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○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 陳情第７号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情

(2) 陳情第８号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転につい

て、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきと

する意見書の採択を求める陳情 

(3) 陳情第９号 沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基

地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法

に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択に関する陳情 

(4) 第36号議案 公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

案 

(5) 第37号議案 国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案

(6) 第38号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税

の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案 

(7) 第40号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案

（歳入のうち所管する部分、総務費、教育費） 

２．報告事項 

(1) 損害賠償請求事件について

(2) 平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応について
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    (3) （仮称）国立市行財政改革プランの策定方針について 

    (4) 使用料・手数料の見直しの進捗状況について 

    (5) 会計年度任用職員制度の導入について 

    (6) 新学校給食センター整備事業方針（案）について 

    (7) 国立第二小学校改築マスタープラン（案）について 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

陳 情 第 ７ 号 

 

国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求

める陳情 

１ .６ .１４ 

不 採 択 

陳 情 第 ８ 号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県

外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及

び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択

を求める陳情 

１ .６ .１ ４ 

不 採 択 

陳 情 第 ９ 号 沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古新基地建設の即時

中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国

民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決

するべきとする意見書の採択に関する陳情 

１ .６ .１４ 

不 採 択 

第３６号議案 公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一

部を改正する条例案 

１ .６ .１４ 

原 案 可 決 

第３７号議案 国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案 １ .６ .１４ 

原 案 可 決 

第３８号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に

対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部

を改正する条例案 

１ .６ .１４ 

原 案 可 決 

第４０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案 

（歳入のうち所管する部分、総務費、教育費） 

１ .６ .１４ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【遠藤直弘委員長】 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教

委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、出席説明員の御紹介をお願いいたします。 

 市長部局について、まず 初にお願いします。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 改めまして、おはようございます。 

 それでは、改選後初めての常任委員会になりますので、私のほうから市長部局の出席説明員全員を

紹介させていただきたいと思います。 

 初に、オンブズマン事務局でございます。オンブズマン事務局長、田代和広でございます。 

 次に、政策経営部でございます。市長室長、吉田徳史でございます。政策経営課長、黒澤重德でご

ざいます。教育委員会教育施設担当課長との兼任となりますが、資産活用担当課長、古川拓朗でござ

います。課税課長、山田英夫でございます。収納課長、毛利岳人でございます。 

 次に、行政管理部でございます。総務課長、津田智宏でございます。建築営繕課長、近藤哲郎でご

ざいます。情報管理課長、林晴子でございます。法務担当課長、中村さゆりでございます。職員課長、

平康浩でございます。防災安全課長、古沢一憲でございます。検査担当課長、村山幸浩でございます。

市民課長、吉野勝治でございます。 

 次に、健康福祉部でございます。福祉総務課長、関知介でございます。生活福祉担当課長、北村敦

でございます。しょうがいしゃ支援課長、堀江祥生でございます。高齢者支援課長、馬塲一嘉でござ

います。地域包括ケア推進担当課長、葛原千恵子でございます。健康増進課長、吉田公一でございま

す。健康づくり担当課長、橋本和美でございます。 

 次に、子ども家庭部でございます。児童青少年課長、川島慶之でございます。施策推進担当課長、

清水周でございます。子育て支援課長、山本俊彰でございます。 

 次に、生活環境部でございます。まちの振興課長、三澤英和でございます。環境政策課長、清水紀

明でございます。ごみ減量課長、中村徹でございます。 

 次に、都市整備部でございます。都市計画課長、佐伯喜重郎でございます。道路交通課長、中島広

幸でございます。健康福祉部福祉総務課長と兼任となりますが、福祉交通担当課長、関知介でござい

ます。工事担当課長、町田孝弘でございます。下水道課長、蛯谷常久でございます。国立駅周辺整備

課長、内山猛でございますが、本日体調不良のため欠席させていただいております。御了承願いたい

と思います。富士見台地域まちづくり担当課長、中道洋平でございます。南部地域まちづくり課長、

立川浩平でございます。都市農業振興担当課長、関慎一でございます。市長部局は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 続いて、教育委員会について御紹介をお願いいたします。教育次長。 

○【宮崎教育次長】 おはようございます。教育委員会の出席説明員を紹介申し上げます。教育総務

課長、高橋昇でございます。教育施設担当課長、古川拓朗でございます。教育指導支援課長、三浦利

信でございます。指導担当課長、荒西岳広でございます。生涯学習課長、伊形研一郎でございます。

市立学校給食センター所長、土方勇でございます。公民館長、石田進でございます。くにたち中央図

書館長、尾崎清美でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 以上で説明員の紹介を終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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 議題(1) 陳情第７号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情 

○【遠藤直弘委員長】 それでは、議題に入ります。 

 陳情第７号国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。 

 陳情者から趣旨説明をしたいとの申し出がございますが、これを受けることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。なお、趣旨説明は簡潔によろしくお願いいた

します。 

○【長瀬昇陳情者】 おはようございます。谷保在住の長瀬と申します。お忙しい中、貴重な時間を

いただき、まことにありがとうございます。 

 私のほうから、国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳情、趣旨説明を行い

たいと思います。 

 委員の皆さん、また、市の幹部の皆さん、私たちの暮らしや地域経済は、今、大変深刻な状況です。

消費不況が続いています。2014年に消費税が８％に増税されて以降、家計消費は25万円も落ち込んで

います。国民の実質賃金は10万円も落ち込み、中小企業の減少にも歯どめがかかっていません。 

 今、町の中を見渡すと非常に深刻な状況が展開をしています。あるスーパーですけれど、閉店前に

値引きシールの張り出しをやっている。 後は50％まで下がるんですけれど、非常にそこの場面とい

うのは殺気立った状態で、あれ、こんなにお客さんがいたのかなと思うほど人がわっと集まってきま

す。そして、１人でお弁当を10個も買ったり、こういう実態があります。 

 きょうは金曜日です。あしたは土曜日で、日曜日はお休みですから、近所の八百屋は土曜日に売り

尽くしのセールをやっているんですけれど、延々とレジに人が並ぶ。店の中はずっと並んでいるとい

う状況、そういったものが、今、展開されている。それが実態だと思います。 

 この間の統計も含めて、政府もいよいよ景気の悪化というものを認めました。そして、増税と医

療・介護、社会保障費の増額といったものも覆いかぶさって、年金カット、賃金低下、物価上昇、こ

うしたもとで、もうこれ以上節約するところがないという悲鳴が上がっています。また、自治体の財

政にも消費税は大きく影響、圧迫をしています。 

 近々の世論調査が６月の１日、２日で対面で行われて、消費税増税に対してどうかということで、

反対が60％、そして、今、政府がやろうとしている景気対策に対しての反対も61％ということで、昨

年の６月に同様の調査をやってから、景気の状況をどう見るかというところでは、悪化したと言う人

が前回は51％だったのに57％と大きくふえているという実態が報告をされています。こうした状況の

中で、私としては、消費税そのものにはいろいろな意見があると思います。しかし、それをひとまず

置いておいて、今のこの状況の中でとにかく増税をストップということ、この１点でぜひ意見書を上

げていただきたいと思います。 

 世界経済も大きく変わってきています。アメリカと中国の貿易摩擦、こういったところで不透明さ

を増しています。今、消費税が増税できる状況にないということは、誰の目にも明らかだろうと思っ

ています。 

 あと１点、増税対策ということでさまざまなことを、軽減税率と言われているようのものも含めて

やられることになっていますが、期日も対象も限定をされているわけで、負担に比べて多額の費用を

投じてやるということ、それから見て、この効果ということでは、商店の混乱といったものも心配を

されるだろうと持っています。私たち住民の暮らし、地域経済、また地方自治体に深刻な打撃を与え
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る消費税の増税、これを中止するということをぜひお願いしたいと思います。 

