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はじめに 

 

国立市の維持・管理する公共施設はおよそ 100 カ所余りであり、多くの施設が建設し

てから 30 年を経過しています。これらの施設をできるだけ長く、大切に使っていくた

めに必要な改修を行ってきましたが、いずれは物理的な限界が来るため建て替えをせざ

るをえません。公共施設を建設すると長期間にわたって使用することになりますので、

現状だけでなく、国立市の将来像を見据えたうえで建て替えを考えていく必要がありま

す。 

また、現在のような社会状況の中では、全ての施設を建て替えるだけの潤沢な費用を

用意することは困難です。市民福祉の向上を目指して市の施策を実現するためには、市

民ニーズに合わなくなった施設の機能の見直しや既存施設の有効活用及び統廃合によ

り、現状の公共施設全体の量の圧縮を図りながら、これからも必要な施設の機能を維持

していかなければなりません。 

 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。今後は、

この基本方針に沿った公共施設マネジメントを、皆さんのご意見を伺いながら進めてま

いります。 
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第 1 章 公共施設マネジメントの必要性 
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１ 導入の背景 

 

 地方自治体では、高度経済成長期に一斉に整備した学校や集会施設などの公共施設の

老朽化が進み、建て替えに必要な費用が大幅に不足することが見込まれています。この

ため、公共施設の老朽化への対応をどうしていくかが全国的に課題として取り上げられ

るようになってきました。 

 少子高齢化が進み、経済状況が悪化する中で公共施設の建て替え費用を確保するのは

容易ではありません。このまま何の対策もしなければ、必要な施設であっても建て替え

費用を確保できない状況も考えられます。また、施設建設当時と社会状況や市民ニーズ

も大きく変わっていて、現状の施設が今後もそのまま必要とは言い切れない状況にあり

ます。 

 

  
（政策経営課作成資料、参考：第四期基本構想第 2 次基本計画人口推計） 

 

市民サービスを低下させないように、将来世代に必要な施設の機能を維持していくに

は、国立市の将来像にふさわしい公共施設の在り方を考え、建て替えや改修はもとより、

維持・管理を含めて公共施設全体を最小の費用で効果的に活用されるようマネジメント

していく必要があります。 

国立市の取り組みとして、まず初めに公共施設の現状を把握するための基礎資料とし

て「国立市公共施設白書」を作成しました。次に、今後の公共施設マネジメントの方向

性についての研究を東洋大学に依頼しました。この研究結果として、国立市の課題は、

老朽化が顕著であること、更新（建て替え）費用が大幅に不足することであると分析さ 
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れました。この課題解決の手法として、施設の長寿命化、ＰＰＰ（公民連携） 1

これらの資料や研究結果を基に庁内の検討委員会で検討を行い、「国立市公共施設マ

ネジメント基本方針」としてまとめました。 

の推進、

学校施設を核とした公共施設再編といった方策が提案されています。 

 

 

２ 国立市の現状と課題 

 

（１）人口動向 

 

 

（政策経営課作成資料） 

 

昭和 42（1967）年の市制施行当時に 55,000 人余りだった人口は、平成 12（2000）年

には 70,000 人を超えました。この 10 年程度は微増で推移していますが、将来的には減

少に転じると見込まれています。 

公立小・中学校の児童・生徒数は、緩やかな減少傾向にあります。人口コーホート分

析 2

                                                   
1 ＰＰＰ（公民連携）：「Public Private Partnership」の略で、公共サービスの提供など

政策目的を持つ事業が実施される場合に、官・民が事業運営、資金調達などそれぞれ役割を

分担して行うこと。リスクとリターンの設計、契約によるガバナンスの原則が用いられる。 

の結果では、平成 17（2005）年から平成 22（2010）年の間で年少人口（0～14 歳）

が微増になっていますが、公立小・中学校の児童・生徒数への大きな影響は見られませ

んでした。 

2  人口コーホート分析：国勢調査の 5 才年代別人口から 5 年前の 5 才下の人口を差し引く

ことにより、その 5 年間の社会増減を見るための方法。  



4 
 

 

 
（「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」より） 

 

（２）財政状況 

 

国立市の最近 5 年間の普通会計の財政規模は、250 億円程度で推移しています。 

歳入の半分以上を占めている市税は横ばい状態が続いており、少子高齢化が進展する

状況下では、これからも大幅な増加は見込めません。また、歳出では社会状況や制度変

更の影響もあって扶助費の伸びが著しく、平成 19（2007）年度と比べると 48％以上も

増えています。 

市税収入の伸びがない中で必要な行政サービスを継続していくために、財政調整基

金 3を取り崩したり、赤字補てんの地方債 4を借りたりして不足分を補わざるを得ない状

況が続いています。今後も社会保障費の増大などにより厳しい財政状況が見込まれる中

では、施設の改修や補修のための普通建設事業費 5

 

は限られてしまいます。 

                                                   
3  財政調整基金：基金とは一般家庭で預・貯金に相当するもので使う目的を定めて設置さ

れている。基金の中でも財政調整基金だけは、収入不足を補うために目的を問わず使用する

ことができる。  
4  赤字補てんの地方債：通常の地方債（自治体の借金）は、公共施設建設などの事業に必

要な場合しか借りることができないが、特例として経常的な支出に充てるために借りること

のできる地方債。  
5  普通建設事業費：市の支出のうち、公共施設や道路の整備、用地買収など資本形成に向

けられ、ストックとして将来に残るものに充てられる経費。  
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（政策経営課作成資料） 

 

（３）施設の状況 

 

①延床面積 

国立市の公共施設の延床面積は約 119,000 ㎡であり、この中で 60％近くを占めるのが

小・中学校です。学校以外で規模の大きな施設は、市役所、市民総合体育館、福祉会館

などがあります。市民 1 人当たりの公共施設の延床面積は約 1.6 ㎡で、類似団体 6

                                                   
6 類似団体：人口や産業構造を基に自治体を類型化したもので、同じ類型の団体と比較す

ることで市の状況が把握できる。国立市は「Ⅱ－3」に分類され、多摩 26 市のうち、福生市、

狛江市、東大和市、清瀬市、稲城市、武蔵村山市、あきる野市の 7 団体が類似団体となって

いる。  

及び

近隣市と比較すると少ない方に該当します。 
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（政策経営課作成資料） 

 

②老朽化率 7

国立市では、昭和 40～50 年代にかけて小・中学校を中心として多くの施設が建設さ

れました。平成 6（1993）年竣工の郷土文化館以降は、財政状況の悪化もあり新規の施

設建設はほとんどありません。このため、過剰な施設を抱えずには済みましたが、相対

的に建設後 30 年を超える施設が多くなったため、他市と比べても老朽化率が非常に高

くなっています。 

 

                                                   
7  老朽化率：市有施設全体の延床面積のうち建築後 30年以上経過している施設の延床面積の割合。 

（平成 23年度） 
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（「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」より） 

※各市の公表資料から作成されたため、データの年次はそれぞれで異なっています。 

 

③耐震化の状況 

昭和 56（1981）年以前の旧耐震基準で建設された施設の延床面積は約 96,000 ㎡で、

そのうちの約 7 割が小・中学校です。その他の大きな施設では、市役所、公民館、中央

図書館、市民総合体育館などがあります。小・中学校は他の施設に優先して耐震化を進

め、平成 22（2010）年度までに全ての学校の耐震化が完了しています。現在はその他の

公共施設の耐震化を順次進めています。 

 

 

（政策経営課作成資料） 

（平成 23年度） 
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（４）更新費用試算 

 

歳出の普通建設事業費の中で、公共施設の改修等にかかった経費の平均は約 7 億 4 千

万円になります。この中から維持補修的な要素を除くと、実質的な施設整備に使われて

いる経費（予算確保可能額）の平均は約 5 億 2 千万円になります。 

 

 

（政策経営課作成資料） 

 

更新費用の試算では、現在と同じ規模で全ての施設を建て替えるとすると、今後 40

年間で約 450 億円、年平均額で約 11 億 2 千万円が必要になります。予算確保可能額の

約 5 億 2 千万円との差額の約 6 億円が毎年不足することになり、言い換えれば、現状の

予算を確保しても施設全体の約 50％しか建て替えられないことになります。なお、この

試算には、国立市が加入する一部事務組合 8

 この不足分を解消するためには、これに見合う歳入の確保や他の歳出を削って普通建

設事業費の予算を増やすことの他に、建て替えに合わせて施設の数や延床面積を見直し

て、施設全体の総量を削減する必要があります。 

が保有する施設の負担分も含まれます。 

このほか、道路や下水道などのインフラも多額の更新費用が見込まれるため、公共施

設と合算した更新費用の総額を把握しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

                                                   
8 一部事務組合：複数の地方公共団体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的とし

て設置する組織で、消防、ごみ処理、火葬場等の運営のため設置されることが多い。  
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（「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」より）  



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

第 2 章 公共施設マネジメント基本方針 
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 １ 全体方針 

 

 新しい基準や将来のニーズを見据えて公共施設を更新していくためには、更新が必要

な施設だけでなく公共施設全体を考えマネジメントしていくことが必要です。 

ただ単に個別施設をどうするかという議論をしても、市民全体の理解を得られる結果

になりません。将来に向けたマネジメントの基準となる基本方針に基づいて、聖域を設

けずに全ての分野の施設を対象として考えていく必要があります。 

この考え方に基づいて、公共施設更新時の対応を基本とした方針を「公共施設マネジ

メント基本方針」として策定しました。今後はこの基本方針に基づく公共施設の活用・

再編計画の策定に取り組んでいきます。 

 

（１）公共施設三原則 

  

・市有施設全体の延床面積について、その機能保持が可能なレベルに削減します。 

①施設の総量（延床面積）の削減 

・利用率の低い施設は改善を図り、改善が見込めない場合は廃止・転用等の対象と

します。 

・近隣市の施設との広域連携を検討します。 

 

全ての公共施設を現状の規模で更新することはできない状況を踏まえ、公共施設全

体の見直しを行い、将来の人口予測を考慮して施設総量を削減していくことが必要で

す。削減の数値目標については、今後策定する公共施設の再編等の計画の中で検討を

行います。 

公共施設にはそれぞれ設置目的があり、その目的に沿って利用されるのが一番の有

効活用と言えます。利用状況が良くない施設は改善策を講じる必要があり、設置当初

の目的と現在の利用状況が合わなくなっていれば、廃止・転用といった活用方法を検

討することが必要です。 

また、他市の施設の機能を必要な時に利用することで、市が直接施設を持つ必要が

なくなります。限定した期間や一時的に必要であれば、民間施設の利用も選択肢の一

つとなります。 

 

