
実施期間 平成27年3月20日(金曜日)から平成27年4月30日(木曜日)まで 
提出者 12名

市の考え方

Ｎｏ.1 ・国立駅南口複合公共施設整備基本計画（素案）は市民アンケート結果が反映されていない。

　国立市では平成20年1月に国立駅周辺まちづくりに関する市民アンケート（以
下、市民アンケート）を実施いたしました。国立駅南口複合公共施設整備基本計
画（素案）（以下、素案）では、そのうち上位10位までを記載しているところです。
素案における各施設の導入機能は市民アンケートをベースに国立駅周辺に望ま
れる公共施設として整理し、適切な施設配置を検討しており、素案Ｐ17では「表
4-1国立駅周辺における公共施設配置の考え方」をお示ししております。ご参照く
ださい。
　国立駅周辺は利便性が高く、国立市の玄関口として重要な地域です。多くのご
要望を頂く一方で、活用できる用地には限りがあることから、すべてのご要望に
沿うことは難しい状況にあります。そのため、南口複合公共施設単一ではなく、
国立駅東側高架下市民利用施設（以下、高架下市民利用施設）や旧国立駅舎と
いった国立駅周辺に今後整備される施設と合わせて施設配置を検討すること
で、なるべくご要望に沿った形で適切な施設配置を検討し、合わせて国立駅周辺
基本計画のまちづくりの理念を体現することで魅力あるまちづくりを進めていきた
いと考えています。
　今後も市民アンケート、ご意見等を十分に考慮し、適切な施設・機能の配置を
検討してまります。

Ｎｏ.2 ・基本理念から導入機能・施設構成に至る経緯が不明瞭である。

　平成21年に策定された国立駅周辺まちづくり基本計画の理念に基づき、複合
公共施設のコンセプトを「子ども・文化・賑わい」と設定いたしました。多目的ホー
ルはこのコンセプトの文化と賑わいを担う機能です。多目的ホールを整備するこ
とで、発表の場、機会を増やし、文化・芸術を育み、充実を図り、くにたちの文化・
芸術を発信します。南口複合公共施設は文教地区という強い個性と魅力を持っ
たまちの特色をこれまで以上に鮮明に打ち出すことで、国立市が国立市として将
来においても存在を確固たるものとし、人々が国立市のことをもっと好きになって
もらう仕組みづくりとして整備したいと思っています。そのため、今後国立市が魅
力あるまちであり続けるためにはとても重要な役割を持った施設の一つであると
考えています。また、多くの人が行き交う国立駅周辺地区に整備することで、利
用しやすい施設とし、市内外からの利用者を呼び込むことで、賑わいの創出の寄
与等が期待されているところです。

Ｎｏ.3
・市民の皆様や商店街等の意見を十分に伺いながら進めるとしながらも、一方的な説明会行われたり、商店
街の意見がどのように出され、それがどのように反映されたかは示されていない。

　市では、国立駅周辺事業の検討状況と素案について施設の概要や活用方法
等を市民の皆さまにご説明し、ご意見を頂くことを目的に市民説明会・意見交換
会を開催いたしました。当日ご参加頂いた方々からはたくさんの貴重なご意見を
頂き、ありがとうございました。検討状況や素案についてご理解頂きたいという思
いから、限りある開催時間の中で、多くの事柄についてご説明したことで、一方的
という印象を与えてしまったことについては、大変申し訳なく感じておるところで
す。
　商業関係者から寄せられた具体的なご意見や考え方については、個別の協議
内容になることから、内容を割愛した形で素案を策定しています。ただし、民間施
設を導入する際の市の考え方としては、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・規模等を考えているところです。今後も、施設整
備に係る検討におきましては、引き続き市民の皆様や商店街等のご意見を十分
に伺いながら進めていきたいと思います。

Ｎｏ.4
・より使いやすく、親しみやすい施設になってほしい。そのために、国立駅周辺全体の回遊性を重視し、南北を
貫く通路、オープンスペース（たまり場）を整備してほしい。

