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第１章 計画策定 
 

1 計画策定の目的 
国立市では、2009（平成 21）年に「国立駅周辺まちづくり基本計画」を

策定し、国立駅南口公共施設等用地に、安全で快適なまちなみ、良好な市

街地環境の形成・保全に配慮しながら、市民の交流、文化の発信、にぎわ

い空間の創出等を実現する「“公共施設”と“民間施設”の複合施設（以下、

「本施設」という。）」を整備することを検討しています。 
本計画は、本施設における導入機能や面積規模、施設計画、事業手法な

どの基本的な考え方を整理し、今後の施設整備に向けた骨格を『基本計画』

として策定するものです。 
 
2 対象地の現況 

事業対象地は、JR国立駅の南口の至近に位置し、現在は、暫定的に駐車
場及び自転車駐車場として利用されています。事業対象地の概要は、次の

とおりです。 
 

項目 内容 

位置（住所） 国立市中一丁目１番地の４７他 
権利者 国立市 
敷地面積 約２，８００㎡程度 
用途地域 商業地域【東側敷地】、近隣商業地域【西側敷地】 

指定容積率・建ぺい率 
容積率：５００％、建ぺい率：８０％【東側敷地】 
容積率：３００％、建ぺい率：８０％【西側敷地】 

その他 特別用途地区【第二種文教地区】 

 
図 1-1 事業対象地（国立駅周辺まちづくりの概要） 

事業対象地 
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3 土地の状況 

事業対象地である「南口公共施設等用地」は、今後のまちの発展に資す

ることを目的として、国立市が国立市土地開発公社に国鉄清算事業団から

の先行取得を依頼し、2015（平成 27）年度に国立市が取得した用地です。 
「国立駅周辺まちづくり基本方針【2007（平成 19）年 9 月策定】」の中

では、この用地は、民間活力の導入により、「“商業、文化、交流、福祉、

学習”などに関する機能」や「公共サービス機能」を複合的に集積するこ

となど、駅周辺の付加価値を高めるために活用すると位置付けられていま

す。 
 
4 これまでの検討経緯 
（１）国立駅周辺まちづくり会議【2010（平成 22）年 8月～2014（平成 26）年 8月】 

国立駅周辺まちづくり会議は、「国立駅周辺

まちづくり基本計画」に基づき、専門家、市民、

関係機関などが一堂に会して国立駅周辺のま

ちづくりを包括的にマネジメントしていく組

織です。 
会議の下部組織として「交通」「まち育て」「景

観」の各検討部会を設け、「南口複合公共施設」

「南口駅前広場」「都市計画道路の整備」等、

市民参加型による国立駅周辺まちづくりの課

題解決のための検討を継続的に行ってきまし

た。 
これまでに検討部会も含め「31回」の会議を

開催しました。 
 
（２）国立駅周辺整備庁内検討会【2004（平成 16）年 5月～】 
   国立駅周辺整備に関する各種協議を行うために設置した庁内検討組織で

あり、庁内関係部局が集まり継続的な検討を行っています。 
   2013（平成25）年度からは、「南口複合公共施設における導入機能」に

かかわる具体的な検討を進めるため「特別検討委員会（部長級参加）」「検

討委員会（課長級参加）」「若手職員による検討会（35歳以下の職員）」を
設置し、本施設で提供する公共サービスについて検討を進めました。 
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（３）国立駅周辺まちづくりに関する市民アンケート【2008（平成 20）年 1月】 
   本アンケート調査は、「国立駅周辺まちづくり基本計画」を策定するにあ

たっての基礎資料とするため、国立駅周辺に関することについて、調査を

実施したものです。実施概要は、次のとおりです。 
 

① 調査時期 

   2007（平成19）年11月 

② 調査方法 

   国立市民2,000人を対象に無作為抽出 

   郵送にて配布、返信用封筒を同封し郵送にて回収 

③ 回収結果 

  配布数：2,000票、回収数：707票（回収率：35.4%） 

 
◆国立駅周辺に必要と思うもの、あったらよいと思う施設（上位10位まで表示） 

必要と思う機能 回答数
必要と感じている
意見の割合

駐輪場 217票 42.9%
　（うち　無料） 33票 6.5%

2位 図書館 89票 17.6%
3位 駐車場 68票 13.4%
4位 市役所分室 59票 11.7%
5位 公園・緑地・緑 54票 10.7%
6位 大規模商業施設（駅ビル・デパート・スーパー等） 39票 7.7%
7位 保育園・幼稚園・託児所・保育所 37票 7.3%
8位 トイレ 30票 5.9%
9位 ギャラリー・美術館・ホール・イベント会場 29票 5.7%
10位 待ち合わせ場所 28票 5.5%

1位

 
（小数点第2位を四捨五入） 
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（４）市民の居場所に関するアンケート【2010（平成 22）年 7月】 
   本アンケート調査は、「国立市民等がどのような場所で過ごしているの

か」を把握するため、国立市職員を対象にアンケート調査を実施しました。

実施概要は、次のとおりです。 
 

① 調査時期 

   2010（平成22）年7月 

② 調査方法 

   市役所職員に対して配布、回収 

③ 回収結果 

  総勢86名（うち市内在住者22名、市外在住者64名） 

 
◆国立駅周辺に足りないもの、あると良いもの（上位10位まで表示） 

 

 

足りないと感じている機能 回答数
足りないと
感じている
意見の割合

1位 駐輪場 29 33.7%
1位 公園・広場 29 33.7%
3位 座る場所 19 22.1%
4位 図書館 16 18.6%
5位 駐車場 15 17.4%
5位 安心して歩ける環境 15 17.4%
7位 子育て支援施設 14 16.3%
8位 物販店舗 13 15.1%
9位 飲食店舗 8 9.3%
10位 コミュニティ施設 7 8.1% 

（小数点第2位を四捨五入） 
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（５）南口複合公共施設整備にかかわる主な検討経緯 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000（平成12）年 3月 国立駅周辺プラン報告書の作成 
2001（平成13） 

･2002（平成14） 

年度 

 国立駅周辺まちづくり計画検討委員会による

「駅南口公共施設等用地の活用方針」を検討 

2004（平成16）年 3月 国立駅周辺まちづくりに関する提案書の作成 

2007（平成19）年 9月 国立駅周辺まちづくり基本方針の策定 

2008（平成20）年 3月 国立駅周辺まちづくり推進協議会による国立駅

周辺まちづくり基本計画（案）の作成 

その後、「市議会」「説明会・オープンハウス」「関

係機関協議」「庁内検討」による周知・説明・意

見交換・協議を実施 

2009（平成21）年 11月 国立駅周辺まちづくり基本計画の策定 

2010（平成22）年 8月 国立駅周辺まちづくり会議の開催 

2013（平成25）年 3月 平成24年度国立駅南口公共施設等用地における

民間資金等活用事業手法導入可能性調査の実施 

2015（平成27）年 3月 

 