・可能な限り単一機能での更新は行いません。 

②施設の複合化（多機能化） 

・公共施設に占める割合の大きい小・中学校は、地域の中核施設として多機能化を

図ります。 

・将来的な多機能化や機能の転用に対応できる構造とします。 

 

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、更新時に施設を複合

化（機能の集約）することで、玄関、トイレ、階段などの共有スペースの削減につな

がります。施設の複合化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
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ることも可能となります。 

小・中学校は更新時若しくは児童・生徒数の減少に合わせて他の公共施設の機能を

集約することで、効果的に施設総量の削減を図ります。地域コミュニティの中核とな

る施設として位置付けることにより、地域活動の拠点として地域社会との連携を図る

ことができます。 

  また、公共施設は、設置されると長期に渡って使用されるため、その間に社会状況

や市民ニーズが大きく変わることも考えられます。長期的なニーズに対応できるよう

に容易に機能転換が図れる構造（スケルトンインフィル方式 9

 

）としておくことで、

最小限の投資で新たに必要なサービスを提供できます。 

・新たな行政需要に対しても、既存施設の有効活用を図ることを前提とします。 

③新規整備の抑制 

・法令等により新たな施設整備が必要な場合は、中長期的な総量の範囲内で行いま

す。 

 

新たな行政需要に対しては、まず、既存施設の中で対応可能かどうかを十分に検討

することが必要です。しかし、既存施設での対応が難しく、やむなく新規施設を整備

する場合には、中長期的な施設総量（上限とする延床面積）の範囲内で吸収し、現有

施設全体の規模を増やさないようにすることが必要です。 
 
 
（２）公共施設マネジメントの手法 

公共施設三原則に基づいて公共施設マネジメントを進めていくために、以下の視点

から考えられる手法を検討していきます。 

 

●中・長期的な財政計画との連動 

・施設の長寿命化 

国立市では、同時期に多くの施設が建設されたため、更新費用負担が集中する時

期が出てきますが、現状の財政状況の中では、その時期の莫大な更新費用負担に耐

えることはできません。躯体に問題がなければ、その施設に可能な範囲で長寿命化

の改修を実施することにより、更新時期を先に延ばすことが可能となり、財政運営

上は更新費用負担を平準化することができます。しかし、老朽化した施設の長寿命

化は、施設そのもののライフサイクルコスト（ＬＣＣ） 10

                                                   
9  スケルトンインフィル方式：建物の躯体部分（スケルトン）と内装の間仕切り壁や仕上

げ材（インフィル）を分離して考え、耐震性・耐久性のある躯体を維持しながら間取りの変

更が容易に可能になる工法。  

を増加させる可能性もあ

るため、十分な検証が必要です。 

10  ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）：モノが造られてから廃棄されるまでの生涯に必要な

総費用。建物の場合、設計・建設費などの初期投資と修繕・運営費などの維持管理経費及び

最終の解体処分費までが含まれる。  
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・統廃合施設跡地、低・未利用地の活用 

統廃合等で施設の機能を集約すると、元の施設があった土地が空くことになり、

市有地であれば売却や賃貸することで収入を確保することができます。この収入の

相当額を公共施設整備基金 11

このほか、市が所有している土地で利用目的が明確に決まっていない土地につい

ても、同様の手法で収入を確保することや、土地の交換などにより借地を解消する

ことができるため、積極的に活用を検討していく必要があります。 

に積み立てておけば、他の施設の更新費用の財源とし

て財政計画に組み込むことができます。また、借地に設置された施設を市有地にあ

る施設に複合化できれば、借地料が不要となり維持管理経費の削減になります。 

 

●全庁での取り組みと体制整備 

・職員意識の共有 

公共施設は市民の財産であり、市はこの財産を有効活用することを市民から求め

られています。このため、公共施設の有効活用は、施設を所管する部署だけの課題

ではなく全庁的な課題であることを認識したうえで、施設の現状把握を行い、全庁

で問題意識を共有してアイデアを出し合い考えていくことが必要です。 

また、将来の市民要望や社会変化に対応できるよう、機能の複合化の検討や既存

スペースの活用を常に意識して取り組むことが必要です。 

 

・推進体制の整備 

公共施設マネジメントは、方針や計画の策定で終わるものではなく、継続的に進

行管理していくことが必要です。施設の営繕部門で各施設データを収集し、一元管

理することで施設保全計画の策定が可能となります。また、施設再配置や計画の進

行管理をしていく部門には、横断的な視点で計画推進が可能になるよう必要な権限

を付与することにより、将来に渡る公共施設マネジメントが可能となります。 

 

●問題意識の共有と協働の推進 

・市民説明、市民理解の醸成 

市は市民に対して、現状を丁寧に説明し、広く意見を聞いて、理解を得ることが

必要です。今までは、例えば施設に関することであれば、その施設の利用者の意見

が市民の意見と考えられていました。しかし、実際にはその施設を利用していない

市民も納税者という立場で施設に係る費用を負担しています。市民が問題意識を共

有する際には、施設の利用者だけでなく広く市民の声を聞くことも必要になってい

ます。無作為抽出による市民アンケートやワークショップ 12

                                                   
11 公共施設整備基金：基金とは一般家庭で預・貯金に相当するもので使う目的を定めて設

置されている。公共施設整備基金は、公共施設を整備するために使用することができる。  

を実施することで、様々

12  ワークショップ：一方通行的な伝達でなく、参加者が自ら参加・体験し、グループの相

互作用の中で学びあったり創り出したりする双方向的な学びと創造のスタイルで、住民の合

意形成に用いられる手法。  
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な立場での意見を集めることができます。 

 

・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。施設を更新する場合も、ＰＰＰの手法のひとつ

であるＰＦＩ 13

 

を選択することでコストの削減を図ることができるので、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。ここでのコス

ト削減分をその他の施設の更新費用に充てることも可能です。 

・広域連携の検討 

各市でそれぞれ業務を行うより一部事務組合のように共同で業務を行うほうが効

率的なものがあります。それと同様に、施設に関しても今までは各市で整備してい

ましたが、その施設の持つ機能に着目すると、必ずしも各市で持たなくても良い施

設もあります。近隣市と施設を利用し合うことで相互に機能が補完され、行政サー

ビスの向上と経費を削減することができます。 

 

 

２．今後の取り組み 

 

 公共施設のマネジメントは、単に施設の削減を推し進めるものではありません。今ま

でに蓄積されてきた公共施設という貴重な市民の財産を、どのように活用し、将来世代

に過大な負担とならないように残していくのかを考えるためのものです。これからは、

長期間の使用に耐える構造の採用や、主要な施設を一ヵ所に集約して利便性の向上を図

るなどの検討も必要になります。 

 この基本方針は主に施設を更新する時の考え方であり、長期的な視野に立った方針に

なっています。ただし、更新期を迎えるまでの間には、既存施設のより有効的な利用を

図るための改善や市有土地の有効活用に早急に取り組む必要があります。 

 今後は上記のような短期的な取り組みのほか、この方針を適用した場合に、中長期的

な視点から、それぞれの施設の有効活用に向けてどのような取り組みが必要かを考えて

いくことになります。各施設の所管部署で、将来実施すべき施策展開と合わせた取り組

み内容について丁寧な検討を行い、この検討結果を施設ごとの方針として集約し、財政

収支見通しを踏まえながら中長期の実行計画策定に取り組んでいきます。 

                                                   
13 ＰＦＩ：「Private Finance Initiative」の略で、公共施設の建設、維持管理及び運営な

どに民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことにより、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るための手法。  



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

第 3 章 施設別の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※施設に関するデータ全般は、平成 23 年度末現在の状況または実績を掲載しています。 

※施設に係る経費は「国立市公共施設白書」に準じて算出したもので、「総コスト」は、維持管理経

費と事業運営経費の合計から収入を差し引いたものに、減価償却費を加えて算出しています。これ

は、理論上の市税等一般財源の負担額を示したものです。なお、施設の設置されている市有地に係

る経費（用地買収費、地方債の償還金等）は含んでいません。 
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１．コミュニティ関連施設 

 

（１）コミュニティ関連施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

地域集会所 

（公会堂等含む・12） 

地域住民の福祉の増進を図る 総コスト  32,642 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

 600 円 

地域福祉館（5） 地域社会の福祉の増進を図る 総コスト  23,711 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

 300 円 

地域防災センター（5） 地域住民の自主防災活動の拠点とし

て、防災知識の普及・啓蒙、地域社会

のコミュニティ活動の増進を図る 

総コスト   23,954 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

   400 円 

市民プラザ（2） 地域コミュニティの活性化及び

市民の行政サービスの向上を図

る 

総コスト  29,458 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

 400 円 

 

●配置状況 
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●現状と課題 
１．施設配置状況 

・第二期基本構想以降、地域コミュニティは「住区コミュニティを基礎に、小学校通

学区域の 8 つの地域」、住区コミュニティは「基本的な生活圏として、歩いて行ける概

ね半径 500 メートルの範囲」と位置付けている。この考え方に沿って集会機能を持っ

た施設の整備を行ってきた結果、市域内ではほぼ充足している。 

・市全体では自治会の組織率が低く、古くから自治会組織がある地域に施設が集まっ

ている。 

・「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」では、「名称は異なっ

ていても同様の貸館機能を持つ集会施設が至近距離に重複して立地している例が見ら

れた。また、集会施設のみを抜き出すと、南部に配置が集中しているという特徴があ

る。」といった『配置のアンバランス』が指摘されている。 

①地域集会所 

・施設によって設置された経過が様々であり、規模や整備コストもそれぞれ状況が大

きく異なっている。 

②地域福祉館 

・地域集会所がなかったエリアに福祉施設として整備されたものであるが、各館の設

置経過は様々である。 

③地域防災センター 

・昭和 50 年代の地域防災計画の中に「地域防災センター設置構想」があり、これに基

づいて 5 カ所が整備された。防災用資機材を保管する倉庫と地下に防火貯水槽が設置

されている。 

④市民プラザ 

・平成 10 年（1998 年）に都営国立北三丁目第二アパートと都営泉 2 丁目アパートの

整備に合わせ住棟の１階に設置され、市民への行政サービスの提供、会議室等の貸し

出しを行う複合施設である。市役所の支所機能を持っているが地域コミュニティの活

動拠点となっていることから、コミュニティ関連施設として整理している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・それぞれの施設で小規模の改修は実施しているが、大規模改修の予定はない。 