　第15回国立市政世論調査報告書において、市民が利用しやすい公共施設の
整備が求められていることから、南口複合公共施設についても、国立駅周辺とい
う利便性が高く立地の良さを活かした形での整備を目指しています。ご提案頂い
た通路、オープンスペースについては今後の整備に係る詳細な検討を行う上で
検討して参ります。

Ｎｏ.5 ・子育て支援施設の絵本の部屋は、貸出を行わないのであれば中途半端な機能だ。

　絵本の部屋は、子育て支援施設の機能の一つして導入が検討されています。
絵本の部屋は、親子等の交流の一環で導入の検討を進めているもので、交流の
他にも幼少期から絵本に触れられる場所としても利用されることになります。貸
出については、今後の施設の在り方などを検討した上で、今後詳細に検討を進
めて参ります。

Ｎｏ.6
・市民アンケートでは9位であるホールが、なぜ多目的ホールとして整備するのことになったのか。

　平成21年に策定された国立駅周辺まちづくり基本計画の理念に基づき、複合
公共施設のコンセプトを「子ども・文化・賑わい」と設定いたしました。多目的ホー
ルはこのコンセプトの文化と賑わいを担う機能です。多目的ホールを整備するこ
とで、発表の場、機会を増やし、文化・芸術を育み、充実を図り、くにたちの文化・
芸術を発信します。南口複合公共施設は文教地区という強い個性と魅力を持っ
たまちの特色をこれまで以上に鮮明に打ち出すことで、国立市が国立市として将
来においても存在を確固たるものとし、人々が国立市のことをもっと好きになって
もらう仕組みづくりとして整備したいと思っています。また、多くの人が行き交う国
立駅周辺地区に整備することで、利用しやすい施設とし、市内外からの利用者を
呼び込むことで、賑わいの創出の寄与等が期待されているとことです。

Ｎｏ.7
・多目的ホールの必要性を説明するため、第15回国立市政世論調査報告書の一部を示しているが、調査全体
を示してもらわないと比較できない。またなぜ「市民が利用しやすい公共施設の整備」＝「ホール整備」なのか
理解できない。

　第15回国立市政世論調査報告書につきましては、下記のＵＲＬをご参照くださ
い。http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/kihonkeikaku/8178/index.html
また、多目的ホールを整備する理由については、Ｎｏ.6をご参照ください。

Ｎｏ.8 ・多目的ホールについて既存施設への影響や将来の展望が示されていない。

　多目的ホールを整備することで、発表の場、機会を増やし、文化・芸術を育み、
充実を図り、くにたちの文化・芸術を発信します。南口公共施設は文教地区という
強い個性と魅力を持ったまちの特色をこれまで以上に鮮明に打ち出すことで、国
立市が国立市として将来においても存在を確固たるものとし、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づくりとして整備したいと思っています。また、
多くの人が行き交う国立駅周辺地区に整備することで、利用しやすい施設とし、
市内外からの利用者を呼び込むことで、賑わいの創出の寄与等を市では期待し
ているところです。利用者が駅周辺の既存施設を利用することで、既存施設の賑
わいの創出にも寄与するなどの良い影響があると市では考えているところです。

Ｎｏ.9 ・可動席・可動ステージの多目的ホールを整備することに賛成だ。上映設備も備えてほしい。
　多目的な利用を想定し、可動席・可動ステージを検討しているところです。上映
設備等の導入機能の詳細な機能については、関係法令等に照らした上で、今後
検討して参ります。

【導入機能・施設構成について】
・導入機能（子育て支援施設）

・導入機能（多目的ホール）

国立駅南口複合公共施設整備基本計画(素案)に関するご意見の募集(パブリックコメント)に寄せられたご意見等の要旨と市の考え方について

寄せられたご意見等の要旨

【施設整備の重点ポイントについて】

【基本理念について】

【計画策定の趣旨について】

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/kihonkeikaku/8178/index.html