4月 

7月 

国立駅南口複合公共施設整備基本計画（素案）

の策定 

市民説明会の開催、パブリックコメントの実施 

駅前報告会の実施 

2015(平成27)年

～2016(平成28）

年 

8月

～ 

5月 

事業者等ヒアリングの実施 

2016（平成28）年 8月 

 

10月 

国立駅南口複合公共施設整備基本計画（案）の

策定 

パブリックコメント、駅前報告会の実施 
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第２章 本基本計画の位置づけ 
1 上位関連計画と本基本計画との関係 
   本基本計画は、「国立駅周辺まちづくり基本計画」における「個別計画」

に位置付けられます。また、計画の策定にあたっては、国立市の他分野の

関連計画と整合を図ります。 
 

 
図 2-1 基本計画の位置付け 

 

【上位計画】 

 
国立市第四期基本構想第二次基本計画【2011（平成23）年度】 

国立市第５期基本構想第一次基本計画【2016（平成28）年度】 

国立市都市計画マスタープラン【2010（平成22）年度改訂】 

国立駅周辺まちづくり基本計画【2009（平成21）年度】 

国立駅南口複合公共施設整備基本計画 

都市計画区域の整

備、開発及び保全の

方針 

 国立駅周辺まちづ
くり基本方針 

 国立駅周辺まちづ
くり基本計画（案）

（協議会） など 個別計画 

連携 

高架下市民利用 

施設の整備 

【平成 29年度整備予定】 

連携 

【分野別の関連計画】 

 ・国立市公共施設マネジメント基本方針【2012（平成24）年度】 

 ・第二次国立市子ども総合計画【2010（平成22）年度】 

・第三次国立市子ども総合計画【2016（平成28）年度】 

旧国立駅舎の再築 

【平成 31年度整備予定】 

連携 

連携 
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【上位計画】 
（１）国立市総合基本計画 
① 国立市第四期基本構想 
国立市は、2006（平成18）年度から2015（平成27）年度までの10年間

を期間とする「国立市第四期基本構想」において、「人間を大切にするま

ち」を将来都市像に掲げ、まちづくりを進めています。 

また、将来像を実現するための施策の一つの方向性として、一人ひと

りがまちをつくり、守り育てていく意識を大切にし、地域の人材や市民

の知識と経験をいかして、市民と行政の協力により、世代を超えて住み

続けたいまちをつくることとしています。 

これを踏まえ、JR中央線国立駅周辺は、受け継がれてきた景観を大切
にし、鉄道の高架化の機会をいかして南北の一体化、高架下の活用、駅

周辺のまちづくりを図り、市民生活と結びつき、賑わいと魅力がある商

業空間とすることとしています。 

 

② 国立市第四期基本構想第２次基本計画 

■文化・芸術活動の充実 

施策の目標では、「文化・芸術を積極的に鑑賞する市民を増やします。」

「文化・芸術活動を行う市民を増やします。」という施策の目標設定をし

ています。また、施策の目標を達成するための取組みとして、以下の取

組みを位置付けています。 

 

＜施策の目標を達成するための取組み＞ 
・ 文化・芸術の創作活動に関して、ネットワークの整備などを幅広く行

い、くにたちの文化・芸術を発信します。 
・ 文化・芸術活動を行っている市民・団体が活動に関する発表会等がで

きるように場と機会を拡充します。 
 

③ 国立市第５期基本構想 

2016（平成28）年度から2027（平成39）年度までの12年間を計画期間

として策定された「国立市第５期基本構想」において、国立市が対応す

べきまちづくりの課題として、国立駅周辺では、JR中央線連続立体交差
事業が完了し、周辺のまちづくりの本格化と、これまで鉄道に隔てられ

ていた地域の一体化と活性化が期待され、この機運を市内の回遊性の向

上と市民の交流創出、にぎわいの創出へとつなげていく必要があるとし

ています。 

また、まちづくりの目標である「学び挑戦し続けるまち ともに歩み

続けるまち 培い育み続けるまち 文教都市くにたち」の実現に向け、

まちづくりの基本政策として、人も車も自転車も行き交いやすい環境整
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備や、周辺の商業の活性化を図るなど、まちの玄関口にふさわしい整備

を推進することとしています。 

 

④ 国立市第５期基本構想第１次基本計画 

■文化・芸術活動の推進と歴史・文化遺産の適切な保護 

施策の推進によって目指すべきまちの姿として、「文化・芸術活動のし

やすい環境が整備され、市民が文化・芸術活動に親しむことができると

ともに、市内の歴史・文化遺産が守られ、活用されるまちを目指します。」

としています。その施策の目標を達成するための取組みとして、以下の

取組みを位置付けています。 

 

＜施策を構成する展開方向（基本的取組）＞ 

・文化・芸術活動の促進 

＜目的＞ 

・市民・団体等の自主的な文化・芸術活動を促進します。 

＜手段＞ 
・市民が文化・芸術に関心を持つことができるよう積極的に情報発信し 

ます。 
・市民・団体が文化・芸術活動や発表交流等を行いやすい場・機会を提 

供します。 
 

 文化・芸術を発信するための基盤整備 
音楽・ダンス・演劇など市民活動発表の場や講演会・説明会など文化・

芸術の発信の場として、多目的ホールの設置を検討します。 
 

（２）国立市都市計画マスタープラン 
   2003（平成15）年2月に策定（2011（平成23）年2月改訂）した「国立市

都市計画マスタープラン」においては、「地域のまちづくり方針」の中で、

「玄関口にふさわしい商業地の形成」を達成するため、商業・業務機能、

文化機能等の都市機能を充実させ、国立の玄関口として、市民が集い来訪

者も楽しめるような整備を進めることとしています。 

また、JR中央線連続立体交差事業により、南北の交通の円滑化を進め、
高架下空間、市有地の有効活用による駐輪場、公共施設の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 



9 

（３）国立駅周辺まちづくり基本計画 
   南口公共施設等用地の活用計画については、安全で快適なまちなみ、良

好な市街地環境の形成・保全を考慮した南口公共施設等用地を活用したま

ちづくりの手法等を検討することにしています。 

 