 ①地域集会所 

・築 30 年以上経過している施設が 4 施設（矢川集会所 1973 年、一本松公会堂 1970

年、四軒在家福祉館 1974 年、久保公会堂 1975 年）あり、耐震・老朽化対策が必要と

見込まれている。他の 8 施設は 1982 年の新耐震基準以降建設された施設である。 

②地域福祉館 

・耐震診断の結果立東、西、青柳は耐震性に問題はなく、残りの 2 館は今後耐震診断

を実施予定。 

③地域防災センター 

・中平地域防災センターのみ旧耐震基準のため耐震診断を実施予定。 
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３．利用・運営状況 

・それぞれの施設が地域コミュニティの拠点として利用されている。 

・地域集会所、地域福祉館、地域防災センターは、地域の自治会等で組織された管理

団体が指定管理者として維持管理を実施している。 

①地域集会所 

・全体の利用者数、利用件数は横ばいであるが、施設によって利用率は大きく差が出

ている。 

・市有地 7 ヵ所、有償借地 3 ヵ所、無償借地 1 ヵ所、借家が 1 ヵ所となっている。 

②地域福祉館 

・地域福祉館全体の利用者数はやや増えているが、利用率の高低（40％以上、20％未

満）による二極化が顕著に現れている。 

・「施設の貸し出し」が主ではなく「地域福祉の充実」を目的として地域の運営委員会

が積極的な運営に取り組んでいる。 

・市有地が 4 ヵ所、有償借地が 1 ヵ所となっている。 

③地域防災センター 

・全体の利用者数、利用件数は横ばいであるが、利用率は 30％を境にして地域によっ

て大きく差が出ている。 

・地域の自主防災組織の活動拠点としても利用されている。 

・市有地 2 ヵ所、有償借地 3 ヵ所となっている。 

④市民プラザ 

・利用者数、利用件数はやや増えているが、南市民プラザの貸出施設の全体の利用率

は 20％程度で推移している。 

・北市民プラザでは住民票、証明書等の発行を行っているため正職員を配置、南市民

プラザは書類の取り次ぎ業務になるため嘱託員の配置で対応している。 

・東京都から借り受けて設置した施設であるため、市の都合だけでは改修や他の機能

への転用はできない。 

 

４．防災対応 

・全ての施設（一本松公会堂以外）が避難所候補施設となっている。 

・地域防災センター、立東福祉館、南市民プラザには災害用備蓄品が備蓄されている。 

 

５．課題 
・施設配置の偏りと施設の重複 
・利用状況の改善 
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２．文化・社会教育系施設 

 
（１）図書館 

 
●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

中央図書館（1） 

図書分館（1） 

図書分室（5） 

自己教育と文化活動のた

め、市民の読書要求にこた

え、自由で公平な資料を提

供する 

総コスト   201,294 千円 

貸出 1 冊当たり   400 円 

 
 
●配置状況 
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●現状と課題 
１．施設配置状況 

・昭和 40 年代の東京都の図書館設置推進を受けて設置された、全市域レベルの施設で

ある。 

・蔵書数は約 43 万冊で近隣市では中規模レベルとなっている。 

・北市民プラザ、南市民プラザの開設（1998 年）に合わせて各地域の分室を整理し、

現在の 1 分館、5 分室の配置とした。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・中央図書館は築 30 年以上経過しており、施設の老朽化への対応が課題である。平成

23 年度には、東京都の補助を受けて新型空調設備を導入している。 

・耐震診断の結果耐震補強が必要であり、実施計画の中で予定されている。 

・東分室（東福祉館内）は今後耐震診断を実施予定、それ以外の分室等は耐震性に問

題はない。 

 

３．利用・運営状況 

・利用登録者数は人口の約 60％にあたる 4 万 5 千人余り、貸出冊数は約 56 万冊、利

用登録者数 1 人当たりの貸出冊数は 12.5 冊となっている。利用者数のデータは取って

いない。 

・中央図書館は地上 3 階、地下 1 階であり、図書の問い合わせに対応するために各階

に人員を配置しなければならず、非効率な構造になっている。 

・国分寺市・府中市と協定を結び相互利用が図れるようになっている。特に北市民プ

ラザ分館は国分寺市民の利用が多い。 

・分室等の開館時間、開館日数は統一されていない。 

・職員、嘱託員、臨時職員で分担して各館を運営するほか、読み聞かせや本の宅配な

どボランティアの協力で実施している事業も多い。 

 
４．防災対応 
・避難所には指定されていないが、多くの人々が集まる施設であるため、安全性の確

保が求められる。 
 
５．課題 

・事業運営の効率化 
・開館時間等サービスの向上  
・分室の利用状況の改善  
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（２）公民館 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

公民館（1） 市民の教養向上、健康増進な

どのため、市民生活に応じた

教育や学術・文化事業を実施

する 

総コスト    105,846 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

1,500 円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・社会教育法に基づき設置された、全市域レベルの社会教育施設として位置付けられ

ている。 

・生涯学習の場を提供する施設で、市民活動の拠点として機能している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・築 30 年以上経過し、随所に不具合が生じている。屋上防水、外壁改修、エレベータ

ー改修などは実施してきたが、冷暖房施設は抜本的な対策が求められる。 

・耐震診断の結果、耐震性に問題はない。 

 

３．利用・運営状況 

・市民グループの活動拠点として会議室等の貸し出しを行っている。 

・使用料が無料であることや国立駅に近いことなどもあって、利用者は 7 万人以上、

利用回数約 6 千回、利用率は一番低い実習室でも 60％以上と高い水準になっている。 

・特にホールは利用者が集中しており、一コマの時間帯をグループで分けて利用する

こともある。 

・毎月 100 団体ほどが会場調整会で調整を行い、サークル活動などに利用している。 

・公民館主催の事業を行っているため、その受講生の中から新しいグループが生まれ

ることもある。 

 ・職員、嘱託員、臨時職員で事業運営を行っているほか、植栽の管理を緑化ボランテ

ィアの協力で実施している。 

 

４．防災対応 

・避難所に指定されていないが、災害時には外国人の一時避難場所の機能を持ってい

る。 

・国立駅に近いことから、帰宅困難者の受け入れを行った実績があるので、今後は防

災拠点としての活用も考えられる。 

 

５．課題 

・地域施設等を活用した事業展開 
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（３）その他社会教育施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

芸術小ホール（1） 地域文化の創造と向上のた

め、芸術・文化の普及・振興

を図る 

総コスト   89,809 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

1,000 円 

郷土文化館（1） 郷土の歴史、民俗、自然その

他文化、教育に関する資料を

収集、保管、展示し、地域文

化の継承、創造、発展を図る 

総コスト   92,691 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

2,800 円 

古民家（1） 市内の古民家を復元・保存し、

市民が利用することを通じて

郷土文化の継承と発展を図る 

※経費は郷土文化館に含む 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・いずれの施設も全市域レベルの施設であり、古民家は平成 3 年に市内から移築され

市指定文化財となっている。 

・「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」では、「くにたち市民

芸術小ホール（336 席）は市民が積極的に参加する創作活動の場としてふさわしい適

度な規模となっている。一方で、芸術鑑賞の場としては、府中市他近隣自治体に存在

する大ホールのほか、市内に立地する一橋大学の兼松講堂（1,056 席）も大学行事を

除いては一般利用が可能であり、これらを上手に組み合わせて多様なニーズに対応す

ることが可能」といった分析がされている。 

・郷土文化館は、矢川駅から徒歩 8 分と比較的近い立地であるが、市街からは甲州街

道を越え幹線道路から入った場所にあるため、遠いという印象になっている。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・新耐震基準以降に建設されたため、耐震性の問題はない。 

・芸小ホールは、築 20 年以上経過しており、屋上防水やエレベーター改修は隣接する

総合体育館とセットで行っているが、大規模改修は未定である。ホール運営に不可欠

な音響・照明設備は耐用年数を超えていることから、リニューアルが求められている。 

・郷土文化館は、外部劣化診断の結果を受け平成 23 年度に緊急性の高い改修を実施、

平成 26 年度に残りの改修を実施予定。 

・古民家は一定期間で茅葺き屋根の葺き替えが必要である。 

 

３．利用・運営状況 

・芸術小ホールの利用者は 7 万人～9 万人前後、利用件数は 3,000 回前後で推移。利

用率は長引く不況の影響から 50％～65％で推移し、やや下降気味である。 

・ホールの規模が営業ベースに向かないため、市民団体等の利用が多い。 

・郷土文化館は、敷地の一部が借地となっている。 

・来館者は平成 14 年をピークに減少し、最近では 2 万人程度で推移している。 

・講堂や研修室の貸し出しをしているが、利用率は 20～40％と低迷している。なお、

他市の博物館系施設で施設貸出をしているところは少ない。 

・市内の公私立小学校の三年生を対象に民具案内を実施しており、学校教育との連携

も行っている。 

・施設の管理・運営は指定管理者制度を導入し、くにたち文化・スポーツ振興財団を

指定管理者として実施している。 

 

４．防災対応 

・いずれの施設も避難所に指定されていないが、芸術小ホールは市役所に隣接してい

るため、災害時には連携した活用が考えられる。 
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５．課題 

・利用状況の改善 
・施設貸出機能の整理（郷土文化館） 
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３．スポーツ施設 

 

（１）体育館 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

市民総合体育館（1） 

南市民プラザトレー

ニング室（1） 

市民生活が健康で文化的に向

上するよう、体育・スポーツ

やレクリエーションの普及・

振興を図る 

総コスト   159,132 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

  800 円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・市役所旧庁舎の跡地に建設された、全市域レベルの施設である。 

・「国立市公共施設等のあり方に関する研究報告書（東洋大学）」では、「運動施設・市

民ホールについては、近隣他自治体を視野に入れれば十分な機能が提供されていると

言える」といった分析がされている。 

 ・南市民プラザの開設時に体育館分室としてトレーニング室が設置されている。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・築 30 年が経過し、屋上防水やエレベーター改修は隣接する芸術小ホールとセットで

行っているが、各所で経年劣化が出ており、空調やプール濾過装置等の設備の老朽化

が進んでいる。 

・第一体育室は国体開催に伴い平成 23 年度に全面張替補強工事を行ったが、今後他の

部分のリニューアルが必要である。 

・旧耐震基準の設計であり、平成 24 年度に実施した耐震診断の結果、耐震改修が必要

となっている。 

 

３．利用・運営状況 

・個人利用・団体利用共に市民の利用頻度は高く、利用者は 19 万人前後で推移。 

・個人利用と団体利用はおよそ 4 対 3 で、個人利用の約 4 割（約 4 万 7 千人）はグリ

ーンパス利用者（60 歳以上無料）が占めている。 

・南市民プラザトレーニング室は、利用日や利用時間が総合体育館のトレーニング室

と異なっているためわかりにくい。利用者も年間 3,500 人前後と低迷している。 

・施設の管理・運営は指定管理者制度を導入し、くにたち文化・スポーツ振興財団を

指定管理者として実施している。 

・南市民プラザは東京都から借り受けて設置した施設であるため、市の都合だけでは

改修や他の機能への転用はできない。 

 