 以下、陳情の事項ですけれど、2019年10月の消費税率10％への引き上げ中止を求める意見書を政府

に送付していただくこと、この１点でございます。ぜひよろしくお願いします。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 陳情者の方、きょうは貴重な陳情を上げてくださいまして本当にありがとうご

ざいます。何点か質疑させていただきたいと思います。 

 まず、先ほどスーパーのお話、増税されてから、今、お話をされたことがございますけれども、ほ

かに、例えば５％から８％に増税されたとき、御自身ではどのように感じて、また生活というのが、

今、陳情者の生活、どのような変化があったか、影響があったか、そのことをもし何かあれば教えて

いただけますでしょうか。 

○【長瀬昇陳情者】 ５％から８％に上がったのが、ちょうど５年前になります。ちょうどそのとき

に私は退職をしまして、そして、再任用という形でがっつりと給与が下がりました。それもありまし

て、非常に大変な、だから、先ほどのスーパー話もありましたけれど、私自身が、そうした安いとこ

ろを目指して行くからそういう実態がわかるということだと思っています。また、私の周りも、そう

いった意味では、いまだにそのときの痛手から抜け出していないねという声が多いということだろう

と思っています。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。国立市在住の方でも、やはり消費税増税において大変

な思いになっている、また負担感がふえた、こういうことが言えるのかなと思います。それとともに、

軽減税率というんでしょうか、複数の税率になってこようとしておりますけれども、なかなかちょっ

と複雑かなと私は思うところなんですが、複数税率があることに対して陳情者はどのように考えられ

ますか。 

○【長瀬昇陳情者】 今回の軽減税率、食品等は８％に据え置くと、お店の中で食べるときはサービ

スですから10％ですよとかという非常にわかりづらいものがございますし、あと中小の商店の人の話

ですと、現金を扱わないでカード化をしたら特典があるという今回のやり方、しかし、小売のところ

でそれがなじむのか甚だ疑問だという声も上がっています。 

 特に、今回、９カ月限定でしょうけれども、上げる分をそっくりそのまま軽減税率やその他にお返

ししますという言い方になっていますが、そもそもそれだったら上げなければというのが率直な私の

感想です。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 先ほど陳情者に伺いましたけれども、この軽減税率というんでしょうか、複数

税率が存在することが私もとても複雑かなと思っているんですけれども、これはどのような税率の種

類があるのか教えていただけますか。 

○【山田課税課長】 消費税のほうは国税でございますので、私のうろ覚えになってしまいますが、

食品等を購入して御自宅に持ち込む場合には軽減税率が適用されると。要するに、生活必需品に関し

ましては税率を上げるのはやめましょうというような形の軽減措置がなされております。 

○【住友珠美委員】 それだけではなく、例えばそこで食べたら10％であるとか、かかり方が本当に
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複雑かなと思うんですけれども。わかりました。それ以上、あれかな。じゃ、以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 よろしいでしょうか。ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、意見取り扱いに入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 本陳情第７号には採択の立場で討論いたします。 

 消費税は、低額所得者ほど負担が重くなる税制です。今、消費税を上げれば低所得者層には、さら

に負担がかかります。格差がさらに広がる、このことにつながりかねません。また、2014年に税率が

５％から８％へ引き上げられた際には、今、陳情者の方も懸念されておりましたけれども、家計にお

ける実質消費が2017年までの４年間で約７％余り減少したとされています。 

 私は、消費税８％に引き上げられたときでございましたけれども、この後、各御家庭に生活相談に

伺いまして、特にびっくりしたことがあるんですが、年金暮らしの方でしたけれども、真冬に暖房器

具をつけておらず、家の中でコートを羽織って過ごしていらっしゃいました。暖房をつけたくなくて

つけていないわけではないんですね。消費税増税分が家計をもろに圧迫しての結果であったと思いま

す。聞けば、やはり消費税増税で家計が大変になって、今、切って過ごしているということをその方

もおっしゃっていました。私は、これが今も忘れられない光景になっているんですけれども、これが

やはり10％に引き上げられますと、生活そのものがどうなってしまうだろうと懸念しています。 

 政府は、増税による景気悪化を防ぐために万全を期すとして、軽減税率の導入、ポイント還元等を

行うこととしておりますけれども、購入する商品、店舗、支払い方法により、実質的な税の負担額が

異なるなど、やはり国民生活に多大な混乱が生じることも懸念材料であります。 

 日本国憲法が求める税制のあり方では、能力に応じて負担する応能負担、これを基本にしておりま

す。国民の権利としての社会保障制度を維持・発展させるための税制の改革は、富の再分配が も重

要とされなければならないと考えております。 

 日本共産党では、軍事費または公共事業、無駄の削減、大企業、富裕層などに応分の負担を求めて

いく。そして、負担能力に応じたに税制にすることなどで社会保障の財源が生まれると考えています。

市民の暮らし、そして、地域経済を守っていくことを考えれば、今、消費税10％引き上げは中止する

ことが大切である、必要であると考え、本陳情を採択といたします。 

○【石井伸之委員】 不採択の立場で討論いたします。 

 安倍内閣では、少子高齢化が進展する中で社会保障制度の持続性と財政健全化を同時に達成するた

めに、消費税の値上げを含む社会保障と税の一体改革を推進をしております。平成29年の衆議院議員

選挙で政府・与党は幼児教育の無償化を初め、子育て世代への大胆な投資を柱とする消費税の使途変

更を訴え、国民の皆様より付託をいただきました。 

 本案は、政府・与党が示す内容を真っ向から否定する内容となっており、不採択といたします。以

上です。 

○【稗田美菜子委員】 採択の立場で討論させていただきます。 

 まず、陳情者の方には陳情説明に来ていただいて本当にありがとうございました。特に印象に残っ

たのはスーパーの 後の値引きのところで人が待っているというのは、私自身も仕事を終えて帰って

いく中で、３割から５割になるシールが変わる瞬間を待っているというのは非常によくわかるお話で、

生活の中で本当に大変な思いをしながら生活をしているということが、まさに生の声として届けてい

ただいたことには大変感謝を申し上げます。 
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 その中で、陳情者が申し上げていましたとおり、今、消費税を上げることについて難しいのは誰の