・南口公共施設等用地については、隣接地の関係機関等と協議し，有効

な利活用を推進します。 

・歩行者の空間として、地上部では壁面後退等により快適な歩道状空地

を確保し、南側の市街地と連担したまちなみを形成します。 

・南口公共施設等用地の活用及び複合施設整備は、民間での整備の誘導

や補助金等により、市の負担低減を図ります。 

・導入する施設が個別にあるのではなく、施設相互の連携や市内の施設

や資源との連携により「国立らしさ」を発信する体制を確立します。 

・導入する施設には、行政サービス施設・駐輪場等・文化施設や福祉施設・

商業施設など、市民の生活を支える施設を配置し、利活用を図ります。 

・複合施設は、東西に細長い敷地に立地することから、駅前に長大な「壁」

をつくらないような構造やデザインとします。 

・複合施設は、南側に開かれたデッキ等により、集客性のあるにぎわい

空間を形成します。 

・複合施設の屋上は緑化し、屋上庭園など市民が憩える空間とするとと

もに、ソーラーパネル等による自然エネルギーの活用などを図ります。 

・複合施設の駐車場は、導入する施設の規模・用途に応じて、台数を配

置します。 
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【分野別の関連計画】 

（４）国立市公共施設マネジメント基本方針 
国立市では、公共施設という貴重な市民の財産を、将来世代に残してい

くという目標のために、公共施設のあり方の基準となる基本方針の策定に

取り組みました。 

 

＜公共施設三原則＞ 
■施設の複合化（多機能化） 
今までは必要な機能ごとに別々に施設を整備してきましたが、施設の

複合化（機能の集約）によって機能の連携が図られ、新しい市民サービ

スを提供することが可能となります。 
 

＜公共施設マネジメントの手法＞ 
■ＰＰＰ（公民連携）の推進 
市の業務の中には、市が直接行うより民間にお願いしたほうが費用対

効果の面で優れるものがあります。民間活力を導入することで、サービ

スの充実や効率化が図れた事例も多く報告されています。効果の見込め

る施設については積極的に導入を検討していくことが必要です。 
 

（５）国立市子ども総合計画 
① 第二次国立市子ども総合計画（事業期間：2011（平成 23）年度～2015

（平成27）年度） 

国立市では、「子ども参加の推進」「子育てのネットワークを支える」

「子どもと子育て家庭を地域全体で支える」を基本方針に定め「新しい

公共の場づくり」として以下の施策を展開しています。 

 
＜計画の基本方針＞ 

  ■子ども参加の推進 
子どもたちの声や要望を地域づくりに生かせるように、子どもの地域

づくり参加を進めます。子どもの要望を受けとめ、子どもの視点に立っ

て、子どもが「行ってみたい」「利用したい」場を作るとともに、主体

的に参加できるしくみを提案します。 
 

 ■子育てのネットワークをつくる 
子どもたちの育ちや子育ては一人だけ、一家族だけではできません。

国立市に住んでよかった、住みつづけたいと思えるように、子育て家庭

が互いに支えあう子育て支援のしくみ･ネットワークをつくります。 
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② 第三次国立市子ども総合計画（事業期間：2016（平成28）年度～2023

（平成35）年度） 
「子育ち支援」「子育て支援」「地域支援」を基本方針に定め、「地域支

援」の施策として、国立駅周辺に子育て支援施設の整備を検討する事業

を重点的取組みとしています。 
 

■施策目標2 子どもと子育ての安全とやさしいまちづくり 
    施策17（2）外出が楽しくなる安心・安全なまちづくり 
     今後は、子どもと一緒の外出がこれまで以上に安心・安全で楽しく

なるよう、ハード面の「子育て環境の整備」とソフト面の「アプリな

どを活用した情報提供の充実」の両面による取組みが求められます。 
     また、国立駅周辺に子育て支援施設の整備を検討し、国立駅周辺の

にぎわいの創出や交流人口の増加を図ります。 
 

 国立駅周辺への乳幼児施設の設置の検討 
 交通アクセスの良い場所を使った、乳幼児の相談、一時保育、子育て

ひろばの設置を検討します。 
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第３章 基本理念  
 
1 国立駅周辺におけるまちづくりの理念 

「国立駅周辺まちづくり基本計画」では、上位・関連計画での位置付け及

び駅周辺の現状を踏まえて、国立駅周辺まちづくりの主要課題として以下の

点を挙げています。 
○国立のシンボルとなる魅力ある景観と交流の場の創出 
 旧駅舎を中心とした駅前空間の魅力化、交流の場となる駅前空間

を整備していく必要があります。 
 南口公共施設等用地を活用して、駅周辺に少ない行政サービス施

設や市民交流施設など、新たな交流とにぎわいの場を整備してい

く必要があります。 
 駅前や南口公共施設等用地を活用して整備する施設から、周辺商

店街への回遊を促す仕組みや、商店街の魅力化を進める必要があ

ります。 
 

また、「国立駅周辺まちづくり基本計画」では、上記の課題を解決し、「人

を大切にした魅力あるまち」「国立らしい個性的な店舗があり、快適にまちな

かを歩き、美しい景観のまちなみを楽しめるまち」「新しい文化を発信してい

くまち」を目指すために「まちづくりの理念」を以下のように設定していま

す。 
なお、「まちづくりの理念」に基づき、本基本計画では、国立駅周辺におけ

る各エリアの基本的なコンセプトを以下のとおり設定し、コンセプトに基づ

いて公共施設の整備を進めていきます。 
   
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

図 2-1 各エリアにおける基本コンセプト 

南口複合 

公共施設 

高架下 

市民利用施設
旧国立 

駅舎 

～コンセプト～ 

子ども・文化・賑わい 

～コンセプト～ 

文化・観光・景観 

～コンセプト～ 

市民生活 

各エリアにおけるコンセプトの設定 

～まちづくりの理念～ 
 「人」はまちづくりのかなめであり、人と人がつながっていくことでまちも元気になっていきま

す。みんなでつくる国立駅周辺の空間が、暮らし（市民生活）や文化をはぐくみ、人びとの力

（賑わい・観光・子ども）を生み出し、美しい景観を創造していきます。 
参考：国立駅周辺まちづくり基本計画 
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2 南口複合公共施設の基本コンセプト 
まちづくりの拠点となる施設整備により、「国立駅周辺まちづくり基本計