Ｎｏ.10 ・住宅系民間施設を導入することはもっての外である。国立らしい景観、特徴を大事にしてほしい。

　南口複合公共施設の整備にあたっては、市で整備する従来方式と、民間事業
者が整備する民活方式が検討されているところです。頂いたご意見は民活方式
を採用し、事業者が住居を提案してきた場合であると理解いたします。
　民活方式の場合には、民間事業者が設計、施工を行うことから、具体的にどの
ような建物にするかは民間事業の考え方によるところであるため、市では詳細な
想定ができない部分があります。ただし、仮に住居系民間施設が整備された場
合であっても、民間事業者にすべてをお任せするのではなく、高さ制限（31ｍ未
満）を設けることや、緑化、自然エネルギーの活用などを推奨することで、市に
とってふさわしい景観・環境に配慮した施設を誘導していきたいと考えています。
上記の考え方については、素案Ｐ22、23に記載されおりますので、ご参照くださ
い。

Ｎｏ.11
・官民複合施設としながらも、官の割合が少ない。市民の支持を得た明確なプランがなければ民間に丸投げに
なってしまう。

　南口複合公共施設の整備にあたっては、市で整備する従来方式と、民間事業
者が整備する民活方式が検討されているところです。頂いたご意見は民活方式
が採用された場合となります。
　民活方式を採用した場合には、公共施設と民間施設の複合施設となる可能性
があります。公共施設の考え方については、市民アンケートをベースに国立駅周
辺に望まれる公共施設として整理し、適切な施設配置を検討しています。素案Ｐ
17では「表4-1国立駅周辺における公共施設配置の考え方」をお示ししておりま
すので、ご参照ください。
　一方で、民間施設については、民間施設を導入する際の市の考え方を素案で
もＰ22、ＰＰ23でお示ししているところです。一般に事業者募集にあたっては、実
施方針を策定することになりますが、実施方針の策定時には公共施設とともに、
民間施設の在り方についても明記することで、国立市にふさわしい民間施設の
導入を進めて参ります。上記の募集方法をとることによって、複合公共施設の整
備にあたっては、民間事業者にそのすべてをお任せするのではなく、市の考え方
を反映した施設整備を誘導し、ひいては国立市にふさわしい施設の誘導を進め
て参ります。

Ｎｏ.12 ・用地取得費が高額で負担が大き過ぎ反対だ。土地所有者にまかせるべきだ。

　複合公共施設が整備される南口公共施設等用地は今後のまちづくりに資する
ことを目的に国立市土地開発公社が国鉄清算事業団からの先行取得を依頼し
た用地です。用地はすでに国立市土地開発公社が所有しており、取得した際の
目的を考慮すると、今後は市が所有しまちづくりに資する事業を展開していく必
要があると考えています。
　用地は南口複合公共施設整備だけでなく、駐輪場整備や道路整備といった国
立駅周辺整備事業の多くの事業に利用される予定となっています。
　国立市ではこれらのまちづくりに資する事業を行うにあたっては、なるべく市の
財政出動を押さえた手法の検討を行っており、、その手法の一つとして南口複合
公共施設での民活方式を検討しているところです。南口複合公共施設の整備に
ついて、民活方式で行った場合は、民間事業者に整備を行ってもらうことになる
ことから、市の財政負担の軽減が期待されています。

Ｎｏ.13 ・高齢者の視点がなく、バランスを欠いている。

　近い将来に人口減少を迎える国立市にあっては、生産年齢人口の確保が至上
命題となっているところです。この至上命題を解決する施策の一つとして、子育て
支援施設は整備され、南口複合公共施設に機能として導入されるものです。生
産年齢人口の確保という視点での計画策定となるため、高齢者の方についての
視点については、特段記載しておりません。