目にも明らかという言葉があります。もうそのとおりだと思います。これから福祉が確かに大きく増

大していく中で、立憲民主党といたしましては現段階で増税は凍結というような表明をしております

けれども、ここの陳情趣旨につきましては、2019年10月の消費税10％の引き上げの中止を求める意見

書を政府に送付していただきたいということですので、本陳情に関しましては採択とさせていただき

ます。 

○【小口俊明委員】 陳情者の方、大変ありがとうございます。 

 それでは、私の意見を申し上げます。本陳情は不採択であります。 

 消費税10％へのアップは、年々増加する社会保障費を社会全体で支えるために必要な政策である、

このように理解をしております。しかし、そのことによって影響が考えられる個人消費のマイナスに

つきましては、これに対する１つの方策として、複数税率による食料品を初めとする、いわゆる日用

品の税率据え置きがあります。消費者にとっては痛税感を和らげることにつながる、このように思い

ます。また、販売店側の手間がふえるという先ほどのお話もありましたけれども、この御心配に対し

ましては、複数税率対応のレジ導入の補助ですとか、あるいはキャッシュレス化、あるいはポイント

還元等とさまざま対応していく、このように政府としては発表しております。 

 今後ますます進展をしていくであろう少子高齢化社会に対応をしていくために、税という仕組みに

よって、持続可能な社会を構築していくために必要なものである、このように考えますので、本陳情

は不採択であります。 

○【藤江竜三委員】 消費税については、中止を求めるということは十分によくわかることでありま

す。長期経済的に見て、消費税を増税することによって税収が上がっていないのではないかという疑

問もございますし、また、軽減税率やプレミアム商品券やさまざまな施策、そういった煩雑な手間を

ふやすことによって、還元したとしても打撃のほうが大きいのではないかといったような疑問も持た

れます。一方で、さまざまなサービス、子育て支援策など、そういったものはもう既にふやすことを

決定しており、各自治体でさまざまな用意をしております。また予算も組まれているということを考

えますと、早急に中止をするのも難しいということが考えられます。 

 そういったことをさまざま勘案いたしますと、消費税増税を中止するというふうに直ちに意見を上

げるのは難しいのではないかと考え、この陳情を不採択といたします。 

○【古濱薫委員】 陳情者の方、ありがとうございます。採択の立場で討論いたします。 

 陳情者の方のスーパーのお話、八百屋のお話、谷保にお住まいということで、あのお店かなと、赤

字覚悟でとても家計を応援してくれているお店がございます。たった数％ではないかという値上げで

はありますが、やっぱり家計を握る、ふだん小さな買い物をたくさんする、特に女性や主婦の立場か

らしますと、本当に数十円とか、そういった数％とか、値引きだとかにすごく敏感になって、これは

買い物の品数が多いので大変ストレス、小さなストレスが積み重なって大きな負担になるのを身にし

みて、本当に共感いたします。 

 私たち生活者ネットワークの消費税に対する基本的な考え方は、次世代にツケを回さない、消費税

は社会保障に確実に充当させるということです。その意味で税を本来の連帯の仕組みですとか、とも

に生きる社会のために増税していくというのは前向きに捉えることもできますが、今、８％から10％

に引き上げ、これによる増収額の使い道、社会保障の充実と幼児教育、保育の無償化などに充てられ

ると聞いておりますが、しかし、全てがそうではなくて、軽減税率やプレミアム商品券など、そうい
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った使い道もあると聞いております。そういった意味で、今、この10月での消費税引き上げは、私た

ち一般市民にとっては大変つらいものであるという心情を鑑みて、この消費税増税についての陳情を

採択としたいと思います。 

○【遠藤直弘委員長】 意見取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 可否同数であります。よって、国立市議会委員会設置条例第16号の規定により、委員長において本

陳情に対する可否を裁決いたします。 

 本陳情について、委員長は不採択と採決いたします。 

 この際、御報告いたします。傍聴者より本日の委員会を写真撮影及び録音したい旨の申請があり、

委員長において許可しております。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(2) 陳情第８号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、

国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意

見書の採択を求める陳情 

 議題(3) 陳情第９号 沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地

の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基

づき公正に解決するべきとする意見書の採択に関する陳情 

○【遠藤直弘委員長】 次の議題であります陳情第８号及び第９号の審査に入ります前に、お諮りい

たします。 

 陳情第８号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議

論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情と、陳情

第９号沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採

択に関する陳情は、関連しますことから一括議題とし、採決は別個採択といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、このように決定をいたしました。 

 陳情第８号辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議

論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情及び陳情

第９号沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採

択に関する陳情を一括議題といたします。 

 初めに、陳情第８号の陳情者から趣旨説明をしたいとの申し出がありますが、これを受けることに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。なお、趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【半田久之陳情者】 全国青年司法書士協議会の会長の半田と申します。本日は発言の機会は与え

てくださり、ありがとうございました。 
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 私のほうから、陳情第８号に関して趣旨説明をさせていただきます。 

 陳情の要旨でございますけれども、お手元にも配付されているかと思いますが、１、辺野古新基地

建設工事を直ちに中止し、普天間基地を運用停止にすること。２、全国の市民が責任を持って米軍基

地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か、当事者意識を持った国民的議論を

行うこと。３、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、

沖縄県の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、民主主義及び憲法の規定に基づき一地域への一方的な押し

つけとならないよう、公正で民主的な手続により解決することという陳情の採択をお願いするもので

ございます。以下、理由を述べます。 

 まず、この２月に沖縄県民投票がございました。その中では、投票総数の７割以上が反対の意思を

示しました。これまで重ねて示されてきた民意と合わせても、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急に

行う必要があるだろうと考えております。普天間基地所属の海兵隊について、沖縄駐留を正当化する

軍事的理由、地政学的理由が根拠薄弱であることは多数の識者から指摘されているところでございま

す。その理由は、やはり本土の理解が得られないという政治的な理由で沖縄県に決定したと述べてい

るところからも明らかであろうと思います。日米安保条約に基づき米軍に対する基地の提供が必要で

あるとしても、それは日本国民全体が負担すべきものであり、歴史的、構造的に過重な負担が強いら

れ続ける沖縄県に、なお、民意を無視し、新基地建設を強行することは明白な差別ではないかと考え

ております。以下、３つの角度から申し上げたいと思います。 

 まず、１つ目は憲法違反ではないかということでございます。辺野古新基地建設の国内法的な根拠

は、内閣による閣議決定があるだけであります。この点、憲法41条、92条、95条から見れば、憲法違

反ではないかと私どもは考えております。具体的には、憲法41条は、国政の重要事項については、国

会が法律で決めなければならないということになります。しかし、法律はございません。憲法92条は、

地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めると定められております。地方公共団体の自治権をどの

ように制限するかは法律で定められなければならないというふうに解されます。しかしながら、この

ような法律はないということでございます。そして、憲法95条では、１つの地方公共団体のみに適用

される特別法には、その地方公共団体の住民投票において、そして、過半数の同意を得なければ国会

はこれを制定することができないという条文でございます。 

 安倍総理は、辺野古問題は国政の重要事項に当たると参議院予算委員会で答弁をされております。

また、2016年の福岡高裁那覇支部判決においては、辺野古新基地建設が自治権の制限を伴うことを明

確に認めております。そのように考えれば、やはり憲法違反であるというところが私どもの見解でご

ざいます。 

 ２つ目の角度ですけれども、ＳＡＣＯの基本理念違反であるというところでございます。ＳＡＣＯ

（沖縄に関する特別行動委員会）においては、96年に設置をされたものでございますけれども、沖縄

県民の方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、沖縄県

の将来発展のため、在日米軍施設、区域の整理、統合、縮小に向けて一層の努力を払うとされました。

しかしながら、普天間基地の代替施設と称して同じ沖縄県内に新基地を建設するものとされ、このＳ

ＡＣＯ設置時の基本理念に反するものとなっております。仮に代替施設が必要という結論に至るので

あれば、国民全体で分かち合うべきでありましょうし、国民的議論を経て、沖縄県外あるいは国外か

を決定して解決すべきことがＳＡＣＯの理念にも合致するものであると考えております。 

 そして、３つ目、人権侵害及び法のもとの平等違反というところの理由でございますけれども、沖
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縄県民は、やはり憲法で保障された幸福追求権あるいは平和的生存権さえ脅かされ続けているところ