４．防災対策 

・避難所に指定されていないが、市役所本庁舎が被災した場合は災害対策本部が設置

される。なお、市役所に隣接しているため災害時には連携した活用が考えられる。 

 

５．課題 

・利用状況の改善（南市民プラザトレーニング室） 
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４．学校教育系施設 

 

（１）学校 

 
●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

小学校（8） 心身の発達に応じて、義務教

育普通教育の基礎を実施する 

総コスト   334,491 千円 

児童 1 人当たり年間  

102,100 円 

中学校（3） 小学校教育の基礎の上に、心

身の発達に応じて義務教育普

通教育を実施する 

総コスト   154,229 千円 

生徒 1 人当たり年間 

 106,400 円 

 
 
●配置状況 
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●現状と課題 
１．施設配置状況 

・児童・生徒数が減少する一方で学校教育に求められる内容は多様化し、少人数学級

の実施や新たな目的の教室が必要になっており、単純に児童・生徒数が減少した分の

空き教室が生まれることにはなっていない。 

・小学校は各学年 1～4 学級で平均 2 学級、中学校は各学年 3～5 学級で平均 4 学級と

なっている。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・全ての小・中学校の校舎・体育館の耐震改修は平成 22 年度までに完了している。 

・耐震改修に合わせて大規模改造も実施してきたが、最初に耐震改修を実施した学校

は次の大規模改修のサイクルが近付いている。 

・電気設備や配管等は目に見えない部分の劣化が進んでいると考えられ、今後の対応

が必要となる。 

 

３．利用・運営状況 

・平成 23 年 5 月 1 日現在の小学校児童数は 3,276 人、学級数は 111 学級、中学校生徒

数は 1,449 人、学級数は 42 学級となっている。 

・一小地域で児童数の微増は見られるが、全体では将来的に減少する見込みである。

ただし、他の自治体のように急激に減少するような兆候は見られない。 

・現在の学区域になってから大きな学区変更を行っていないため、学校間で各学年の

学級数や 1 学級当たりの人数（小学校約 20 人～40 人、中学校約 32 人～40 人）、児童・

生徒一人当たりの専有面積（小学校約 12 ㎡～20 ㎡、中学校約約 12 ㎡～21 ㎡）に開き

がある。 

 

４．防災対応 

・全ての小・中学校が避難所となっていて、校舎内などに災害用備蓄品が備蓄されて

いる。 

 
５．課題 
・現代的な教育環境の確保  
・学区域の固定化による学校規模の不均衡 
・地域コミュニティの拠点としての在り方 
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（２）学校給食センター 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

学校給食センター（2） 適切な栄養の摂取による健康

の保持増進、食事についての

理解を深め、健全な食生活や

望ましい食習慣を身に付ける 

総コスト   296,865 千円 

児童・生徒 1 人当たり年間 

62,800 円 

 

 

●配置状況 



33 
 

●現状と課題 

１．施設配置状況 

・昭和 43 年に第一学校給食センターが開設された後、児童・生徒数の増加により昭和

50 年に第二センターが開設された。現在は第一センターで小学校分、第二センターで

中学校分の給食を実施している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・耐震診断の結果、耐震性に問題はない。 

・築 40 年を超え調理設備の老朽化が進んでいるため、毎年約 1 千万円程度の修繕を行

いつつ事業を続けている。 

・調理フロアのドライ化等抜本的な改修が必要となっているが、現状施設の改修では

対応できない。 

・耐震補強に合わせて大規模改修を考えていたが、耐震補強が不要となったことによ

り改修の時期が未定になっている。 

 

３．利用・運営状況 

・児童・生徒数の減少に伴って延食数は減少している。 

・施設の設計が米飯給食を前提にしていないためスペースの余裕はなく、調理の作業

効率の向上が図りにくい。 

・職員、嘱託員、臨時職員で調理から維持管理まで行っており、配送業務のみ委託で

実施している。 

 ・今後の運営、施設の在り方についての検討が必要である。 

 

４．防災対応 

・避難所の指定や災害用備蓄品の備蓄はないが、非常時の炊き出しなどに利用するこ

とが考えられる。 

 

５．課題 

・事業運営の効率化 
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（３）その他教育系施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

教育センター（1） 市内の児童・生徒等の心身の

健全な発達と教育の充実を図

り、心理的理由等により登校

できない児童・生徒へ指導や

助言を行い、在籍校への復帰

を支援する 

総コスト    33,230 千円 

 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・平成 15 年に国立市障害者センターから国立市保健センター（分室）の 2 階部分に移

転し、教育相談のほか適応指導教室を実施している。 

・平成 20 年度から、午前中のみ矢川学童保育所を間借りして小学生の適応指導教室を

実施している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・耐震診断の結果、耐震性に問題はない。 

・維持管理は、1 階に開設している子ども家庭支援センターで一括して実施している。 

・利用者の増加に伴い、学習室等のスペース不足が課題となっている。 

 

３．利用・運営状況 

・社会生活の多様化に伴って不登校、いじめ等の問題も複雑化しており、相談件数は

年々増加している。 

・適応指導教室の利用者は小・中合わせて 30 人弱であるが、学校不適応児童・生徒数

は 70～80 人程度発生しているため、利用していない児童・生徒への対応が求められて

いる。 

・小学校の適応指導教室は午前中のみという制約があるため、対応に苦慮している。 

 ・非常勤教員のセンター長とそれぞれ必要な資格を持った相談員、指導員を配置し、

事業を実施している。 

 

４．防災対応 

・避難所の指定や災害用備蓄品の備蓄はないが、安全確保が最優先される施設である。 

 

５．課題 

 ・事業スペースの不足  
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５．福祉保健系施設 

 

 （１）保健施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

保健センター（1） 市民の健康を保持、増進する

ため、健康相談、保健指導、

健康診査などを実施する 

総コスト  401,750 千円 

市民 1 人当たり年間 

5,400 円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・健康・医療サービスの拠点として設置された、全市域レベルの施設である。 

・同じ敷地内に医師会館、歯科医師会館、商工会館がそれぞれの団体によって設置さ

れている。 

・東京都から母子保健事業の移管に伴い買い受けた健康相談室（保健センター分室）

が近接しており、現在は子ども家庭支援センター及び教育センターが設置され、連携

して相談業務を実施している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・耐震診断の結果、耐震性に問題はない。 

・築 30 年以上経過し設備の老朽化が進んでいる。 

・主要設備の改修はある程度実施されていたが、平成 23 年には冷暖房に使用する冷温

水発生器等の改修を実施した。 

 

３．利用・運営状況 

・主に予防事業と母子保健事業を実施。各種健診や相談事業が定期的に実施されてい

るため利用者が多く、特に母子保健関係の健診の受診率は 80％以上になっている。 

・母子保健事業での検診結果や相談内容などの個人情報を多く扱っており、このデー

タ保管に多くのスペースを必要としている。 

・医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携して事業を実施している。 

 ・敷地は一体で市が借地契約しているが、借地料は各団体で負担している。 

 ・職員、嘱託員、臨時職員で検診等の各事業を実施している。 

 

４．防災対応 

・災害用医薬品や新型インフルエンザ対策用品が保管されている。 

・避難所には指定されていないが、災害時の医療拠点となることが考えられる。 

 

５．課題 

 ・事業内容に合わせたスペースの活用 
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（２）高齢・社会福祉施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

福祉会館（1） 市民や地域社会の福祉増進の

ため各種事業を実施する。 

総コスト   88,035 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

1,400 円 

北高齢者在宅サービ

スセンター（1） 

在宅の虚弱高齢者にサービス

を提供し、虚弱高齢者やその

家族の福祉向上を図る 

総コスト    8,366 千円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 
１．施設配置状況 

・福祉会館は昭和 45 年に市の直営で建設され、平成 4 年に建て替えられた市全域レベ

ルの施設で、中央児童館、中央学童保育所が併設されている複合施設である。 

・施設の中に、社会福祉法人国立市社会福祉協議会と公益社団法人国立市シルバー人

材センターの事務局が設置されている。また、富士見台第一団地内に福祉会館分室が

開設されている。 

・北高齢者在宅サービスセンターは、北地域になかった高齢者のサービス拠点として、

都営住宅建替えに合わせて平成７年に設置した施設である。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・両施設とも新耐震基準以降に建設されたため、耐震性の問題はない。 

・福祉会館は築 20 年を経過しているが、比較的新しい施設であるため大きな修繕は発

生していない。 

 

３．利用・運営状況 

・福祉会館の会議室等の貸し出しには無料の福祉関係利用と有料の一般利用があり、

おおむね 7 対 3 程度の割合になっている。 

・利用者数は 6 万人程度、利用回数は 3,000 回程度で推移しており、利用率は比較的

高い。 

・中でも大ホールは平均で 85％程度、大広間は平均で 70％程度の利用率である。一方

で小さい和室と料理講習室の利用率は低く、50％未満で推移している。 

 ・高齢者在宅サービスセンター、老人福祉センター、地域包括支援センター福祉会館

窓口としての機能があり、それぞれの事業が実施されている。 

・分室では、日中はデイホーム事業を実施、夜間は集会施設として貸出している。 

 ・施設の管理・運営は指定管理者制度を導入し、社会福祉法人国立市社会福祉協議会

を指定管理者として実施している。 

・北高齢者在宅サービスセンターは、平成 12 年の介護保険制度開始以降は介護保険法

に規定する通所介護サービスを実施している。 

・設置当初から事業を委託していた社会福祉法人を指定管理者として、維持管理を行

っている。 

 

４．防災対応 

・避難所には指定されていないが、多くの人々が集まる施設であるため、安全性の確

保が求められる。 
 
５．課題 

・実施事業内容の整理 
・利用状況の改善 
・施設の利用形態の検証（北高齢者在宅サービスセンター） 
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（３）障害福祉施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

障害者センター（1） 心身障害者の社会参加と自立

を助長し、心身障害者の福祉

の向上を図る 

総コスト   127,426 千円 

 

