場をもっと作っていただきたい】

　また次の時は、皆さんの意見を聞いて意見が変わる方もいるだろうし、
私自身も変わるかもしれない。
情報をどんどん提供していただいてこういう場をもっともっていただければいいなと思う。