でございます。本土の理解が得られない、この言葉によって、沖縄県民だけが自由がない、平等では

ないという状態になっております。これはやはり憲法の定める法のもとの平等にも反しますし、沖縄

県民だけが自由や幸福を追求することができないということがあってはならないのだろうと思ってお

ります。 

 以上、３つの角度を申し上げてまいりました。沖縄県の米軍基地の不均衡な集中、本土との圧倒的

格差を是正するために、沖縄県外への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は直ちに中止すべき

であります。さらに、この問題が安全保障の議論というのであれば、日本全体の問題であり、普天間

基地の代替施設が国内に必要だということになるのであれば、それに関しては県外に移転するのか、

国外に移転するのかを当事者意識を持った国民的な議論によって解決する必要があるのではないかと

思っております。このように、公正で民主的な手続により解決することが求められているものと考え、

今回、陳情を提出させていただきました。 

 私どもの団体は、全国2,600名の司法書士で構成される団体でございます。全国1,788の議会に、今

回この陳情を提出させていただき、北海道と秋田県の自治体で既に採択という結果を頂戴しておりま

す。ぜひ国立市議会においても、採択されるようお願い申し上げて、私からの趣旨説明を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情第８号の陳情者に対しての質疑を承ります。住友

委員。 

○【住友珠美委員】 本日は陳情を御提出いただきまして、本当にありがとうございました。また、

丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございます。 

 では、質疑させていただきますが、例えば説明のところの３番になりますか。日米両政府が普天間

基地の代替施設が必要であるというのであれば、沖縄県が歴史的に背負わされてきた過重な負担を軽

減するため、国民全体で分かち合うべきなのだから沖縄県以外の全国全ての自治体をまずは潜在的な

候補地としてというふうにございます。ちょっと私がここを考えたときは、例えばこれは基地ありき

の話なのか、それともこれは国民全体で議論をしなければいけないというところなのか、そのどちら

なのかなというところがちょっと疑問でございましたが、それについてはどのようにお考えでしょう

か。 

○【半田久之陳情者】 ありがとうございます。基地ありきではございません。国民的議論が私ども

の主眼でございます。そして、国民的議論を受けた結果、基地はやはり不要だという結論に至るので

あれば、基地は要らないということになります。以上のように考えております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。私も、そうかなと思いましたので。それと司法書士と

いうことで、これはどう解釈したらいいのかなというところがありますのが、説明の内容の５番目で

ございますけれども、求められているのは民主主義及び憲法に基づいた公正な解決というふうにされ

ておりますが、これをどのような解決、具体的にお考えになっていることとか、こういうことがある

んじゃないかというものがあれば教えていただけますでしょうか。 

○【半田久之陳情者】 ありがとうございます。民主主義及び憲法に基づいた公正な解決というとこ

ろでございますけれども、これに関しては基本的には２番のところで憲法41条、92条、95条というこ

とを御説明させていただきました。したがって、このような新基地建設を行うのであれば、国政の重

要事項に該当するわけですから、国会において法律を制定し、その上でその自治体において住民投票
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で過半数の同意を得て設置をすると、そのようなプロセスになろうかと思っております。その前提と

して国民的議論が必要ということでございます。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情第８号及び陳情第９号において、小川宏美議員及び上村和子議員から発言したいと

の申し出がありました。 

 お諮りいたします。小川議員及び上村議員の発言を許可することに賛成する方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、小川議員及び上村議員の発言を許可することに決定いたしました。なお、申し

合わせにより、委員外議員は委員と重複した質疑及び意見、討論を行うことができず、採決に参加す

ることができません。また、発言時間は１議題10分程度となっております。発言は委員長において順

次指名いたします。まず 初に、小川宏美議員。 

○【小川宏美議員】 きょうはありがとうございます。私は１つ質疑させていただきたいと思います。

今回の陳情提出が、『沖縄発新しい提案―辺野古新基地を止める民主主義の実践』という書物も購入

させていただいたんですけれども、それに基づいていると伺っています。ここにある新しさとは何な

のか、このことを理解することが本陳情を審議する上でも大事かなと思いましたので、わかりやすく

説明していただけると助かります。 

○【半田久之陳情者】 ありがとうございます。私もその第２部で執筆をさせていただいているとこ

ろでございますけれども、新しい提案というのが今回ございますように、憲法41条、92条、95条に基

づいて、国民的議論によって、民主主義と憲法に基づいて解決をしていくと、そのようなものと私は

理解をしてございます。辺野古新基地建設の問題に関しては基地を引き取る運動もございます。沖縄

県ではなく本土に基地を引き取ってという議論でございますけれども、それとはちょっと違うところ

でございまして、単に引き取るというものだけではございませんで、国民的議論をすることによって、

基地が必要ではないという結論も導き出されるものでございます。 

 ただ、仮に必要という結論になるのであれば、それは沖縄県に押しつけるのではなくて、国民的な

議論によって民主主義と憲法に基づいて、法律を制定し、住民投票を行って設置をしようと、そのよ

うなものと理解しております。以上でございます。 

○【小川宏美議員】 ありがとうございました。まさにこの陳情のタイトル、長いですけれども、こ

こにあるとおり、住友委員が質疑されたように、もちろん基地ありきではなく普天間基地の沖縄県

外・国外移転に関しては国民的議論をして、私の心に非常に深く残ったのは、民主主義及び憲法に基

づいてフェアという、公正に解決する方法を今回提案されたということがよくわかりました。どうも

ありがとうございました。 

○【上村和子議員】 それでは、陳情第８号について、1,788全自治体議会に出されたということで、

しかも、国立市には、それを出された全国青年司法書士協議会の会長の半田さんみずからが来ていた

だいたと、本当に国立市に来ていただいてありがとうございました。貴重な活動を、司法の現場で、

司法の専門家としてなさったということに、まずもって敬意を表したいと思っております。 

 そこで、私がお聞きしたいというか、確認したいことは、本陳情第８号についてですが、これは人

権問題、差別問題、地方自治の住民の日常の平和な暮らしを守る問題としての沖縄県に押しつけられ

た基地問題であり、ちょっと私は大和という言い方をさせていただきますが、それは大和が抱える問
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題そのものであると。もう少しわかりやすく言いますと、私たちがそうですけれども、基地がないと