心身障害者通所訓練

施設あすなろ（1） 

保護者の下から通所する重度

心身障害者に、地域社会の中

で生活できる訓練を実施する 

総コスト   33,109 千円 

利用者 1 人当たり年間 

  6,621,800 円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 
１．施設配置状況 

 ①障害者センター 
・東京都の障害者スポーツセンター建設に合わせて、隣接地に昭和 59 年に設置された

施設である。 

・障害者スポーツセンターや福祉会館が利用しやすい立地上のメリットがある。 

 ②心身障害者通所訓練施設あすなろ 
 ・昭和 50 年の設置当初は障害児を対象としていたが、平成元年に改修を行い、肢体

不自由と知的障害を併せ持った重度の障害者（18 歳以上）のための機能訓練中心の事

業に転換した。 

 ・26 市の中で、あすなろと同様に重度の障害者を対象とした施設を設置しているのは

東村山市のみである。 
 
２．施設の改修・耐震状況 

・両施設とも築 30～40 年になっているが耐震性に問題はない。 

・事業形態に合わせた改修のほか、冷暖房関係設備の改修は実施しているが、大規模

改修は実施していない。 

 
３．利用・運営状況 

・障害者センターでは、もともと社会福祉協議会の自主事業として開設していた心身

障害者通所作業所「あさがお」を市の事業として引き継いで実施している。「あさがお」

は定員 35 名のところ 32 名が利用している。 

・心身障害者通所訓練施設あすなろは、機能訓練、レクリエーション（音楽鑑賞、散

歩等）を実施することで症状を進行させないようにしている。通所者は定員 10 名のと

ころ 5 名が利用している。 

・障害者自立支援法の施行により平成 24 年から生活介護施設へ移行しており、移行に

合わせてあすなろの定員は 20 名に拡充された。  
・両施設とも、開設当初から事業を社会福祉協議会に委託し、指定管理者制度導入に

より平成 18 年に指定管理者となった。 

 
４．防災対応 

・利用者が限られる施設のため、避難所には指定されていない。 
 
５．課題 
 ・法改正に合わせた施設機能の見直し 
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（４）児童福祉施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

保育園（4） 保護者からの申し込みを受け

て、仕事などで保護者が保育

できない乳児や幼児の保育を

実施する 

総コスト   530,915 千円 

入所児童 1 人当たり年間 

     1,301,300 円 

児童館（3） 児童に健全な遊びを与え、健

康な身体を育成し、豊かな情

操を養って児童福祉の向上を

図る 

総コスト    74,006 千円 

利用者 1 人 1 回当たり 

1,400 円 

学童保育所（7） 保護者が仕事や病気などのた

め家庭で保育ができない児童

の健全育成を図る 

総コスト    70,203 千円 

在籍児童 1 人当たり年間 

132,700 円 

子ども家庭支援セン

ター（1） 

子どもと家庭に関する相談や

情報提供等の子育て支援事業

を行い、子どもの健やかな成

長を支援する 

総コスト    33,137 千円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・公立保育園は、ＵＲの団地、都営矢川北アパートなど大規模集合住宅の建設に伴い

流入する子育て世代への行政サービス充実のために 4 園設置された。 

・大規模集合住宅に合わせて設置したため、配置が富士見台地区に偏っている。 

・児童館は、当初小学生対象の施設であったが、現在は児童福祉法に合わせて 18 歳未

満対象の施設としている。3 館とも学童保育所を併設している。 

・学童保育所は、児童館内の他に小学校敷地内または隣接地に 4 カ所設置されている。 

・子ども家庭支援センターは、子育てに関する相談や児童虐待対応の強化を図るため

保健センター(分室)に設置された全市域エリアの施設である。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・保育園は全て築 30 年を超えているが、平成 24 年度中に耐震補強が完了予定である。 

冷暖房機の改修、屋上防水、外壁改修などは各園実施していおり、その他の改修も必

要に応じて実施している。 

・矢川児童館（学童保育所）は平成 25 年度に耐震改修を予定しており、その他の児童

館、学童保育所は耐震性に問題はない。 

・西児童館、矢川児童館は築 30 年程度たっているため、ある程度まとまった改修を行

っている。 

・矢川保育園、矢川児童館（学童保育所）は、都営矢川北アパートの建て替えに伴い

建て替えが見込まれる。 

・北学童保育所、本町学童保育所は軽量鉄骨造で築 20 年が過ぎているため、建て替え

の検討が必要になってくる。 

・子ども家庭支援センターは耐震診断の結果、耐震性に問題はない。 

 

３．利用・運営状況 

・公立保育園の定員は 416 人。 

・保育園の待機児解消のための施設整備は、補助金を活用できるため私立保育園に補

助する形で進めている。 

・児童館の利用者数は延べ約 5 万人で、やや減少傾向にあるため、中高生の居場所づ

くりとしてヒップホップ教室などの企画を実施し、利用促進を図っている。 

・学童保育所は、平成 13 年頃から入所者が増え始め、平成 20 年度には定員の約 1.4

倍にまで増加したため、一部で建て替えや改修を行って定員を増やして対応している。

在籍児童数は 529 人（定員は 485 人）になっている。 

・学童保育所には児童数の約 3 割程度が登録しているが、習い事などの関係で毎日利

用しないこともあり、平日は平均で登録者の 8 割程度の利用となっている。 

・子ども家庭支援センターの子育てひろばの利用者は年間延べ 1 万人以上で、1 日当

たり 30 人以上の親子が利用している状況である。 
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・一般の相談件数は減少傾向、児童虐待の相談は年々増えている。ただし、死亡など

重篤な事例は発生していない。 

 ・各施設とも、職員、嘱託員、臨時職員を配置し、事業を実施している。 

 

４．防災対応 

・いずれの施設も避難所に指定されていないが、安全確保が最優先される施設である。 

 

５．課題 

 ・入所待機児の解消（保育園） 

 ・中・高生の利用促進（児童館） 

 ・運営方法の見直し 
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６．その他 

 

 （１）自転車駐車場 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

自転車駐車場（有料 14・

うち屋根付 9、無料 2） 

駅周辺の放置自転車の

防止と、良好な都市環境

の保持及び向上を図る 

総コスト（自転車駐車場全体） 

       34,835 千円 

収容台数 1 台当たり年間 

4,100 円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・放置自転車が社会問題になり始めた頃に全国放置自転車ワースト 1 になったことか

ら、自転車駐車場の整備に本格的な取り組みを始めた。 

・駅周辺に早急に設置することが必須であったため、ほとんどが借地となっている。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・建物として管理する部分は少ないが、借地にあるものは相続等の発生により返還が

生じる可能性があり、撤去、移転の経費が生じてくる。 

 

３．利用・運営状況 

・設置当初は定期利用のみであったが、利用者の要望もあり現在は定期利用を確保し

つつ一時利用のスペースを増やしている。 

・平成 25 年度には定期利用の料金改定を実施する（前回の改定は平成 9 年）。 

・国立駅周辺は現状でも自転車駐車場が不足しており、有料のほか 2 ヵ所の無料自転

車駐車場を借地で確保しているが、暫定利用であるためいずれ返還せざるを得ない。 

・施設としては料金徴収の設備と場所によって屋根があるだけなので、日常的なメン

テナンスはそれほど必要としていない。料金徴収システムを含め設備の維持管理は業

者に委託している。 

・国立駅北口については、国分寺市の自転車駐車場に対し負担金を払っているが、国

立市民の利用が少ない状況である。 

・撤去した違法駐輪自転車の保管場所として、流域下水道処理場広場駐車場の一部を

東京都から借り受けている。 

 

４．防災対応 

・特になし 

 

５．課題 

 ・借地利用による制約 

・国立駅周辺での施設確保 

 ・敷地の高度利用 
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（２）その他 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

公園内トイレ等（15）  総コスト(公園全体) 

       136,005 千円 

市民１人当たり年間 

  1,800 円 

国立駅南口公衆便所（1）  総コスト    3,568 千円 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・公園のトイレは、大規模開発や区画整理等により設置された一定規模の公園に設置

されている。 

 ・国立駅南口公衆便所は、トイレが駅構内にしかなかったことから設置された。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・比較的新しいため、大きな修繕は発生していない。 

 

３．利用・運営状況 

 ・公園のトイレは、公園利用者に限らず公衆トイレとして利用されている。 

 ・定期的な清掃業務を委託で実施している。 

 

４．防災対応 

・比較的広い一部の公園は広域避難場所や一時集合場所に指定されている。 

 

５．課題 

 ・設置基準の明確化（公園トイレ） 
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７．行政系施設 

 

（１）庁舎等 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

本庁舎（北庁舎含む） 市民生活に必要な各種の行政

サービスを実施する 

総コスト  174,418 千円 

市民 1 人当たり年間 

2,300 円 

市民プラザ（2）※ 地域コミュニティの活性化及

び市民の行政サービスの向上

を図る 

コミュニティ関連施設掲載

分に含む 

 ※庁舎の支所としての機能を有するため重複掲載とした。 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・本庁舎は、昭和 52 年に木造の旧庁舎から現在の位置に建て替えられ、昭和 55 年に

北側庁舎（当初は倉庫）が設置された。 

 ・市民プラザは、平成 10 年（1998 年）に都営国立北三丁目第二アパートと都営泉 2

丁目アパートの整備に合わせ住棟の１階に設置され、市民への行政サービスの提供、

会議室等の貸し出しを行う複合施設である。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・本庁舎は、築 35 年を超え大規模改修が必要な時期であるが耐震化を優先し、平成

24 年度から 26 年度にかけて耐震補強等改修工事が実施されている。 

・全庁的なスペース不足と給排水等の設備の老朽化も課題となっている。 

 

３．利用・運営状況 

 ①本庁舎 

・施設の構造上、正面玄関から各窓口への動線に不自然さがあり、市民に分かりやす

いとはいえない。 

・建設当時北側の第五小学校に配慮した結果、施設の規模を縮小せざるを得なかった。

業務の多様化と非正規職員の増加によりスペース不足は深刻な状況になっているため、

増改築を含め対応を検討する必要がある。 

・北側庁舎は、当初倉庫として使用していたが、本庁舎の事務スペース不足のため一

部を改修し、事務室に転用している。 

・耐震補強には、給排水、冷暖房、電気、トイレ等の設備改修は含まれていないため、

長期的視野の修繕計画もしくは建て替えの検討を考慮する必要がある。 

・組織改正、定員管理等により人数が大きく動く場合は、そのスペース確保に苦慮し

ている状況があるため、庁舎内外を含め活用できるスペースの情報を共有できる仕組

みが必要である。 

・環境負荷の低減と維持管理費の削減のため、空調機の運転調整や窓ガラスの熱遮フ

ィルム、事務室蛍光灯のＬＥＤ化などを実施している。 

②市民プラザ 

・北市民プラザでは住民票、証明書等の発行を行っているため正職員を配置、南市民

プラザは書類の取り次ぎ業務になるため嘱託員の配置で対応している。 

・開設当初に比べ、取り扱う行政サービスの拡充が図られている。 

・東京都から借り受けて設置した施設であるため、市の都合だけでは改修や他の機能

への転用はできない。 

 