画」で掲げる「市民の交流、文化の発信、にぎわい空間の創出」を実現化し、

国立駅周辺における回遊性のあるまちづくりを目指します。 
また、“文教都市”という「強い個性・独自の強み」を活かし、国立市が国

立市として将来においてもその存在を確固たるものとしていくため、人々が

国立市のことをもっと好きになってもらう仕組みを本施設でつくり、発信し

ます。 
 
＜キャッチフレーズ＞ 

～もっとくにたちが好きになる場所～ 

 
3 基本的な整備方針 
 
（１）人を“もっと集める”ための「賑わい創出」 

PPP等の活用により、公共施設と民間施設を組み合わせて、国立駅
周辺における賑わいの創出を実現します。 

イメージ例）親子を集める 
      子育て世代を集める 
      市内外から人を集める 

 
（２）市民が「子育て」「文化」を“もっと広げる”ための居場所づくり 
      国立駅周辺のまちづくりの拠点＝「様々な出会いや発見があり、国

立からの文化を発信する駅前ゾーン」を形成するため、市民活動の発

表の舞台等、参加・交流・情報発信の場を形成します。 
イメージ例）くにたちの文化・芸術を広げる 
      子育ち・子育ての輪を広げる 

 
（３）市民を“もっと支える”ための「文化・交流」機能の導入 
     国立駅周辺においては、行政サービス施設・文化施設や福祉施設な

ど、市民の生活を支える施設が不足しています。駅西側高架下空間に

つながる南口公共施設等用地には、公共・公益施設、商業・業務施設、

文化施設などを整備し、旧国立駅舎の再築、駅東側に位置する高架下

市民利用施設等、国立駅周辺の公共施設と連携した活用を図ります。 
イメージ例）子育ち・子育てを支える 
      くにたちの文化・芸術活動を支える 
      市民活動を支える 
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4 基本的な取組姿勢 

本施設の整備にあたっては、市民交流の場（賑わい）の創出と国立駅周辺

の活性化につながるような活用を基本とし、市民の皆様や周辺商店街等の御

意見を十分に伺いながら、施設整備に取り組みます。 
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5 南口複合公共施設の考え方 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

人 
 

口 

交 
 

通 

地
域
特
性 

市
民
意
識 

・将来人口は平成 32年の 7.7万人をピークに減少。 
・平成 52年には、「15歳未満人口」は現在の「約 3分の 2」、「65歳以上人
口」は現在の「約 1.7倍」、特に「75歳以上人口」は現在の「約 2倍」に
なると推計。 
・平成 52年には、現在の総人口の「約 15%」にあたる「約 1.1万人」の生
産年齢人口が減少し、「65歳以上人口」が「約 1.1万人」増加すると推計。
また、近隣市に比べ、「65歳以上人口」の増加する割合が高い。 
・近隣市に比べ、「総人口」に占める「労働力人口」の割合が低い。 
・近隣市町村に比べ、「単独世帯」の構成割合が高い。 
・市の合計特殊出生率は、1.24であり国の目標である 1.8に達していない。 

・JR 国立駅の一日平均乗車人員は約 5.3 万人であり、市の人口（約 7.5 万
人）に対して高い割合で国立駅を利用。 

・国立市の代表交通手段は「鉄道（29.3％）＞徒歩（26.2％）＞自転車（23.8％）」
と自転車利用の割合が高い。 

・国立駅を発着とするバス路線が充実しており、市内移動として国立駅周辺

への利便性が高い。（市の総面積が小さい。） 

・文教都市 
・市民意向では、「文化・芸術・スポーツなどの活動」に関する活動の参加

意向が高い。 
・市民の「約 75%」は「週に 1回以上」、国立駅周辺を利用している。 
・国立駅周辺を利用する主な理由は、「買い物」が主である。 
・複雑・多様化する行政需要の増加。 
・子どもの遊び場が国立駅周辺には不足している。 
・国立駅周辺の地域の活性化が求められている。 

  

・「生産年齢人口の確保」が至上命題であり、「若者」や「子育

て世代」に選ばれる都市となるべく、そこにターゲットを絞

ったまちづくりが必要 

・大学卒業後も、国立に住み続けるための魅力づくり 

・市民が気軽に立ち寄れる駅前における居場所（交流の場）の

確保 

・文教都市ブランドの確立 

・国立駅周辺の回遊性を考慮した施設配置計画の検討 

・国立駅周辺という立地条件や交通機関・駐輪場利用者の利用

を見据えた導入機能の検討 

・「訪れたい」「住みたい」「通いたい」と思える国立らしい魅力

の向上 
 

国 立 市 の概 況 南口複合公共施設整備で考慮すべき事項 

上位・関連計画 

＜公共機能＞ 

◆子育て支援機能（子育ち・子育ての拠点）【”子ども“と”賑わい“】 

・親子で自由に遊べる子育てひろば機能（集める、支える） 

・親子の交流の場、子育て相談や情報提供を行う機能（広げる、支

える） 

・読み聞かせ等を実施する絵本の部屋の導入（広げる、支える） 

・国立駅周辺を利用する買い物客等が子どもを一時的に預けられる

機能（集める、支える） 

・市内外からの子育て世代・若者の誘導・賑わいの創出（集める） 
◆多目的ホール（文化・芸術の拠点）【“文化”と“賑わい”】 
・くにたちの文化や芸術を育み、発信する（広げる・支える） 
・市民団体等の様々な活動や講演会など多目的に利用できる交流の

場の創出（集める・支える） 
・市内外からの利用者の誘導・賑わいの創出（集める） 

＜民間機能＞ 

・国立駅周辺の「まちづくりの拠点」を形成するための機能 

・国立駅周辺の既存商業施設、商店街との相互の共存を前提とした

機能 

・上記の公共機能との相乗効果や賑わいの創出が期待でき、市民を

支え、人々を集める機能 

＜駐車場・駐輪場＞ 

・駐車場及び駐輪場は、導入する機能の内容や規模等を踏まえ、必

要台数を確保し、適切な配置を行う 
 

～もっとくにたちが好きになる場所～ 
 

◎人を“もっと集める”ための「賑わい創出」 

 

◎市民が「子育て」「文化」を“もっと広げる”ための

居場所づくり 

 
◎市民を“もっと支える”ための「文化・交流」機能

の導入 
 

関
連
計
画 

＜国立市公共施設マネジメント基本方針＞ 

・施設の複合化（多機能化）、PPP（公民連携）の推進 
＜第二次国立市子ども総合計画＞ 

・子どもが「行ってみたい」「利用したい」場の提供 
＜第三次国立市子ども総合計画＞ 
・外出が楽しくなる安心・安全なまちづくり 

上
位
計
画 

＜国立市第四期基本構想第 2次基本計画＞ 
・駅周辺のまちづくりを図り、市民生活と結びつき、賑わいと魅力が

ある商業空間とします。 
・文化・芸術を発信するための基盤整備 
＜国立市第５期基本構想第 1次基本計画＞ 
・まちの玄関口にふさわしい整備を推進します。 
・文化・芸術を発信するための基盤整備 
＜国立市都市計画マスタープラン＞ 
・商業・業務機能、文化機能等の都市機能を充実させ、国立の玄関口