ころに住んでいる人は、沖縄県の人たちの当事者意識を持ち得ない、そのことが沖縄県の人たちとと

もに考えることができない、そのことの問題なのではないかと。ですから、本提案は沖縄県だけに背

負わせている基地問題を、日本全体の問題にしなければならないんだと。沖縄県の県民投票の結果は、

私たち大和の人間がみんなで背負うべき、沖縄県だけに押しつけるのではなく、みんなが背負わない

といけないんだという問い返しではないかと私は受けとめました。 

 簡単に言いますと、国立市はソーシャルインクルージョンの条例をつくりましたけれども、基本的

に沖縄県は、日本全体の中で社会的排除をされたままの地域であるということに、日本全体が、沖縄

県以外が気づくべきであると。 

 私は、今回の陳情の たる指摘は、法的にも排除され、人権の問題からも排除されているという指

摘、司法の現場の皆様方が指摘されたことはそういうことなのではないかと。これが本陳情の、第９

号までつながる、しかも、沖縄県の人たちだけに背負わせない、全国青年司法書士協議会という人た

ちが一緒に出してきたということも意味があると思いますが、そのように解釈してよろしいんでしょ

うか。ちょっと教えていただければと思います。 

○【半田久之陳情者】 ありがとうございます。おっしゃるとおりでございまして、私どもの団体は

本土の団体として、この２月の沖縄県民投票の結果を受けまして、ボールは本土に投げられたと理解

をいたしました。そして、日米安保条約では日本全国どこでも基地を置くことができるという条文に

なっておるわけですから、この問題は沖縄県の問題ではなく、よく沖縄の基地問題という言い方をさ

れますけれども、日本全国の問題であると考えなければならないと考えております。 

 そして、先ほども申し上げましたけれども、沖縄県に基地が一方的に押しつけられることによって、

沖縄県民の幸福追求権ですとか、平和的生存権が侵されていると。１票の格差という問題がございま

すけれども、自由の格差があるのではないかと。沖縄県では何度声を上げても一顧だにされない。本

土のほうは、本土で反対運動が起きれば本土の理解が得られないということで、本土には持ってこら

れないと。そして、沖縄県にだけずっと封じ込めておく。そして、問題は沖縄県民の人にだけ弊害が

集中的にあらわれると、そのような状態になっているのが現状ではないかと思っております。 

 県民投票の結果を受けて、本土の団体として、国民的議論によってこの問題は人権の問題として解

決をしていかなければならないと、そのように考えて今回陳情を出させていただいたという次第でご

ざいます。お答えになっておりますでしょうか。ありがとうございます。 

○【遠藤直弘委員長】 陳情第８号の陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 続いて、陳情第９号の陳情者から趣旨説明をしたいとの申し出がありますが、これを受けることに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。なお、趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【元山仁士郎陳情者】 ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。皆さん、おはようございます。

今回、意見陳述の機会をいただきました元山仁士郎と申します。 

 私は、今、国立市の西に住んでおりまして、一橋大学に通う大学院生であります。今回は、沖縄県

で２月24日に行われた県民投票、その動きの一端を担った辺野古県民投票の会の代表も務めておりま

すので、その立場から沖縄県民投票について、議員の方々、それから、会場にお越しの皆様、インタ

ーネットを通じてごらんになっている皆様により知っていただきたいと思いまして意見陳述をしたい



－ 15 － 

と思っております。 

 まず、冒頭少し余談になるのですけれども、昨日、香港の引き渡し条例に対する抗議行動を渋谷、

それから、香港の経済貿易代表部本部の前で行ったんです。私自身がそれを呼びかけて行ったんです

けれども、今の香港の状況が、私としては沖縄県の状況に重なるというような思いで開催をさせてい

ただきました。もちろん沖縄県では、催涙スプレーだとか、ゴム弾による警察機動隊からの弾圧はな

いんですけれども、これはやめてくれと、あるいは声を上げる人々に配慮しない、あるいは丁寧な説

明をしないという政府の姿勢は、香港政府あるいは日本政府とも重なると感じました。 

 それでは、辺野古の県民投票の経緯について私のほうからは述べさせていただいて、そして、皆様

にお出しをしている陳情ともつなげて話をしていきたいと思います。 

 この辺野古の県民投票なんですけれども、憲法第92条に基づいて制定されている地方自治法の第74

条で、条例の制定について住民発議の場合は署名集めを行わなければいけないという規定があります。

地方自治法74条においては、有権者の50分の１以上の署名、つまり有権者の２％以上の署名を集めれ

ば、条例の制定を直接請求できると記されております。 

 沖縄県では、５月23日から７月23日までの２カ月間、署名集めを行いました。当時の沖縄県の有権

者は115万人程度で、そのうちの50分の１というのは２万3,171人という数に当たります。私たち辺野

古県民投票の会は、その署名活動を通して、２カ月間で総数10万950筆、有効数が９万2,848筆という

沖縄県民の約８％に当たる大きな署名をいただいて、県民投票を沖縄県に対して直接請求をいたしま

した。その後、沖縄県議会での審議を経て10月末に条例が制定されたんですけれども、しかしながら、

その後、沖縄県内の５つの市の市長たちが県民投票に参加しないということを表明いたしました。そ

れに対して、私自身は、沖縄県民みんなで県民投票をやりたいと、沖縄県民みんなで話し合って、辺

野古の基地建設のための埋め立てをどうするかということの今の１つの結論を出したいという強い思

いから、沖縄市役所前でハンガーストライキを行いました。 

 その動きを受けて、幸いなことに沖縄県議会の中で公明党の方が動き出して、どうにか条例を改正

して全県実施ができないかというようなことが１月18日、私がハンガーストライキを行った３日目か

ら模索され始めました。その後、沖縄県議会の議長、沖縄県当局、それから与野党ともに調整を重ね

ていって、１月29日には自民党、公明党、維新の会、会派沖縄、社民党、社大党、それから共産党と

いう、沖縄県議会には６つの大きな会派があるんですけれども、その全会派が一致する形で県民投票

条例が改正されました。選択肢には、賛成・反対・どちらでもないという三択の選択肢が加えられて、

それで晴れて全県実施となって２月24日に県民投票が行われたということです。 

 その投票結果は、投票率が52.48％、60万5,385人のウチナンチュ、沖縄県民が投票所に足を運ばれ

ました。そして、そのうちの賛成は11万4,933人、投票総数うちの19％に当たる方々、どちらでもな

いというのが５万2,682人、投票総数のうちの8.7％に当たる方々、 後に、反対が43万4,273人、投

票総数のうちの約72％に当たる方々が、この辺野古の基地建設の埋め立てに対して反対だという票を

投じました。この票数は、去年の９月30日に玉城デニー候補が沖縄県知事選挙において獲得した39万

余りの票数を上回る反対票だということで、かなり重みがあるものだと私自身は認識をしています。 

 先ほど陳情第８号の提案者である半田さんからの申し入れもありましたけれども、沖縄県の基地が

さらに辺野古につくられるということにおいては、軍事的な理由ではなく政治的な理由だというふう

にされています。私自身も、そういうふうに認識しています。沖縄県の自民党も、普天間の飛行場の

移設に対しては、どこにも受け入れ先がなくやむを得ないというような彼らの心情も吐露しています。
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それは沖縄県で、県民投票をめぐって条例改正があったという話をしたんですけれども、その中で自