４．防災対応 

・本庁舎は、災害時には災害対策本部が設置され、情報収集・発信等活動の拠点とな

る施設であり、災害用備蓄品を備蓄する防災倉庫も備えている。 
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・南市民プラザには、災害用備蓄品が備蓄されている。 

 

５．課題 

 ・本庁舎内のスペース不足解消 

  

 



52 
 

 

 

（２）消防施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

消防団器具置場（6） 消防団活動用の車両、資機材

等を保管する 

総コスト   55,281 千円 

市民 1 人当たり年間 

700 円 

 ※総コストに都消防委託金は含まない。 

 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

・昭和 59 年に市街地の分団未整備地域に第五、六分団を設置し、現在の 6 個分団の体

制となり市全域をカバーしている。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・第四分団器具置場は今後耐震診断を実施予定、その他は新耐震基準以降のため耐震

性に問題はない。 

・築 30 年近くになっているが、必要に応じて個別に小規模修繕を行っている。 

 

３．利用・運営状況 

・市有地 2 ヵ所、有償借地 2 ヵ所、無償借地 2 ヵ所となっている。 

・借地に設置しているものは契約更新時の不安要素が残るが、消防団活動の利便性と

立地上のメリットを重視して現在の場所を継続して借りている。 

・施設の維持管理は各消防団が活動の中で実施している。 

・第五、六分団は借地の制約上、他の分団より施設の規模を小さくせざるを得ず、駐

車スペース等活動上の制約がある。 

 ・日常的な維持管理は、各分団の活動の中で実施している。 

 

４．防災対応 

・災害時にも活動拠点となると考えられる。 

 

５．課題 

 ・借地利用による制約 
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（３）その他行政系施設 

 

●施設概要 

施設名（施設数） 設置目的 施設に係る経費 

清掃分室（1） 犬猫等の動物の死体保管、粗大ごみの

保管・解体、剪定枝・不法投棄物・臨

時ごみの収集保管を行う 

総コスト  42,717 千円 

市民 1 人当たり年間 

 600 円 

リサイクルセンタ

ー（1） 

粗大ごみとして収集された家具や自転

車を再生・修理したリサイクル品を生

産する 

※経費は清掃分室に含む 

環境センター（1） 一般家庭から収集した不燃ごみやプラ

スチック類の選別処理と、ペットボト

ル等資源ごみの分別作業を実施する 

総コスト 133,582 千円 

市民 1 人当たり年間 

 1,800 円 

資材置場（1） 道路や公園などの比較的小規模な修繕

に必要な資材や機材などの保管及び作

業員の詰所 

総コスト  7,990 千円 

 

旧国立駅舎保管庫

（1） 

解体された旧国立駅舎の部材の保管 総コスト  1,276 千円 

 

●配置状況 
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●現状と課題 

１．施設配置状況 

①清掃分室 

・ごみ収集作業の作業員の詰め所と収集車両の保管場所として設置されたが、清掃工

場閉鎖後は収集した粗大ごみ等の一時保管場所として使用している。 

②リサイクルセンター 

・収集作業の委託化で余裕ができた清掃分室の車庫を改修し、リサイクル推進のため

設置された。 

③環境センター 

・不燃ごみの中間処理と資源物を分別する施設として設置された。細かく分別するこ

とにより、ほとんどの不燃ごみが資源化できている。 

④資材置場 

・市の直営修繕用の資機材を保管するため設置されている。 

⑤旧国立駅舎保管庫 

・中央線の高架事業に伴い、平成 18 年に国立市有形文化財指定を受けた後、丁寧に解

体し部材を保管している。国立駅周辺まちづくりに合わせて保管中の部材を使って復

原を目指している。 

 

２．施設の改修・耐震状況 

・清掃分室の位置づけがリサイクルプラザ構想からサテライト型に転換されたため、

改修計画がストップしてからは手が入れられていない。耐震診断は今後実施予定。 

・環境センターは、破砕機、ベルトコンベアー、クレーンなど設備の維持補修に経費

がかかっている。 

 

３．利用・運営状況 

①清掃分室 

・粗大ごみ等の収集はすべて委託化されていて、職員の配置はない。 

・美化推進事業に必要な資材や環境フェスタ等イベント用物資の保管場所となってい

る。 

・リサイクルセンターを含め敷地の 1／3 程度が借地となっている。 

②リサイクルセンター 

・再任用職員と作業員（シルバー人材センター委託）で運営している。 

・市民へのごみ問題への啓発活動として、リサイクル事業を実施している。 

③環境センター 

・事業と施設運営は委託しているが、不燃ごみの受付や業務管理は正職員と嘱託員で

対応している。 

・現状ではフル稼働が続いているが、市のごみ政策の目標に掲げるＥＰＲの推進によ

る循環型社会（製造者がごみ処理に責任を持つ社会）が形成されるに従い、業務は縮

小されていく可能性はある。 

④資材置場 

・道路、公園、下水道などで使用する資機材の保管と日雇作業員の詰所として使用し 
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ている。 

・庁舎に近く利便性が高い立地であることから、長期に渡る借地となっている。 

⑤旧国立駅舎保管庫 

・部材の劣化防止のため換気設備を設置し、安全管理のため警備委託を実施している。 

・年１回、旧国立駅舎に関する講演会に合わせて保管庫を一般開放している。 

 

４．防災対応 

・特になし 

 

５．課題 

 ・事業内容と施設規模の整合（清掃分室・リサイクルセンター） 
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８．土地 

 

●土地概要 

（１）普通財産 

名称 所在地 面積 

市民自然の家建設用地 長野県上田市菅平高原字菅

平 1223 他 

19,677.61 ㎡  

富士見台 4 丁目自転車保管場所跡地 富士見台 4 丁目 38 番地の 2 661.15 ㎡  

 

（２）行政財産 

名称 所在地 面積 

児童文化センター用地 谷保 1706 番地の１他 2,736.38 ㎡  

公共施設整備用地 東 2 丁目 9 番地の 5 他 1,055.40 ㎡  

 

（３）土地開発公社保有土地 

名称 所在地 面積 

国立駅南口公共施設等用地 北 1 丁目 14 番の 56 他 4,895.60 ㎡  

都市計画道路 3・4・8 号線用地西 北 3 丁目 39 番の 2 1,280.00 ㎡  

 
 
●配置状況 
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●現状と課題 
１．経過 

・急激な財政状況の悪化を受け、平成 8 年度以降新規施設の建設を凍結したことによ

り、本来の目的で活用できず未利用地となった。  
・道路整備などの際に部分的に残ってしまう土地（残地）や廃止された旧道路・旧水

路の土地は、市内に点在している。 
 ・市の依頼に基づき土地開発公社が市に代わって用地を先行取得したが、関連事業の

進捗状況や厳しい財政状況により買い戻しができずに、公社の長期保有となっている。 
 
２．利用・運営状況 

・児童文化センター用地は、稲作体験事業に暫定利用、公共施設整備用地は、あさひ

ふれあい広場として暫定利用、富士見台 4 丁目自転車保管場所跡地は、撤去自転車一

時保管として一時的に利用している。 
・菅平にある市民自然の家建設用地は、現況のままで利用なし。 
・公社保有土地のうち国立駅南口公共施設等用地は、暫定利用として、公社による駐

車場運営のほか、中央線連続立体交差事業の工事ヤード、国立市の自転車駐車場・公

衆便所用地として貸し付けている。 

 
３．課題 
 ・収入確保の手法の検討（普通財産） 
 ・幅広い利用目的を視野に入れた活用（行政財産） 
 ・事業の進捗促進と早期の買い戻し（公社保有）  
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【参考】インフラ関連 

 

インフラ関連については本基本方針の対象としていませんが、公共施設と同様に維持

管理が必要で、古くなれば更新していかなければなりません。道路、橋りょう、下水道

の総面積または総延長を基礎として更新費用の試算を行ったところ、今後 40 年間で約

290 億円、年平均額でも 7 億円以上が必要との結果になりました。 

公共施設と同様に更新費用が大幅に不足すると見込まれますが、公共施設と違って統

廃合で規模を削減することができないので、別途整備方針を考えていかなければなりま

せん。 

 

●都市基盤の概要 

区分 名称 規模 

道路等 道路 657 路線・延長 137,531ｍ・面積 857,155 ㎡ 

橋りょう 38 本・延長 190ｍ・面積 1,087 ㎡ 

公園 公園 94 ヵ所・総面積 226,082.18 ㎡ 

（うちスポーツ施設分 46,022 ㎡） 

下水道 下水道管きょ 延長 185,796ｍ 

南部中継ポンプ場 鉄筋コンクリート造  地上 1 階、地下 1 階 

建築年 平成元（1989）年 

延床面積 519.72 ㎡・敷地面積 1,042.87 ㎡（市有地） 

総コスト  31,959 千円 

 
 



60 
 

●現状と課題 
１．道路等 
・補修予算は年間約 3 千万円程度であるため、緊急度の高いものから対応している。

計画的な補修をする予算としては大幅に不足している。 

・道路の他にも雨水取付管の改修が今後必要となってくる。 

 

２．公園 
・規模の大きな公園は、土地区画整理事業や大規模開発に伴って設置されたものが多

く、規模の小さな公園は、開発行為等指導要綱に基づく提供により設置されたものが

点在している。 
 ・規模の小さな公園の日常的な管理は、地域住民で組織された公園協力会の協力を得

て実施している。 
 ・市民 1 人当たりの公園面積は 3.04 ㎡であり、緑が多いという国立市のイメージか

ら考えるより少ない状況になっている。 

 

３．下水道 

・昭和 40 年代から整備を始め、平成 6 年度に人口普及率が 100％となった。 

・初期に整備した管きょは、40 年以上経過しているものも出ている。 

・南部中継ポンプ場も設置から 20 年以上が経過し、ポンプ本体の修繕が増えている。 

 
４．課題 
 ・維持補修費用の確保  

・整備・更新計画の策定  
  
 



 
 
 
 

 

 