Ｎｏ.14 ・景観についての映像的検証がなされていない。

　南口複合公共施設の整備にあたっては、市で整備する従来方式と、民間事業
者が整備する民活方式が検討されているところです。仮に従来方式になった場
合には、素案でお示ししている各導入機能の規模を必要な分だけ、整備すること
になるため、一般的には低層または中層な建物になることが予想されるところで
す。民活方式の場合には、民間事業者が設計、施工を行うことから、具体的にど
のような建物にするかは民間事業の考え方によるところであることから、市側で
は詳細な検討が行えない部分があり、現段階での映像的な検証は困難だと市で
は考えています。ただし、民活方式の場合であっても、高さ制限（31ｍ未満）等を
設けることで、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て参りま
す。

Ｎｏ.15
・nonowaを後追いするような施設を整備しても無意味だ。近隣市には大型商業施設が存在する立川市があ
り、市外から人を引き込むのは無理だと思う。

　nonowaは武蔵野と東京を結ぶ中央線の魅力をさらに向上させるプロジェクトで
ＪＲの関連会社が進めています。国立市においても、平成２７年４月１８日に国立
駅東側高架下にオープンしました。南口複合公共施設は文教地区という強い個
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存在を確固たる
ものとし、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づくりとして整備
されるものです。そのため、今後も国立市が魅力あるまちであり続けるためには
とても重要な役割を持った施設の一つであると考えています。
 近い将来、人口減少社会を迎える国立市では、生産年齢人口の確保が至上命
題となっていますが、まちの特色をこれまで以上に鮮明に打ち出すことで、他駅、
他市にはない国立市らしいまちを実現するなど、近隣市に負けない魅力づくりを
行う施策を行うことが大切なことだと考えています。

Ｎｏ.16 ・南口複合公共施設を整備するにあたって、前面道路が一方通行の道路はそぐわない。

　国立駅周辺の道路については、国立駅周辺まちづくり基本計画に基づき、駅周
辺の通過交通の抑制、また安全で快適な歩道空間の確保という観点から歩道拡
幅を目指しています。複合公共施設に面する道路は、西第１号線、西第１条線延
伸部分となりますが、上記の観点から一方通行とする考えです。また複合公共施
設整備にあたっては公共施設として多目的ホールと子育て支援施設、民間施設
として商業施設等を導入することを検討しておりますが、合わせて壁面後退等に
よる歩道空間の確保による安全で快適な歩道空間の確保と回遊性の向上など
を目指して参ります。

Ｎｏ.17 ・首都圏近郊のどこの駅前にでもある施設になりそうで残念だ。

　南口複合公共施設は文教地区という強い個性・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存在を確固たるものとし、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づくりとして整備されるものです。そのため、今後
国立市が魅力あるまちであり続けるためには、とても重要な役割を持った施設の
一つであると考えています。文教地区という強い個性と魅力を持ったまちの特色
をこれまで以上に鮮明に打ち出すことで、他駅、他市にはない国立らしいまちに
したいと思っています。

Ｎｏ.18 ・南口複合公共施設の商業施設の規模については、1500㎡も導入しなくても良いのでないか。

　南口複合公共施設の整備にあたっては、市で整備する従来方式と、民間事業
者が整備する民活方式が検討されているところです。頂いたご意見は、民活方
式が採用された場合となります。
　民活方式は、商業施設などの収益施設を併設することで、市への収益還元を
促し、民間事業者に施設整備を行ってもらうことにより、結果として市の財政負担
の軽減が期待される手法です。実際に整備される商業施設の規模について、民
間事業者の提案によるところですが、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・規模を誘導していくことで、国立駅周辺の今後の賑
わいの創出の寄与が期待されています。

・施設構成

【その他】

【事業手法の検討について】



Ｎｏ.19 ・国立駅周辺まちづくり会議のように、南口複合公共施設整備にも市民参画の仕組みを入れてはどうか。

　南口複合公共施設の整備について、国立駅周辺まちづくり基本計画策定の際
や国立駅周辺まちづくり会議、駅前報告会などで寄せられた市民の皆様のご意
見を踏まえ、市では整備に係る検討を行って参りました。また、市ではこれまで頂
いたご意見の内容を踏まえ、市の考え方を素案としてとりまとめ、皆様にご説明
するとともに再びご意見を頂くことを目的に説明会・意見交換会を開催し、パブ
リックコメントを実施したところです。今後は市で皆様から新たに頂いたご意見を
踏まえ更なる検討を行う時期と考えており、基本計画の策定時など市の考え方
を新たにお示しする際には、再び説明会またはご意見を頂く場を設けていきたい
と考えております。