として、市民が集い来訪者も楽しめるような整備を進めます。 
＜国立駅周辺まちづくり基本計画＞ 
・公共・公益施設、商業・業務施設、文化施設などを整備し、駅周辺

の公共施設と連携した活用を図ります。 

まちづくり会議・庁内検討会による意見 

 
・子育てしやすい街、若者がチャレンジできる街にしたい。 
・遊び場、保育園等を強化し、今以上に子育てがしやすい街にし

たい。 

・民間活力の導入  ・子育て世代をターゲットとした施設 
・子育ち・子育てを応援する施設 ・誰もが憩える空間の確保 
・屋上緑化等の整備や自然エネルギーの活用など文教都市くに

たちにふさわしい景観や環境に配慮した施設 

ま
ち
づ
く
り
会
議 

庁
内
検
討
会 

基本コンセプト・整備方針 

導入機能 

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト 

 
・駐輪場      ・図書館      ・駐車場  
・市役所分室    ・公園・緑地・緑  ・大規模商業施設  

・トイレ      ・待ち合わせ場所 
・保育園・幼稚園・託児所・保育所   
・ギャラリー・美術館・ホール・イベント会場   など 
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第４章 施設整備の考え方 
 

1 施設整備の考え方 
「国立駅周辺まちづくり基本計画」で設定しているまちづくりの理念や

南口複合公共施設等用地の活用計画（以下、「理念等」という。）に即して

いる施設整備について考えました。 
その上で、公共機能と民間機能を施設全体として捉え、どのような複合

施設が最も国立駅周辺を魅力的にするのかという考えのもと、以下の２点

を重視します。 

 

 

① 施設全体として「国立駅周辺まちづくり基本計画」の理念等に即してい

ること 

公共機能と民間機能を合わせて、施設全体として「国立駅周辺まちづく

り基本計画」で設定している理念等に即している施設とはどのようなもの

か。 

 

② 市の財政負担を軽減することができること 

①の考え方を踏まえた施設で、市の財政負担を軽減することができる施

設とはどのようなものか。 
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2 施設整備の重点ポイント 

本施設の基本コンセプトや前項の考え方を踏まえ、市民の交流、文化の発

信、にぎわい空間の創出により、国立駅周辺の交流拠点となる施設整備を目

指します。 
 

 
 
 
 
 

国立駅周辺は、「買い物」「通勤・通学」等を目的に、多くの人が足を運ぶ場

所です。市内外から人を集め、交流が生まれる施設とするには、目的の違う施

設がそれぞれ集客力のある魅力を有し、相互に連携しながら、相乗効果を得ら

れるように配置することが重要な視点です。 
この観点から、施設計画においては、公共施設と民間施設の“複合化”を基

本とし、人の流れと、自由な交流を生む施設配置を基本とします。 
 
 
 
 
 
 

本施設は、東西に細長い敷地に立地することから、駅前に長大な「壁」をつ

くらないような構造やデザインとするよう配慮します。また、国立市が有する

景観は、住民が地域の環境や景観に親しみ、それを守り、育ててきたものであ

るため、特に建築物の高さについては、文教都市くにたちにふさわしい、低層

で緑あふれる落ち着いたものとします。 
また、民間施設の機能については、国立駅周辺の住環境や文教都市に配慮し

た商業施設の立地を誘導し、駅周辺の賑わいの場の形成を図ります。 
 
 

駅前の立地を活かした賑わいを創出する施設構成 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

１ 

周辺環境に配慮した施設計画 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

２ 
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公共施設の導入機能は、旧国立駅舎、高架下市民利用施設との機能分担を踏

まえ、駅周辺の回遊性を高める（集客を図る）ことに留意します。 
また、民間施設の導入機能は、既存商業施設、商店街との相互の共存を前提

とした機能を基本に、公共機能との相乗効果が期待できる機能を導入します。 
また、駅までの移動手段として自転車の利用が多いことから、施設の集客を

図るために、駐輪場利用者を本施設に導けるような動線の確保に留意します。 
更には、施設整備にあたっては、壁面後退等により歩行者空間を創出し、駅

周辺の回遊性の向上に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

国立駅周辺整備においては、本事業だけでなく、「旧国立駅舎再築」「国立駅

南第 1自転車駐車場整備」「高架下市民利用施設整備」等、多くの事業により、
財政支出が集中することも想定されます。 
よって、本事業においては、PPP（Public Private Partnership）の活

用により市の財政縮減効果の高い事業手法を適用することを基本とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“駅周辺の回遊性”を考慮した導入機能・施設配置 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

３ 

民間ノウハウを活用した公共負担額の削減 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

４ 
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第５章 導入機能 
 

1 国立駅周辺における施設配置の考え方 
市民アンケート調査、国立駅周辺まちづくり会議、庁内検討会等の意見を

踏まえ、国立駅周辺に求められる公共施設や整備場所及び施設配置等につい

ては、以下の考え方を基本とします。 
 

表 5-1 国立駅周辺における公共施設配置の考え方 

 

国立駅周辺に

望まれる 
公共施設 

導入する 
施設・機能 

整備場所 
（※） 理由・説明 

駐輪場 駐輪場 複合 南口複合公共施設の附置義務分を整備する。 

駐車場 駐車場 複合 南口公共施設等用地の既存駐車場の台数分に加え、南

口複合公共施設の利用者用の必要台数分を整備する。 

図書館 

図書の貸出・返

却 高架下 高架下市民利用施設に導入する市民サービスコーナー

に併設し、図書の貸出・返却機能に特化して実施する。 

絵本の部屋 複合 南口複合公共施設に導入する子育てひろばに、子ども向

けの絵本等に特化した絵本の部屋を設置する。 

市役所出張所 

市民サービス

コーナー 高架下 住民票等が取得できる市民サービスコーナーを高架下

市民利用施設に整備し、市民の利便性の向上を図る。 

女性等相談 高架下 女性等を対象とした相談事業の実施と、より一層の啓

発活動を行う施設を整備する。 

公園・緑地・緑 子育てひろば 複合 
子どもが安全に遊べ、親子の交流ができる子育てひろ
ばを整備する。 
緑地・緑については、民間事業者による屋上緑化等の
整備を誘導していく。 