民党側も選択肢を提案しました。そこでも賛成ということは彼らも入れることができず、やむを得な

いというような表現にとどまって、それで条例改正を提案してきました。しかしながら、それを取り

下げて、先ほど述べたような賛成・反対・どちらでもないという三択に 終的には与野党が調整をし

たという経緯になります。それぐらい、やはり沖縄県の中でも、保守・革新問わず、あるいは政党だ

とか立場を超えて、本当にやむを得ないと、そういった方々が賛成という票を投じたのでありますし、

沖縄県の人たちが抱えるそういった葛藤、苦しみもぜひ御認識いただきたいと思います。 

 先ほどと重なるので割愛をさせていただきますけれども、この陳情の趣旨としては、全国で議論を

して、辺野古の基地問題、普天間基地をどうするかということを国会において決定してほしいという

ことになります。安全保障は国の専権事項だという御意見もあるかと思いますけれども、やはり国を

構成しているのは主権者である国民一人一人であって、またはその地域に生きる住民一人一人であり

ます。そういった人たちが、ぜひ議論を交わして、あるいは議員の方々もぜひもう一度改めてお考え

いただいて議論を交わし、その後、国の 高機関である国会において決定をするというのを、私とし

てはこの陳情の中で求めております。 

 後に、この県民投票の結果を受けて、あるいは県民投票の期間中に行われた世論調査と私からの

話で締めたいと思います。 

 この県民投票の期間中、２月22日から24日にかけて世論調査が行われました。これは読売新聞系の

世論調査なんですけれども、そこにおいては賛成が36％に対して、反対が47％というような上回る数

字が示されました。また、３月の９日、10日に行われた共同通信の世論調査では、この沖縄県民投票

の結果を尊重すべきと答えた方々が68.7％、日本に住む７割近い方々が、この県民投票の結果を国は

尊重すべきだと答えました。そのような数字を受けて、この国立市議会においても、ぜひとも私が今

回提出している陳情第９号に基づく意見書の採択を求めたいと思っています。 

 このような趣旨の意見書自体は、岩手県議会だとか、あるいは隣にある小金井市、小平市、武蔵野

市などでも採択をされています。ぜひとも国立市においても意見書の採択をしていただき、辺野古の

基地建設の中止、沖縄県民投票の結果の尊重、それから普天間基地をどうするかということを日本全

国で一人一人が考えようという陳情でありますので、その趣旨に御賛同いただいて意見書の採択をし

ていただきますよう心よりお願い申し上げます。ニフェーデービル、ありがとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情第９号の陳情者に対して質疑を承ります。住友委

員。 

○【住友珠美委員】 本日は貴重な陳情を上げてくださいまして、本当にありがとうございました。

先ほどの陳情者の質疑と重複するところもありますが、御了承いただきたいと思います。 

 まず、陳情事項にあります４番のところでございます。沖縄県以外、全国全ての自治体を等しく候

補地としというふうに書いてあります。しかしながら、３番では、この国民的議論は必ずしも国内移

設を前提とするものではないとなっております。ということは、今回の陳情は国内移設ありきの話で

はなく、あくまでも国民全体で議論すること、これが重立った理由と捉えてもよろしいでしょうか。 

○【元山仁士郎陳情者】 御質疑ありがとうございます。この陳情事項の第３号においては、後半の

部分で、ただし、この国民的議論は必ずしも国内移設を前提とするものではないと書いています。そ

して、陳情事項の第４号においては、沖縄県の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、沖縄県以外の全国の

全ての自治体を等しく候補地として公正で民主的な手続により解決することと書いております。 
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 これはどういうことかといいますと、そもそも日米安全保障条約の第６条で、この極東の平和のた

めには、日本側はこの施設及び区域を提供するというようなことが書かれております。なので、決し

て沖縄県に置かなければいけないということを日米安全保障条約だとか地位協定において書かれてい

るわけではなくて、繰り返しになりますけれども、あくまで政治的に沖縄県に日本の全体の約７割の

米軍専用施設、米軍基地が集中しているという現状なわけです。一方で、日米安全保障条約を容認し

ている、必要だ、あるいはある程度必要だと述べている日本国民の方々、これは内閣府がとった世論

調査ですけれども、８割を超える方々がそのように述べています。しかし、そうであるならば、沖縄

県に米軍基地が集中しているという現状は矛盾するのではないかと、それが必要だというのであれば、

全国等しく候補地として全国で議論をして、じゃ、どうするかということをしっかり決めるプロセス

が必要ではないかと考えています。しかしながら、住友委員からもありましたとおり、決して米軍基

地ありきということではなくて、それが必要かどうかというのも含めて、仮に必要であればどこに置

くかという議論になっていくと思うので、そういったプロセスが国民一人一人に求められると思って

おります。 

○【住友珠美委員】 よく理解いたしました。ありがとうございます。次の質疑なんですけれども、

陳情者の方は、本当に県民投票に対してすごく力を尽くされたということで、宜野湾市役所の前です

か、私もニュースで見させていただいて、５日間ハンガーストライキを行ってきた。本当にすごいな

というふうに、私の 初の感想はそうだったんですけれども、そうした結果があり、今回、住民投票

が行われました。行われた後、72％の方、約７割以上の住民の方が反対ということをきちんと表明い

たしました。しかしながら、土砂投入が翌日行われた、再開されてしまった、このことに対して、今、

どのように感じていらっしゃいますか。 

○【元山仁士郎陳情者】 ありがとうございます。私自身、昨年の１年間は大学院を休学して沖縄県

の実家に帰って県民投票の動きを進めてまいりました。県民投票に対しては、当初は賛否両論あった

んですけれども、多くの方々から賛同をいただいて、そのうち大きなうねりをつくり出すことができ

ました。基地移設に対して、賛成の人も反対の人も、いろいろな立場にいる人たちがみんなで話して

決めようというところで一致をしていただいて、多くの方々に御参加をいただいたと思っております。 

 その結果が出たにもかかわらず、今回の県民投票の争点ともなっている埋め立ての工事を強行に推

し進めるというのは全くもって理解できないですし、私は自分自身の１年をかけて取り組んできたも

のが、いとも簡単に踏みにじられてしまうのかというようなことであって、物すごく悔しい思いを感

じています。おそらく政治家の皆さんだとか、あるいは私から言わせれば年上の方々、大人の方々は、

今の若い人たちの政治離れ、政治に関心を持ってほしいというようなことをおっしゃると思うんです

けれども、いざ若い人が関心を持って、時間をかけて、政治に取り組むと、政治に参加しようとなっ

たら、いとも簡単にそれを踏み潰してしまう、あるいはこれはやってはいけないというようなことを

述べられるというのは、そういった若い人たちのためにとか、あるいは子供たちのためにというのが、

一体どういうことなのかということを物すごく疑問に感じざるを得ないような国の姿勢ではないかと

感じております。 

○【住友珠美委員】 今の陳情者の話は胸に迫ってしまいまして、泣きそうな気持ちになりました。

うちの子供も大学生で、いろいろ考えることをしている 中でありますけれども、やはり若い世代が

これだけ声を出してやっていることに対して、本当に大人は考えなければいけないんだろうなと思い

ます。 
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 特に、今、陳情者がおっしゃったように沖縄県民の若い世代の方たちは、基地問題が生まれたとき

から身近な問題、どういうふうに捉えていて、沖縄県民の若い人たちの気持ちとしては、今、陳情者

のお気持ちはよくわかったんですけれども、具体的にその中ではどのように捉えているのか。例えば

内地というんでしょうか、本土との温度差があるんじゃないかとも思うんですけれども、その点のお

気持ちで構わないので教えていただけますか。 

○【元山仁士郎陳情者】 御質疑ありがとうございます。もちろん私１人が沖縄県の若者代表という

わけではなくて、一人一人が出したような、さまざまな生い立ち、バックグラウンド、考えを持って

いるというのは前置きとして述べさせていただきたいと思います。しかしながら、今回の県民投票に

おいて出口調査が行われて、その中でも私も興味深かった数字としては、18歳、19歳、それから20代

の沖縄県内の有権者においても反対が大多数を占めていたと。具体的な数字を申しますと、どこの世

論調査だったのかというのは失念してしまったんですけれども、20代においては反対が７割ぐらい、

それから賛成は２割ぐらい、どちらでもないというのが１割という数字が示されていました。一方で、

18歳、19歳の沖縄県の有権者においては、９割が反対、１割が賛成、あるいはどちらでもないという

ような数字が出口調査で示されていて、 近はやはり若者の保守化だとか、あるいは右傾化というと

ころが多々指摘されると思うんですけども、この辺野古の基地問題を取り上げてみんなで考えて話し

てというようなプロセスを踏まえて、沖縄県の比較的若い世代が出した答えとしては、そういった数

字が出てきたので、私としても驚きましたし、今後もやはり引き続き私たちの問題として、若い世代

がこれから抱えていかざるを得ない問題として一緒に考えていきたいなと思った次第であります。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。自分たちの地域をいいものにしていきたいと思うこと