Ｎｏ.20 ・駅前開発に反対。予算を無駄にしないでほしい。

　南口複合公共施設は文教地区という強い個性・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存在を確固たるものとし、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づくりとして整備されるものです。そのため、今後
も国立市が魅力あるまちであり続けるためにはとても重要な役割を持った施設の
一つであると考えています。また、複合施設整備にあたっては、市で整備する従
来方式と民間事業者が整備する民活方式が検討されているところですが、民活
方式をとった場合には財政負担の軽減が期待されています。

Ｎｏ.21

・図書館がなぜ南口複合公共施設に整備されないのか。
・市民アンケートで2位である図書館が南口複合公共施設には整備されない理由を教えてほしい。
・多目的ホールよりも、図書館の方が利用価値が高いと思う。公民館の図書室を縮小して、南口複合公共施
設に地域図書館を整備すれば良いと思う。

　過去に実施した市民アンケートでは図書館の要望を多く頂いており、国立駅周
辺にとって大切な機能であると市では考えているところです。しかしながら、国立
駅周辺の付近には公民館の図書室、北市民プラザ図書館がすでに整備されて
いること、また国立駅周辺は利便性が高く、国立市の玄関口として重要な地域
で、多くのご要望を頂く一方で、活用できる用地には限りがあることから、すべて
のご要望に沿うことは難しい状況にあります。そのため、南口複合公共施設単一
ではなく、高架下市民利用施設や旧国立駅舎といった国立駅周辺に今後整備さ
れる施設と合わせて施設配置を検討することで、できる限りご要望に沿った形で
の適切な施設配置を検討し、合わせて国立駅周辺基本計画のまちづくりの理念
を体現することで魅力あるまちづくりを進めていきたいと考えています。
　市ではこれまでの国立駅周辺まちづくり会議でのご意見やお寄せ頂いたご意
見を踏まえ、適切な配置を検討した結果、図書館については図書の貸出・返却
が行える図書館機能を高架下市民利用施設に導入していきたいと考えていま
す。

Ｎｏ.23 ・高架下市民利用施設、旧国立駅舎について、歩行者動線を考慮した施設にしてほしい。
　南北の回遊性の向上の観点からも、歩行者空間の確保は重要な役割を担うも
のだと考えています。各施設において、設計等を行う上で、適切な歩行者動線に
ついて検討してまります。

Ｎｏ.24 ・自転車駐車場を西側に移動することについては利用者の観点から反対だ。

　国立駅南口第１自転車駐車場については現在の位置よりも西側に新たに新設
を予定しています。新設にあたっては、駐輪台数の拡充を図るとともに、安全で
快適に歩ける歩行者空間への貢献等が期待されているところです。また、西 1
号線と西1 条線延伸部)の交差点に接する位置であることから、東西・南北両方
向の自転車利用動線上となり、高い利便性が期待されています。

Ｎｏ.25 ・旧国立駅舎を再築するには、借金に頼らず、事業費を積み立てておいてもらいたい。
　旧国立駅舎の再築にあたっては、できる限り新たな財政出動を押さえた方法で
の整備を検討してまいります。

Ｎｏ.26 ・高架下市民利用施設について他市と協働で行うと聞いた。連絡職員が駐在できるスペースがあると良い。
　高架下市民利用施設については、国立市と国分寺市とで共同で施設整備を行
う予定です。導入する機能や規模などを検討していく上で、適切な職員配置を検
討して参ります。

Ｎｏ.27 ・都市計画道路3・4・10号線は中止すべきだ。

　都市計画道路3・4・10号線の整備については、国立駅周辺地区の南北方向の
交通ネットワークを形成する上で主要な道路であると市では考えています。また
通過交通の分散など国立駅周辺のまちづくりを行う上で必要な事業だと考えて
います。