保育園・幼稚

園・託児所 一時保育 複合 
南口複合公共施設に導入する子育てひろばに、一時保育
機能を付与し、国立駅周辺を利用する子育て世代を支
援する。 

トイレ トイレ 複合 
高架下 市民向けのトイレを整備する。 

ギャラリー・

美術館 
ホール・イベ

ント会場 

多目的ホール 複合 文化・芸術の充実と発信を行う文教都市にふさわしい

施設を整備する。 

展示ギャラリー 旧駅舎 
高架下 

市の文化・歴史等について発信するスペースを整備す

る。 
待ち合わせ場所 

オープンスペ

ース 
旧駅舎

高架下 
市民や来訪者が交流でき、気軽に憩えるスペースを整

備する。 ベンチ・休憩

スペース 

会議室 会議室 高架下 高架下市民利用施設に導入する市民サービスコーナ

ーに付随した会議室を整備する。 
観光案内所 観光案内所 旧駅舎 市民や来訪者に市の魅力等を発信する。 

※ 整備場所 複合：南口複合公共施設  旧駅舎：旧国立駅舎  高架下：高架下市民利用施設 
 

前項までの検討結果及び上表の国立駅周辺における公共施設配置の考え方

を踏まえ、南口複合公共施設では、具体的に以下の公共機能を導入します。 
【南口複合公共施設に導入する機能】 
子育て支援機能（子育てひろば・絵本の部屋・一時保育）、多目的ホール、駐車場、

駐輪場、トイレ 

 

南口複合公共施設で整備する施設・機能を示します。 
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2 導入機能 
（１）子育て支援機能 

① 現状の課題（本機能が必要とされる理由） 
子育て支援機能に関する現状について、国立駅周辺では、以下の課題

が挙げられます。 
 

主な課題 国立市の現状 

○子どもの遊び場の

不足 

・国立駅前には、子どもが遊べる場所が少ない。 
・雨の日や休日に親子で遊べる場所が少ない。 

○在宅乳幼児等とそ

の親への支援 

・保育園や幼稚園に通っていない乳幼児等とその親が、

地域で孤立しないように、子育て親子の交流の場や関

連情報の提供、子育てに関する不安や負担の軽減を図

るための相談・支援施策が求められています。 
 

② 提供する公共サービス 
現状の課題を踏まえ、子育て支援機能として以下の公共サービスを提

供します。 
 
公共サービス サービスの概要（導入の効果） 

○子育てひろば ・親子が自由に遊べ、親同士が交流できます。 
・子育てに関する情報を得ることができます。 
・子育て相談をすることができます。 

○絵本の部屋 ・子ども向けの図書等があり、読み聞かせが可能です。 
・子育て中の親向けの図書、雑誌等がそろっています。 

○一時保育 ・一時保育を検討します。 
 

③ 南口複合公共施設に導入する理由 
 

理由１：良好な子育ち・子育て環境の整備 
 

 子どもが安全に遊べ、親子の交流が行える子育て支援機能を導
入することで、良好な子育ち・子育て環境を整え、将来を担う子

育て世代を支援します。 
 
理由２：賑わいの創出 

 

 交通のアクセスが良い国立駅前であれば、多くの集客が見込め
ます。市内のみならず、市外からも人を呼び込むことができるた

め、国立駅周辺の賑わい創出や、交流人口の増加が期待できます。 
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④ 導入機能の概要 

機能 規模※ 考え方 

子育て 

支援機能 

子育てひろば 約400㎡ 

 

 親子で遊びながら、親同士、子ども同

士が交流し、情報交換できる場所にす

る。また親子グループの活動や講座・講

演会等を行えるグループ活動室や子育

てに関する相談を行う相談ブースを整

備します。 

 ひろばには授乳室、食事スペース等を

設け、利用者が安心・安全・快適に利

用できる施設にします。 

絵本の部屋 約50㎡  読み聞かせなどを実施し、子どもが幼児

期から絵本にふれることができる場所

にします。 

一時保育室 約50㎡  一時保育を検討します。 

その他 約150㎡  エントランス、トイレ・シャワー室、

事務室など。 

合計 約650㎡ ※規模：各機能の専有面積を示します。 
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（２）多目的ホール 

① 現状の課題（本機能が必要とされる理由） 
ホール機能に関する現状について、国立駅周辺では、以下の課題が挙

げられます。 
 

主な課題 国立市の現状 

○文化・芸術事業の

展開について 

・くにたちの文化・芸術事業を担うくにたち市民芸術小

ホール等においては、今後も文化・芸術事業の推進の

ため、地域や市民に密着した活動をしていく必要があ

ります。 
・くにたち文化・スポーツ振興財団は、アートによるコミ

ュニティづくりなど、くにたちアートビエンナーレを機

に地域に出かけていく事業を推進しています。今後は、

こうした事業を展開する場が必要とされています。 
○市民活動を支える

場の不足 

・第15回国立市世論調査（2014（平成26）年10月）にお
いても、市民がグループ活動・市民活動に参加するた

めに市が行うべきこととして、「市民が利用しやすい公

共施設の整備」が49.9%と最も多い回答となっており、
市民活動を支える場の提供が求められています。 

 
② 提供する公共サービス 
現状の課題を踏まえ、ホール機能として以下の公共サービスを提供し

ます。 
 
公共サービス サービスの概要（導入の効果） 

○自主事業の展開 

 

・くにたちの文化・芸術の充実に資する自主事業を展開

し、文化・芸術の発信を図ります。 
・くにたち市民芸術小ホール等との共同事業や連携を検

討します。 
○貸スペース ・市民活動の発表の場として利用できます。（音楽、ダン

ス、演劇など） 
・講演会、説明会など多目的に利用できます。 
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③ 複合公共施設に導入する理由 

 
理由１：くにたちの文化・芸術の充実、発信 

 

 くにたちの文化・芸術を積極的に鑑賞し、活動を行う市民の増加

を促すため、発表の場、機会を増やすことで文化・芸術を育み、

充実を図り、くにたちの文化・芸術を発信する施設を整備します。 

 
 

理由２：立地の良さ 
 

くにたちの文化・芸術事業は、多くの人の目に触れてもらってこ

その事業であり、交通のアクセスが良い国立駅前であれば、多く

の集客が見込めます。 
 
 

理由３：賑わいの創出 
 

市内のみならず、市外からも人を呼び込むことができるため、国

立駅周辺の賑わい創出や、交流人口の増加が期待できます。 
 
 