参考資料 
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対象施設一覧

※ＲＣ造：鉄筋コンクリート造

建築年・構造・階層数 延床面積・敷地面積

コミュニティ関連施設

地域集会所（12施設）

矢川集会所 昭和48（1973）年 114.40㎡

富士見台3丁目32番地の4 ＲＣ造・1階部分  26.67㎡（市有地）

中一丁目集会所 昭和59（1984）年  52.46㎡

中1丁目10番地の34 ＲＣ造・1階部分  24.92㎡（市有地）

千丑集会所 昭和61（1986）年 133.92㎡

谷保7190番地の4 ＲＣ造・地上2階 131.67㎡（市有地）

坂下集会所 平成3（1991）年 155.27㎡

谷保749番地の2 ＲＣ造・地上2階 264.47㎡（借地）

石神集会所 平成3（1991）年 159.12㎡

谷保7103番地の2 ＲＣ造・地上2階 294.00㎡（市有地）

谷保東集会所 平成4（1992）年 196.38㎡

谷保135番地の1 ＲＣ造・地上2階 370.00㎡（市有地）

富士見台二丁目集会所 平成9（1997）年 190.25㎡

富士見台2丁目32番地の1 ＲＣ造・地上2階 304.01㎡（借地）

富士見台一丁目集会所 平成15（2003）年  92.92㎡（借家）

富士見台1丁目8番地の4 ＲＣ造・1階部分 民間マンション内

南区公会堂 平成24（2012）年 367.78㎡（借家）

谷保3143番地の1 鉄骨造・地上1階 730.00㎡（借地）

一本松公会堂 昭和45（1970）年 134.10㎡

谷保4130番地 軽量鉄骨造・地上2階 443.00㎡（借地）

四軒在家福祉館 昭和49（1974）年 168.13㎡

谷保6775番地 ＲＣ造・地上2階 189.90㎡（市有地）

久保公会堂 昭和50（1975）年 141.09㎡

谷保6256番地の8 ＲＣ造・地上2階 218.96㎡（市有地）

地域福祉館（5施設）

くにたち立東福祉館 昭和48（1973）年 207.72㎡

北3丁目23番1 ＲＣ造・地上2階 176.91㎡（市有地）

西福祉館 昭和51（1976）年 336.27㎡

西2丁目17番地の32 ＲＣ造・地上2階 500.00㎡（市有地）

青柳福祉センター(青柳公会堂含む） 昭和50（1975）年 607.00㎡

青柳244番地 ＲＣ造・地上2階 638.96㎡（借地）

東福祉館 昭和54（1979）年 446.86㎡

東3丁目18番地の32 ＲＣ造・地上2階 596.49㎡（市有地）

北福祉館 昭和55（1980）年 342.62㎡

北2丁目19番1 ＲＣ造・地上2階 503.15㎡（市有地）

地域防災センター（5施設）

中平地域防災センター 昭和56（1981）年 159.00㎡

谷保6087番地の1 ＲＣ造・地上2階 265.23㎡（借地）

東地域防災センター 昭和58（1983）年 243.22㎡

東1丁目13番地の13 ＲＣ造・地上2階 331.07㎡（借地）

下谷保地域防災センター 昭和60（1985）年 259.72㎡

谷保5066番地 ＲＣ造・地上2階 485.01㎡（市有地）

富士見台地域防災センター 昭和61（1986）年 230.30㎡

富士見台3丁目13番地の5 ＲＣ造・地上2階 472.22㎡（借地）

中地域防災センター 平成元（1989）年 252.93㎡

中2丁目10番地の7 ＲＣ造・地上2階 495.86㎡（市有地）

市民プラザ（2施設）

北市民プラザ 平成10（1998）年 829.18㎡（1,399.18㎡）

北3丁目1番1 ＲＣ造・１階部分 都営北三丁目第２アパート内

南市民プラザ 平成10（1998）年 852.90㎡（1,699.90㎡）

泉2丁目3番地の2 ＲＣ造・１階部分 都営泉２丁目アパート内

施設名・所在地
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建築年・構造・階層数 延床面積・敷地面積施設名・所在地

図書館（7施設）

くにたち中央図書館 昭和49（1974）年 1,510.96㎡

富士見台2丁目34番地 ＲＣ造・地上3階、地下1階 1,573.74㎡（市有地）

北市民プラザ図書館   570㎡

北市民プラザ内 北市民プラザ参照 北市民プラザ内

下谷保分室    30㎡

下谷保地域防災センター内 下谷保地域防災センター参照 下谷保地域防災センター内

青柳分室    25㎡

青柳福祉センター内 青柳福祉センター参照 青柳福祉センター内

東分室   105㎡

東福祉館内 東福祉館参照 東福祉館内

谷保東分室    41㎡

谷保東集会所内 谷保東集会所参照 谷保東集会所内

南市民プラザ分室   535㎡

南市民プラザ内 南市民プラザ参照 南市民プラザ内

公民館

国立市公民館 昭和54（1979）年 1,589.82㎡

中1丁目15番地の1 ＲＣ造・地上3階、地下1階 1,072.12㎡（市有地）

その他社会教育施設

くにたち市民芸術小ホール 昭和62（1987）年 3,217.26㎡

富士見台2丁目48番地の1 ＲＣ造・地上3階、地下1階
5,992.45㎡
（市有地・総合体育館と同敷地）

くにたち郷土文化館 平成6（1994）年 2,181.73㎡

谷保6231番地 ＲＣ造・地上1階、地下1階 3,636.24㎡（市有地・借地）

国立市古民家 平成3（1991）年（移築年）   137.09㎡

谷保1705番地の1 木造・地上1階 （市有地・城山公園内）

体育館

くにたち市民総合体育館 昭和57（1982）年 6,123.83㎡

富士見台2丁目48番地の1 ＲＣ造・地上4階、地下2階
5,992.45㎡
（市有地・芸術小ホールと同敷地）

南市民プラザトレーニング室   312㎡

南市民プラザ内 南市民プラザ参照 南市民プラザ内

学校 ※最も古い校舎の建築年を記載

小学校（8施設）

国立第一小学校 昭和40（1965）年  5,012.99㎡

谷保6026番地 ＲＣ造・地上3階  9,827.68㎡（市有地・借地）

国立第二小学校 昭和38（1963）年  5,570.99㎡

西2丁目13番地 ＲＣ造・地上3階 16,581.81㎡（市有地）

国立第三小学校 昭和48（1973）年  6,215.29㎡

東4丁目24番地の1 ＲＣ造・地上4階 13,863.35㎡（市有地）

国立第四小学校 昭和45（1970）年  5,457.47㎡

北2丁目29番 ＲＣ造・地上3階 12,276.13㎡（市有地）

国立第五小学校 昭和40（1965）年  5,538.63㎡

富士見台2丁目47番地の2 ＲＣ造・地上3階 12,037.32㎡（市有地）

国立第六小学校 昭和45（1970）年  5,929.69㎡

谷保6600番地 ＲＣ造・地上3階 14,073.07㎡（市有地）

国立第七小学校 昭和45（1970）年  6,013.79㎡

富士見台1丁目47番地の7 ＲＣ造・地上4階 12,548.48㎡（市有地）

国立第八小学校 昭和53（1978）年  5,358.49㎡

中1丁目3番地の1 ＲＣ造・地上3階  8,870.69㎡（市有地）

中学校（3施設）

国立第一中学校 昭和37（1962）年  7,794.08㎡

東4丁目24番地の1 ＲＣ造・地上4階 22,552.28㎡（市有地）

国立第二中学校 昭和38（1963）年  7,228.45㎡

富士見台3丁目30番地 ＲＣ造・地上3階 18,325.02㎡（市有地）
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建築年・構造・階層数 延床面積・敷地面積施設名・所在地

国立第三中学校 昭和50（1975）年  7,712.18㎡

谷保1348番地の1 ＲＣ造・地上4階 18,769.79㎡（市有地・借地）

学校給食センター（2施設）

学校第一給食センター 昭和43（1968）年   981.98㎡

富士見台2丁目47番地の3 ＲＣ造・地上2階 1,628.19㎡（市有地）

学校第二給食センター 昭和50（1975）年   728.26㎡

富士見台2丁目47番地の4 ＲＣ造・地上2階 1,483.66㎡（市有地）

その他教育系施設

国立市教育センター 昭和50（1975）年 223.26㎡（446.52㎡）

富士見台3丁目21番地の1 ＲＣ造・地上2階（2階部分） 664.84㎡（市有地）

保健施設

国立市保健センター 昭和56（1981）年 1,623.03㎡

富士見台3丁目16番地の5 ＲＣ造・地上3階、地下1階 1,145.85㎡（借地）

高齢・社会福祉施設

くにたち福祉会館 平成4（1992）年 4,075.09㎡（4,609.01㎡）

富士見台2丁目38番地の5 ＲＣ造・地上5階、地下1階 1,748.85㎡（市有地）

くにたち北高齢者在宅サービスセンター 平成7（1995）年   594.73㎡

北3丁目2番 ＲＣ造・地上1階 2,580.30㎡（借地）

障害福祉施設

国立市障害者センター 昭和59（1984）年 745.28㎡

富士見台2丁目1番地の32 ＲＣ造・地上3階 499.80㎡（市有地）

くにたち心身障害者通所訓練施設あすなろ 昭和50（1975）年 278.14㎡

富士見台1丁目44番地の1 ＲＣ造・地上1階 923.09㎡（市有地）

児童福祉施設

保育園（4施設）

なかよし保育園 昭和41（1966）年   774.85㎡

富士見台2丁目46番地 ＲＣ造・地上2階 1,876.21㎡（借地）

矢川保育園 昭和47（1972）年   597.30㎡（借家）

富士見台4丁目17番地の1 ＲＣ造・地上1階   650.60㎡（借地）

西保育園 昭和50（1975）年   599.98㎡

富士見台3丁目45番地の1 ＲＣ造・地上2階 1,423.35㎡（市有地）

東保育園 昭和53（1978）年   685.81㎡

富士見台1丁目45番地の17 ＲＣ造・地上2階 1,705.68㎡（市有地）

児童館（3施設）

中央児童館 平成4（1992）年・ＲＣ造   413.77㎡（4,609.01㎡）

富士見台2丁目38番地の5 地上5階・地下1階（1・2階部分） くにたち福祉会館内

矢川児童館 昭和46（1971）年   266.14㎡（393.04㎡）

富士見台4丁目17番地の1 ＲＣ造・地上2階   623.86㎡（借地）

西児童館 昭和58（1983）年   346.18㎡（563.48㎡）

西1丁目12番地の26 ＲＣ造・地上2階 1,329.34㎡（借地）

学童保育所（7施設）

東学童保育所 平成22（2010）年 240.81㎡

東4丁目28番地 軽量鉄骨造・地上1階 市立第三小学校内

南学童保育所 平成14（2002）年 199.75㎡

富士見台1丁目47番地の25 軽量鉄骨造・地上1階 市立第七小学校内

北学童保育所 平成3（1991）年 138.79㎡

北2丁目29番 軽量鉄骨造・地上1階 市立第四小学校内

本町学童保育所 平成3（1991）年 158.50㎡

谷保6017番地 軽量鉄骨造・地上1階 529.97㎡（市有地）

中央学童保育所 平成4（1992）年・ＲＣ造 120.15㎡（4,609.01㎡）

富士見台2丁目38番地の5 地上5階・地下1階（1・2階部分） くにたち福祉会館内

西学童保育所 昭和58（1983）年 217.30㎡（563.48㎡）

西1丁目12番地の26 ＲＣ造・地上2階 西児童館内
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建築年・構造・階層数 延床面積・敷地面積施設名・所在地