に右も左もないですよね。本当にそのことが如実に出た結果だったんだなと改めて思いました。本当

にありがとうございます。私の質疑は以上です。 

○【稗田美菜子委員】 １点だけ陳情者にお伺いいたします。本日は貴重な陳情を上げていただいて、

ありがとうございます。 

 御説明の中で、私も紙面も見ましたし、ニュースも拝見させていただきましたし、講演会も行かせ

ていただきましたが、ハンガーストライキまでして、命をかけてこれは動かなければいけないと思っ

た、その根本の動機というのはどういうものなのかお伺いいたします。 

○【元山仁士郎陳情者】 ありがとうございます。私自身も、沖縄県の宜野湾市というところの出身

です。普天間基地のそばで生まれ育ちました。なので、この辺野古の基地問題自体も長く見積もると

20年以上続いているような問題なので、物心つくときから普天間・辺野古をめぐる問題があったと言

っても過言ではないと思っております。それをめぐって今までも保守・革新だとか、あるいは沖縄県

の中でもたくさん分断させられて、選挙のたびに、あるいはそれ以外の場においても長く対立がつく

られてきています。それに対して、私自身あるいは若い世代の多くとしては少し辟易していると、ど

うにか解決に導いていきたいというような思いが物すごく強いと思っています。 

 私自身、今回、ハンガーストライキに取り組んだ１つの理由としては、今、私が上の世代に対して

今まで何をしてこられたのかという不満が少しあることが、今後、10年後、20年後、30年後、私より

もまた年が下の世代が出てきたときに同じような不満をぶつけられたら嫌だなという思いで正直ハン

ガーストライキを行いました。どういう心かというと、上の世代の人たちは何をしてきたんだという

ような怒りが自分自身も少しあって、それを自分の言葉として、それが仮に、万が一下の世代からぶ

つけられたときに、自分の言葉で答えられるような大人になりたいなと。もちろんいろいろな政党だ
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とか考えがあると思うんですけれども、そこであなたが何をしたのかと、あなた自身が、ある問題に

対して何を取り組んだのかということを自分の言葉で語れる大人になりたいなと思って、その行動の

１つが、この５市長が投票権を奪うという中で、自分自身は体を張ってそれに抵抗したと、強い抗議

の意思を示したというような事実を刻みたいと、歴史に刻みたいと考えて、私自身はハンガーストラ

イキをやるに至ったということです。 

○【石井伸之委員】 私自身も実際に普天間基地のある宜野湾市を訪れ、そして、普天間基地の危険

性、また基地は一刻も早く返還すべきだという強い思いを持った１人として、陳情された方も宜野湾

市民ということで、普天間基地の危険性をどのようにお感じになられていますでしょうか。 

○【元山仁士郎陳情者】 ありがとうございます。私自身も生まれたときから宜野湾市あるいは普天

間基地のそばで暮らしていて、世界一危険だと言われるような、危険については物すごく肌身をもっ

て実感をしています。しかし、それを沖縄県内に移設するというところは、なかなか私の認識として

は、国側から納得のいく説明を受けてないと思っています。 

 どういうことかというと、事故自体は普天間基地の中で起こるか、あるいはそれぞれの基地の中で

起こるかと言えば決してそうではなくて、やはり基地の外で事件や事故が起きてしまうというのが大

多数として数字でも上がっているわけです。普天間基地から直線距離として約40キロしか離れていな

い辺野古に移す、訓練自体は引き続き沖縄県で行うというのは、引き続きこの危険性は存続されたま

ま沖縄県の人たちがその危険にさらされるということと全くといっていいほど変わらないと思います

ので、危険性の除去の唯一の解決策が辺野古しかないというのは、翁長雄志元沖縄県知事の言葉をか

りますと、やはり政治の堕落じゃないかと、もう少しお考えいただいて、あるいは国民みんなで議論

をして、この普天間をどうするかということをみんなで解決できないかということを思って、今回の

陳情を出させていただきました。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、ここで委員外議員の発言を許します。まず、小川委員外議員。 

○【小川宏美議員】 ありがとうございます。陳情提出者の発言の中に、この辺野古新基地建設の問

題というのは、保守・革新に問わない、沖縄県の人々の切実な苦しみとして理解してほしいという発

言が本当に心に残りました。刺さりました。また、政治がその場合にどのように動くべきかというこ

とを本当に考えさせられた陳情提出をありがとうございます。 

 先ほど趣旨説明の中にもあったのでちょっとかぶってしまうのですが、この陳情が北海道の自治体

と岩手県議会で採択されたと同時に、多摩地域でも取り上げられて議論され、また採択された自治体

があるということを伺いましたが、ちょっと聞き取れなかったので、もう一度どういった自治体で採

択されたのかを伺いたいのと、また今回の陳情は、この本土で、町で、そして議会で、沖縄県の置か

れている現状をみんなで知って話し合うことがとても大事だということが提案もされています。議会

においてどのような議論がされたのか、御紹介いただける部分で結構ですので教えてください。 

○【元山仁士郎陳情者】 ありがとうございます。私が今回、陳情第９号で提出をさせていただいた

ものと似たような趣旨というのは、やはり県民投票の結果を尊重すべきだということだとか、あるい

は辺野古の基地建設を中止すべきだ、あるいは普天間の基地問題は全国で議論をして決定すべきでは

ないかというようなことを採択している幾つかの都道府県あるいは市区町村がございますと。 

 私から先ほど述べさせていただいたものとしては、岩手県議会、それから、小金井市、小平市、武
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蔵野市、先ほど陳情された半田さんは北海道と秋田県とおっしゃっていたのですけれども、北海道は