④ 導入機能の概要 
機能 規模※ 空間の考え方 

多目的ホール 多目的 

ホール 

約400㎡  可動席・可動ステージを配備し、150

～200人規模の演劇、講演会等が行え

るホールを整備します。 

 また、可動席・可動ステージを収納し、

フラットで一体的に使うときには、広

い空間として利用できるようにしま

す。 

その他 約450㎡  ロビー、控室、機械室、倉庫、事務室

など 

合計 約850㎡ ※規模：各機能の専有面積を示します。 
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（３）民間施設 

本施設に導入を予定する民間施設は、基本コンセプトを踏まえ、以下の

視点に基づき導入します。 
 
＜民間施設導入の視点＞ 
 近接する商業施設及び既存商店街との相互の共存を前提とした

機能・規模（原則 1店舗あたりの面積は 500㎡未満）の導入 
 導入を予定する公共機能との相乗効果が期待できる機能の導入 

 
なお、上記の視点に基づく民間施設の機能例は以下のとおりです。 
＜民間施設の機能例＞ 
 生活利便施設（スーパーマーケット・ドラッグストア・コンビ

ニ・飲食・カフェ・クリニック等） 
 フィットネス 
 子ども向け学習・運動スペース 
 子ども向けサービス 
 アンテナショップ 等 

 
 
（４）駐車場・駐輪場 

① 駐車場の整備にあたっては、施設利用者だけでなく、国立駅周辺の

駐車需要を賄う駐車台数を整備します。 
② 駐輪場の整備にあたっては、「第４章 ２ 施設整備の重点ポイント」
の内容を十分に踏まえ、関係法令に適合した駐輪台数を確保します。 
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第６章 施設構成 
 

1 国立駅周辺まちづくり基本計画の理念等に基づく施設構成 
 

理念等 施設構成 効果 

【まちづくりの理念】 

・みんなでつくる国立駅周辺

の空間が、暮らしや文化をは

ぐくみ、人びとの力を生み出

し、美しい景観を創造してい

きます。 

【活用計画】 

・東西に細長い敷地に立地す

ることから、駅前に長大な

「壁」をつくらないような構

造やデザインとします。 

本施設を低層とする計画と

します。 

「国立市都市景観形成条

例」には公共施設の整備を行

うときは、都市景観の形成に

先導的な役割を果たすように

努めなければならないとされ

ています。 

文教都市にふさわしい美し

い景観やまちなみを実現する

ため、本施設を低層とするこ

とにより、落ち着きがあり、

空を感じることができる空間

となります。 

【活用計画】 

・屋上は緑化し、屋上庭園な

ど市民が憩える空間としま

す。 

・駅周辺の高架下及び隣接地

（南口公共施設等用地、北口

駅前商店街など）は、駅前広

場から連続する広場や緑の空

間を充実します。 

緑のある屋上ひろばを配置

するとともに、壁面後退した

１階部分を緑化する計画とし

ます。 

緑のある屋上ひろばを配置

することにより、子どもはも

ちろん全ての市民にとって憩

いの空間となります。 

「国立市緑の基本計画」で

は JR 中央線の連続立体交差
化事業と併せ、周辺市街地の

緑化や構造物の緑化を推進す

ることとしています。 

屋上ひろば及び壁面後退し

た１階部分に緑を配置するこ

とにより、本施設、駅前広場、

大学通り、一橋大学、南部地

域へと連続する緑の景観が生

まれます。 

 

 

 

 

 

 

 



26 

理念等 施設構成 効果 

【活用計画】 

・歩行者の空間として、壁面

後退等により快適な歩道上空

地を確保し、南側の市街地と

連担したまちなみを形成しま

す。 

・南側に開かれたデッキ等に

より、集客性のあるにぎわい

空間を形成します。 

・市民の生活を支える施設を

配置し、利活用を図ります。 

 壁面後退を行うとともに、

２階以上にはテラスを設置

し、道路沿いには民間施設を

配置する計画とします。 

壁面後退等により快適な歩

道上空地を確保すること及び

２階以上にテラスを設置する

ことにより、開かれた魅力あ

る空間となります。 

道路沿いに民間施設を配置

することにより、にぎわいを

創出し、歩くことが楽しい空

間となります。 

【活用計画】 

・駐車場は、導入する施設の

規模・用途に応じて、台数を

配置します。 

１階に４５台程度が収容可

能な駐車場を配置する計画と

します。 

１階に４５台程度が収容可

能な駐車場を配置することに

より、施設利用者用の駐車場

になるとともに、国立駅周辺

の駐車需要を満たすことがで

きます。 

【活用計画】 

・「国立らしさ」を発信する体

制を確立します。 

それぞれの機能ごとではな

く、本施設を全体として管理

運営することができる体制を

組む計画とします。 

市民が主体となったイベン

トの開催や市内の特産物の販

売、市民活動の発表の場など

市民交流（賑わい）の創出や

国立駅周辺の活性化につなが

るような施設とすることがで

きます。 

 

2 市の財政負担を軽減することができる施設構成 
１階部分に駐車場及び民間施設を配置することにより、賃料を収入とし、

市の財政負担を軽減します。 
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3 具体的な施設構成案 

「1 国立駅周辺まちづくり基本計画の理念等に基づく施設構成」「2 市
の財政負担を軽減することができる施設構成」を踏まえ、具体的には、以

下の考え方に基づき施設整備を進めていきます。 
 

＜施設構成の基本的な考え方＞ 
 本施設には、導入を予定する公共機能との相乗効果が期待でき

る民間施設を配置します。 
 駐車場は、駅周辺駐車場の需要や本施設の利用者のために必要

な台数を考慮し、適切な配置を行います。 
 壁面後退等により歩行者空間を創出し、駅周辺の回遊性の向上

を図ります。 
 低層、緑化、自然エネルギーの活用等による国立らしく、文教

都市にふさわしい景観・環境に配慮した施設を誘導します。 

 
 

＜施設活用の基本的な考え方＞ 
 施設全体の運営者がイベント等を行うことにより、賑わいが生

まれる仕組みとします。 
 本施設だけで完結することなく、国立駅周辺地域、国立市内全

体の回遊性を高める場所とします。 
 市内の大学、NPO、近隣商業者など地域で活動している団体・

個人と一緒にこの施設を活用することにより、地域活動の拠点

となるような場所とします。 
 屋上ひろばは景観として意味を持つだけではなく、活用される

ための仕組みのあるような場所とします。 
【屋上ひろばの活用例】 
・子育てひろばに隣接し、相互のひろばを行き来できるよう

な屋上ひろば 
・電車が見えたり、遠く富士山が見えたり、誰もがそれぞれ

の思いでいることができる居場所となる屋上ひろば 
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図 6-1 施設構成イメージ図 
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図 6-2 施設イメージ 
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第７章 事業手法の検討 
 