矢川学童保育所 昭和46（1971）年 126.90㎡（393.04㎡）

富士見台4丁目17番地の1 ＲＣ造・地上2階 矢川児童館内

子ども家庭支援センター（1施設）

子ども家庭支援センター 昭和50（1975）年 223.26㎡（446.52㎡）

富士見台3丁目21番地の1 ＲＣ造・地上2階（1階部分） 664.84㎡（市有地）

自転車駐車場（有料14施設）

国立駅南第1駐車場 平成10年 1,973.55㎡

北1丁目14番56 鉄骨造(3階建)   910.29㎡（借地）

国立駅南第2駐車場 昭和61年   689.86㎡

中1丁目16番地の30 軽量鉄骨造 2,022.38㎡（市有地）

国立駅南第3駐車場 －       －

中1丁目10番地の6   298.00㎡（借地）

谷保駅北第1駐車場 －       －

富士見台2丁目17番地の8   213.88㎡（借地）

谷保駅北第2駐車場 平成元年   254.39㎡

富士見台2丁目17番地の2 軽量鉄骨造   470.86㎡（借地）

谷保駅北第3駐車場 平成14年    54.91㎡

谷保5014番地の3 軽量鉄骨造   119.00㎡（借地）

谷保駅北第4駐車場 平成7年   133.94㎡

富士見台1丁目19番地の5 軽量鉄骨造   249.68㎡（借地）

谷保駅北第5駐車場 平成12年    84.31㎡

谷保4980番地の2 軽量鉄骨造   162.00㎡（借地）

谷保駅北第6駐車場 －       －

富士見台2丁目16番地の1   155.11㎡（借地）

谷保駅南駐車場（A) 平成6年    42.70㎡

谷保5011番地 軽量鉄骨造   140.00㎡（借地）

谷保駅南駐車場（B) －       －

谷保5003番地の8   270.81㎡（市有地）

矢川駅北第1駐車場 平成元年   230.60㎡

富士見台4丁目8番地の1 軽量鉄骨造   405.99㎡（借地）

矢川駅北第2駐車場 －       －

富士見台3丁目35番地の5   578.89㎡（借地）

矢川駅北第3駐車場 平成7年   273.73㎡

富士見台4丁目11番地の4 軽量鉄骨造   491.43㎡（借地）

その他

公園トイレ等（15施設）

谷保第一公園 平成2（1990）年     25.50㎡

富士見台1丁目9番地 ＲＣ造  2,650.00㎡（市有地）

谷保第二公園 平成4（1992）年     20.42 ㎡

富士見台2丁目20番地 ＲＣ造  1,559.00㎡（市有地）

谷保第三公園 昭和59（1984）年     19.16 ㎡

富士見台2丁目34番地 ＲＣ造 19,155.00㎡（市有地）

谷保第四公園 平成2（1990）年     33.72 ㎡

富士見台2丁目49番地 ＲＣ造  4,636.00 ㎡

谷保第五公園 平成4（1992）年     21.87㎡

富士見台3丁目12番地 ＲＣ造  2,773.00㎡（市有地）

谷保第六公園 平成3（1991）年     19.26 ㎡

富士見台3丁目20番地 ＲＣ造  3,002.00 ㎡（市有地）

矢川上公園 昭和57（1982）年     24.07㎡

富士見台4丁目4番地 ＲＣ造 15,922.76㎡（市有地）

東児童公園 平成6（1994）年      5.51㎡

東3丁目3番地の25 ＲＣ造  1,533.00㎡（借地）

浄水公園 昭和58（1983）年      1.87㎡

谷保1462番地 その他  3,170.00㎡（借地）
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河川敷公園 昭和56（1981）年     19.53㎡

谷保9544番地先 その他 45,694.00㎡（借地）

寺之下親水公園 平成12（2000）年     18.84㎡

泉4丁目9番地 ＲＣ造  6,226.76㎡（市有地）

北第一公園 平成9（1997）年     19.00㎡

北3丁目11番29ほか ＲＣ造    973.06㎡（市有地・借地）

矢川いこいの広場 平成5（1993）年     39.03㎡

青柳1丁目18番地の16ほか ＲＣ造  3,018.00㎡（市有地・借地）

流域下水道処理場広場 平成3（1991）年    154.00㎡（管理棟含む）

泉1丁目24番地の45 ＲＣ造 25,151.38㎡（借地）

泉第二遊園 平成9（1997）年      9.68㎡

泉2丁目3番地の6 ＲＣ造    854.66㎡（借地）

公衆便所（1施設）

国立駅南口公衆便所 平成17（2005）年 26.38㎡

北1丁目14番56 ＲＣ造・地上1階 50.42㎡（借地）

庁舎等

国立市役所 昭和52（1977）年  8,650.04㎡

富士見台2丁目47番地の1 ＲＣ造・地上3階、地下1階 11,363.35㎡（市有地）

庁舎倉庫（北庁舎） 昭和55（1980）年    791.30㎡

富士見台2丁目47番地の1 ＲＣ造・地上2階、地下1階 庁舎敷地内

消防施設

第一分団器具置場 昭和62（1987）年  78.68㎡

青柳244番地の1 鉄骨ＲＣ造・地上2階  79.34㎡（借地）

第二分団器具置場 昭和60（1985）年  79.55㎡

谷保6208番地の3 鉄骨ＲＣ造・地上2階 125.71㎡（市有地）

第三分団器具置場 昭和60（1985）年  79.06㎡

谷保5913番地の1 鉄骨ＲＣ造・地上2階 132.00㎡（借地）

第四分団器具置場 昭和56（1981）年  76.17㎡

谷保5112番地の4 鉄骨ＲＣ造・地上2階 127.22㎡（市有地）

第五分団器具置場 昭和60（1985）年  24.98㎡

東2丁目4番地 軽量鉄骨造・地上1階  50.00㎡（借地）

第六分団器具置場 昭和60（1985）年  24.98㎡

中2丁目1番地 軽量鉄骨造・地上1階  50.00㎡（借地）

その他行政系施設

清掃分室・リサイクルセンター（各1施設）

清掃分室 昭和55（1980）年   574.09㎡

谷保3139番地 ＲＣ造・地上2階 1,709.03㎡（市有地・借地）

リサイクルセンター 平成5（1993）年   105.20㎡

清掃分室内 鉄骨造・地上1階 清掃分室内

環境センター（１施設）

環境センター（処理棟） 平成元（1989）年 1,473.47㎡

谷保3643番地 鉄骨ＲＣ造・地上2階 3,335.38㎡（市有地）

環境センター（管理棟） 平成元（1989）年   150.00㎡

谷保3635番地 鉄骨造・地上2階 1,822.31㎡（市有地）

環境センター（ストックヤード） 平成21（2009）年   235.08㎡

谷保3635番地 鉄骨造・地上1階 （管理棟と同敷地内）

資材置場（１施設）

国立市資材置場 平成2（1990）年 177.67㎡

富士見台2丁目26番地の6 軽量鉄骨造・地上1階 890.82㎡（借地）

旧国立駅舎保管庫（1施設）

旧国立駅舎保管庫 平成18（2006）年  99.37㎡

泉1丁目1番地の13 軽量鉄骨造・地上1階 521.55㎡（市有地）
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集会施設配置状況（半径 500ｍ） 
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国立市公共施設マネジメント検討委員会設置要綱 

 

（設  置） 

第１条 国立市が保有する公共施設等の有効活用及び今後の在り方について検討するため、

国立市公共施設マネジメント検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査・検討し、その結果を市長に報告する。 

（１） 公共施設等の有効活用及び今後の在り方に関する事項 

（２） 前号に掲げるもののほか、委員会において必要と認める事項 

（組  織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、企画部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。 

４ 委員は、各部長職にある者をもって充てる。 

（任  期） 

第４条 委員の任期は、第２条の結果を市長に報告するまでの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会  議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

（庶  務） 

第７条 委員会の庶務は、企画部政策経営課において処理する。 

（委  任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

付 則 

 

この訓令は、平成２４年９月２７日から施行する。 
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国立市公共施設マネジメント検討委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 名 氏 名 備 考 

企画部長 薄井 敏男 委員長 

議会事務局 武川 早苗  

総務部長 竹内 正美  

健康福祉部長 雨宮 和人  

子ども家庭部長 木藤 博之  

生活環境部長 佐々木 一郎  

都市振興部長 小沢 宏康  

教育次長 兼松 忠雄 副委員長 
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検討委員会検討経過 

 

 
日時 テーマ 内容 

第 1回 

平成 24年 

9月 27日（木） 

午前 10時 30分 

～12時 

公共施設マネジメン

ト方針策定について 

事業概要、スケジュール、ヒアリング内容の

説明と意見交換 

第 2回 

10月 10日（水） 

午後 4時 

～5 時 30分 

東洋大学研究報告に

ついて 

東洋大学研究中間報告の内容の共有化と意

見交換 

第 3回 

10月 29日（月） 

午後 3時～5時 

 

全体・施設種毎の方

針（案）について 

東洋大学研究成果による方策の実現に向け

た課題を整理・分析と施設種毎の方針の検討 

第 4回 

11月 7日（水） 

午後 1時 30分 

～4時 

全体・施設種毎の方

針（案）について 
全体・施設種毎の方針（案）の検討 

第 5回 

11月 16日（金） 

午前 10時～12時 

 

全体・施設種毎の方

針（案）について 
全体・施設種毎の方針（案）の検討 

第 6回 

11月 26日（月） 

午後 3時～5時 

 

全体・施設種毎の方

針（案）について 
施設種毎の方針（案）の検討 

第 7回 

12 月 26日（水） 

午前 9時～12時 

午後 3時～5時 

基本方針（素案）に

ついて 
検討委員会の基本方針（素案）の検討 

第 8回 

平成 25年 

2月 6日（水） 

午後 1時 

～3時 30分 

基本方針（素案）に

ついて 
素案の修正及び施設種別課題について確認 

第 9回 
2月 18日（月） 

午後 5時～6時 

基本方針（案）につ

いて 

パブリックコメントの内容確認 

検討委員会の最終案の確認 



 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立市公共施設マネジメント基本方針 

2013（平成 25）年 3月 

国立市企画部政策経営課資産活用・調整担当 

〒186-8501 東京都国立市富士見台 2-47-1 

電話：042-576-2111（代表）／FAX：042-576-0264 

e-mail:shisankatuyou@city.kunitachi.tokyo.jp 
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