Ｎｏ.28 ・予算は防犯、防災のためにいかすべきだ。

　防犯、防災も大切な事業だと考えておりますが、魅力あるまちづくりを行うことも
大切な事業だと考えています。南口複合公共施設は文教地区という強い個性・
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存在を確固たるも
のとし、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づくりとして整備さ
れるものです。そのため、今後も国立市が魅力あるまちであり続けるためにはと
ても重要な役割を持った施設の一つであると考えています。

Ｎｏ.29 ・城山さとの家のリニューアルすべきだ。 　所管部署にご意見があった旨を報告いたします。

Ｎｏ.30 ・図書館の要望については、図書館をどのような位置づけるか考慮した上で配置を考えるべきだ。

　ご指摘のとおり、市全体の施設を考慮した上での適切な配置の検討が必要で
あると考えています。国立駅周辺の付近には公民館の図書室、北市民プラザ図
書館がすでに整備されていること、また国立駅周辺は利便性が高く、国立市の玄
関口として重要な地域で、多くのご要望を頂く一方で、活用できる用地には限り
があることから、すべてのご要望に沿うことは難しい状況にあります。そのため、
南口複合公共施設単一ではなく、高架下市民利用施設や旧国立駅舎といった国
立駅周辺に今後整備される施設と合わせて施設配置を検討することで、できる
限りご要望に沿った形での適切な施設配置を検討し、合わせて国立駅周辺基本
計画のまちづくりの理念を体現することで魅力あるまちづくりを進めていきたいと
考えています。
 市ではこれまでの国立駅周辺まちづくり会議でのご意見やお寄せ頂いたご意見
を踏まえ適切な配置を検討した結果、図書館については図書の貸出・返却が行
える図書館機能を高架下に導入していきたいと考えています。

Ｎｏ.31 ・国立駅南口複合公共施設整備基本計画（素案）を説明会・意見交換会でも配布してほしかった。

　平成２７年４月２月から４日までで行われた国立駅周辺まちづくり事業の検討状
況及び国立駅南口複合公共施設整備基本計画(素案)に関する市民説明会・意
見交換会におきましては、当日配布した資料に不鮮明な部分があるなどご参加
頂いた皆様にご迷惑とご不便をおかけし、大変失礼いたしました。
　国立駅南口複合公共施設整備基本計画（素案）については、市のホームペー
ジに掲載するとともに、市役所３階の国立駅周辺整備課の窓口でも配布しており
ますのでご利用ください。

Ｎｏ.32 ・定期的に説明会を開いてほしい。

　市ではこれまで頂いたご意見の内容を踏まえ、市の考え方を素案としてとりまと
め、皆様にご説明するとともに再びご意見を頂くことを目的に説明会・意見交換
会を開催し、パブリックコメントを実施したところです。今後は市で皆様から新たに
頂いたご意見を踏まえ更なる検討を行う時期と考えており、基本計画の策定時な
ど市の考え方を新たにお示しする際には、再び説明会またはご意見を頂く場を設
けていきたいと考えております。

Ｎｏ.33 ・市民説明会・意見交換会、パブリックコメントは積極的な広報がされていない。
 市民説明会・意見交換会、パブリックコメントの実施については市報、市ホーム
ページ、市内掲示板、市役所庁内掲示板に掲載していたところです。今後も市民
の皆様への広報については、それらを活用した広報を進めてまいります。

【その他の国立駅周辺施設に関するご意見】

【説明会・意見交換会に関するご意見】

【多目的ホール、子育て支援施設以外の導入機能のご提案】

　多目的ホール、子育て支援施設以外の左記の導入機能については、ご提案頂
いた施設・機能を参考にし、施設整備に係る検討を今後進めて参ります。

・図書館、保育園、全国のアンテナショップ、生活道路、国立情報館、サテライトスタジオ、自治会室、商店会
室、遊び場、フューチャーセンター（インキュベーター機能等）

Ｎｏ.22