1 基本的な考え方 
本施設整備にあたっては、駅前の立地を活かした賑わいの創出、更には市

民サービスの向上、市の財政負担の軽減が重要な視点になります。 
事業手法については、従来からの市が自ら施設を整備する手法のほか、公

民連携手法であるPPP（Public Private Partnership）などがあります。      
民間事業者のノウハウを活用することによる市の財政縮減効果、市民サー

ビスの向上及び民間事業者の参入可能性等を踏まえ、実現性が高い事業手法

を検討します。 
 
2 本事業で想定される事業手法 
（１）従来型公共事業方式 

市が自ら施設を整備する方式です。 
管理運営は、事業の収益性等に応じて、「市が自ら実施する直営方式」、「業

務委託方式」「建物を貸し付ける賃貸方式」があり、指定管理者制度を導入

する方法もあります。 
 
（２）PFI（Private Finance Initiative）方式 
   「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」い

わゆる PFI法に基づいて実施される事業であり、施設の設計、建設、維持
管理・運営を包括・長期契約にて、民間に委ねる方式で、建設費等の初期

投資額を民間資金で調達します。 
主な事業方式には「BTO方式」、「BOT方式」、「BOO方式」があります。 

① BTO（Build Transfer Operate）方式 

    民間事業者が施設等を建設し、施設完成直後に公共施設等の管理者等

に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う方式です。 
② BOT（Build Operate Transfer）方式 

 民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に

公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式です。 
③ BOO（Build Own Operate）方式 

    民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了時点

で民間事業者が施設を解体・撤去する等の事業方式です。 
 
 
 
 
 
 



31 

 
（３）PFI的方式 

PFI 法に基づいた手続きは行わないで、PFI 方式を活用する方式です。
「DB方式」、「DBO方式」があります。 
① DB（Design Build）方式 

    市において資金調達を行い、設計・建設を一括して民間事業者に委託

する方式です。 
② DBO（Design Build Operate）方式 

市において資金調達を行い、民間事業者が施設の設計、建設、維持管

理・運営を一括して行う方式です。施設は市が所有します。 
 

（４）定期借地権方式／借地権準共有方式 
借地借家法に基づく借地契約を締結し、借地期間中は、土地所有者（市）

に民間事業者（借地権者）が地代を支払い、契約終了時に更地で土地所有

者（市）に返還されます。 
土地を契約の一定期間、民間事業者に貸し付けて地代収入を見込む手法

で、建物は借地人が建設・保有します。 
   借地権準共有方式は、民間施設分の建物は民間事業者が、公共施設分の

建物は公共団体が所有し、その割合に応じて借地権をそれぞれが保有しま

す。（準共有） 
 
役割分担の整理 
 設計・建設 維持管理 運営 資金調達 施設所有 
従来型公共事業方式 市 市 市 市 市 
PFI方式 BTO方式 民間 民間 民間/市 民間 市 

BOT方式 民間 民間 民間/市 民間 民間 
BOO方式 民間 民間 民間/市 民間 民間 

PFI 的方
式 

DB方式 民間 市 市 市 市 
DBO方式 民間 民間 民間/市 市 市 

定期借地権方式 民間 民間 民間/市 民間 民間 
借地権準共有方式 民間 民間/市 民間/市 民間/市 民間/市 
※PFI方式、PFI的方式は公共事業の手法の一つなので市が一定程度関与しま
すが、定期借地権方式は民間所有の施設を賃借するのみなので市の関与はあ

りません。 
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3 管理・運営の在り方 

本施設は、公民複合施設を基本とした施設構成となるため、市が主体と

なる部分、民間が主体となる部分など、複数の主体がかかわることになり

ます。よって、施設全体の維持管理にあたっては、一体的で効率的な管理

形態を検討します。 
また、市内外からの集客により気軽に、何度でも立ち寄れる拠点として、

持続的により良い空間が維持できるよう効果的・効率的な管理・運営に努

めるとともに、民間の経営ノウハウを最大限に活用し、施設管理経費の縮

減が図られるような管理形態の構築を目指します。 
 
4 事業費 

本施設にかかわる事業費のうち、国立市土地開発公社からの用地取得費

として「約１６億４千万円」を平成２７年度に支出しました。 
また、事業収支は施設構成や事業手法により比較し、下表のとおりを見

込んでいます。 
国や都の補助金等の活用を検討し、財政負担の軽減を目指します。 
なお、試算にあたっての前提条件は以下のとおりとします。 
・試算の事業期間は50年とします。 
・収入、支出、差引収支は単年度とし、50年間の平均とします。 
・収入には、市債を含み、支出には市債の元金償還金を含みます。 

 
事業モデル 素案時のモデル 本案のモデル 
事業方式 定期借地権方式 借地権準共有方式 PFI的方式 
収入 6,480万円 6,900万円 1億 10万円 
支出 1億 7,300万円 1億 5,200万円 1億 9,000万円 
差引収支 △1億 820万円 △8,300万円 △8,990万円 
※素案時の事業モデルの試算を定期借地権方式、借地権準共有方式としている

一方で、本案の事業モデルの試算を PFI的方式としています。 
素案時の事業モデルは住宅があるため、一般定期借地権を設定することとな

ります。この場合の事業期間は 50 年以上であるため、試算時の事業期間は
50年と設定しています。 
本案の事業モデルは、住宅がないため、事業用定期借地権を設定して事業を

行うこととなりますが、事業用定期借地権の事業期間は 10年以上 50年未満
であり、通常は 15年から 30年程度です。 
これらのことから、素案時の事業モデルと比較を行うため、本案の事業モデ

ルで、事業期間を 50 年と設定することができる PFI 的方式での試算を行い
ました。 
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第８章 今後の進め方 
 

1 事業手法 
本計画を基に、他自治体における類似施設の整備事例、財政負担の軽減、

市民サービス向上、事業スケジュール等の観点から民間活力を導入する範

囲や経済性の検証などを行い、要求水準書や実施方針など事業者を選定す

るための資料を作成する過程で、本事業に最も優位な事業手法を決定しま

す。 
 

2 事業スケジュール 
本施設整備は、2022（平成34）年度中の施設完成を目指します。 

 
表 8-1 事業スケジュール 
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設計・建設 

施
設
オ
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