更別村というところだと私は理解をしています。秋田県については、後ほどまた調べてお伝えさせて

もらえればと思っております。なので、全国の市区町村でもそういった動きが広がっておりますので、

ぜひとも国立市においても議員の方々一人一人に考えていただいて、採択へと踏み出し、全国的な議

論がますます加速されるといいなと思っております。 

○【上村和子議員】 先ほどの全国青年司法書士協議会と、それから、今回の陳情第９号の元山さん

がお出しになった表題の違いは、大きく 初に沖縄県民投票の結果を尊重しということを強く書かれ

ておられます。やっぱり県民投票を提案し、体を張ってハンガーストライキまでされた元山さんが、

沖縄県民投票の結果を実現させたいという強い信念を感じます。本当にありがとうございました。ま

た、今、国立市の西にお住まいで、一橋大学で勉強中ということで、沖縄県の問題と住んでいる国立

市というものをつないでいただきまして、本日、元山さんが直々に陳情を出していただいたというこ

とを私は非常に重く大事に受けとめています。ありがとうございました。 

 そこで、先ほど陳情第８号でもお伺いいたしましたが、私は『沖縄発新しい提案―辺野古新基地を

止める民主主義の実践』という本も読ませていただきました。これはある意味、民主主義というもの

の再提案だというふうに、沖縄県の辺野古新基地問題、沖縄県民投票をどう捉えるかということで、

民主主義の原点に立ち戻ってほしいという提案に読み取れました。 

 ちょっと繰り返しになって恐縮です。陳情は、人権問題、差別問題、地方自治の住民の日常の平和

な暮らしを守る問題としての沖縄県に押しつけられた基地問題であり、それは大和が抱える問題その

ものであるという問い返しではないかと受けとめました。 

 今の元山さんの陳情に関して、私は国立市の問題であると。大和という漠然とした言葉ではなく、

元山さんが今勉強しているこの国立市の問題であるのだよと、そのことをわかってほしいという、そ

ういう陳情ではないかと私は受けとめました。それでよろしいでしょうか。もう少し説明していただ

けたらと思います。 

○【元山仁士郎陳情者】 ありがとうございます。 

 私自身も、今回、国立市で陳情を出した理由としては、自分自身が今住んで、一橋大学という大学

で勉学をしているからという理由になります。 

 私自身は沖縄県出身の者として、自分の生活のそばにあった普天間基地をみんなで考えたい、ある

いは辺野古の基地をどうするかというところをぜひ沖縄県民のみんなで考えたいという、地元で、あ

るいは自分が生きている場所でそれをやりたいという思いから県民投票を行いました。今回の陳情も

そういった考えに沿うものとして、やはり今自分が生活をさせていただいている国立市で、ぜひとも

市議会議員の方々あるいは国立市民の方々お一人お一人と、沖縄の基地問題について、辺野古をどう

するか、普天間をどうするかということを一緒に考えたいという思いで提案をさせていただいていま

す。 

 私自身は、国立市に住んでいるということを物すごく誇りに思っています。それは前回の国立市議

会において可決された国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例というものが

あることを知ったからです。その中においては、「国立市、そして国立市に暮らす私たちは、『人権

侵害を許さない』という強い意思とソーシャル・インクルージョンの理念の下、一人一人が当事者と

して、自ら考え主体的に行動し、互いの多様性を認め合い人権を尊重することによって平和なまちを

実現することを目指して、たゆまぬ努力を続けることを決意し、この条例を制定する」というような
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決意が記されております。 

 沖縄の基地問題は、言わずもがな、爆音や騒音だとか、あるいは殺害事件、強盗だとか暴力事件だ

とか、多種多様な、言うも控えるような、恐れるような人権侵害という現状にあることは、先ほど陳

情された半田さんも指摘をしたとおりであります。 

 そういった理念に基づいて、制定された条例がある国立市の市議会議員の方々には、ぜひ沖縄県に

も心を寄せていただいて、この意見書を採択いただきたいと考えて、強く訴えたいと思っております。 

○【上村和子議員】 ありがとうございました。 

 沖縄県の県民投票の結果はまだ尊重されてもおらず、実現されてもいません。残されたのは、私た

ち大和に住む、私たち日本人、日本が各地域の中で、この問題を沖縄県だけに押しつけてはいけない、

沖縄県民投票を実現させるために、この陳情は国立市の問題として、私たちが実現のために何ができ

るのか、その行動を求められている。それは沖縄県に住んでいる若い人たちだけではなく、国立市に

住んでいる若い人たちも見ていると、そのことが強くわかりました。確認させていただきました。あ

りがとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 陳情第９号の陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 ここで陳情第９号について署名が追加されておりますので、事務局長から御報告をいたします。議

会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御報告申し上げます。 

 陳情第９号につきまして、その後、賛成署名が235名追加され、外235名となりました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 署名の追加については、以上のとおりであります。 

 それでは、当局に対して一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 陳情第８号及び陳情第９号には、採択の立場で討論いたします。 

 2019年２月に沖縄県の米軍普天間飛行場移設計画をめぐり、辺野古の埋め立ての是非を問う県民投

票が行われました。反対が72.15％、43万4,273票でした。賛成は11万4,933票、19.1％です。反対が

賛成の3.8倍に達したということです。私は、まさにここに沖縄県には基地は要らないといった民意

が示された結果であって、沖縄県の民主主義、地方自治の勝利であった、沖縄県民の歴史的な勝利で

あると感じております。私たち共産党市議団は、これを支持いたします。 

 安倍政権が、この結果に対して県民投票に示された沖縄県民の民意を重く受けとめ、辺野古新基地

建設のための埋め立てを直ちに中止することを私たちはこれからも強く求めてまいりたいと思います。 

 陳情を採択する理由を述べさせていただきます。 

 まず、第１に陳情事項１に辺野古新基地建設を直ちに中止する、普天間基地を運用停止にするとあ

ります。日本共産党は、辺野古への新基地建設は中止、普天間基地の閉鎖と無条件撤去、これを重点

施策として上げてきております。また、沖縄県において米軍普天間基地を閉鎖、撤去し、県外移設を

断念することとありますけれども、共産党はこの建白書、これも一致点で共闘していくことを上げて

おり、その点におきまして賛同できるところです。特に、今、沖縄県の民意が示されて、今後はさら

に、沖縄県に基地は要らない、それどころか日本のどこにも基地は要らない、私はこのことを強く言

っておきたいと思います。 
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 第２に、国内移設を容認するものではないとの文章が陳情事項にあり、普天間基地の代替地を国内

で探すことを求めるものではないことが明確になっております。また、第９号陳情の本文中、全国全

ての自治体を等しく候補地としという一文がありますが、私たちは基地はどこにも要らないという立

場からこういった考えでもありませんが、しかし、今回の陳情は国内移設ありきの話ではなく、あく

までも国民全体で議論するべきであるといったことが主とした理由でありますので、沖縄県辺野古新

基地建設問題を国民全体の問題として捉え、議論して解決方法を見出すこと、これは民主主義にかな

ったものでありますし、まさにそのことは必要であると考えます。私たちの懸念が整理されたと思っ

ております。 

 基地は要らないという沖縄県民の民意が示されました。今後は、思想、信条、党派を超えて、一致

点でつながり、そして、全国民で平和と基地問題解決になるよう努めていくべきと申し上げまして、

陳情第８号、陳情第９号に対しまして採択とさせていただきます。 

○【石井伸之委員】 まずもって、陳情第８号及び陳情第９号を提出された陳情者の皆様には、この

件を考える非常にすばらしい機会になったということを心から感謝を申し上げます。ただ、陳情第８

号及び陳情第９号については不採択の立場で意見を申し上げます。 

 実際に私自身も、宜野湾市の普天間飛行場周辺、また、辺野古のあります名護市を訪れる中で、沖

縄県民の皆様とさまざまな意見交換をしてきました。そういった中で、確かにこの辺野古の移設につ

いては賛否両論の声があるということを聞いております。ただ、普天間基地の移設に関しては、ほと

んどの方が一刻も早く移設すべきだという強い沖縄県民の皆様の声をいただきました。そういったこ

とを考えると、今、国のほうで行っております宜野湾市におけるアメリカ海兵隊普天間基地の危険性

を一刻も早く除去することが、今現在、 大の目的となっており、同時にアメリカ海兵隊の抑止力は、

我が国及び北東アジアの平和と安定に必要不可欠なことから、名護市辺野古への新基地建設を早期に

完成させる必要があるという、そういった立場を、現在、政府はとっております。 

 辺野古新基地工事は、当時の沖縄県知事による承認に基づいて、法にのっとり適切に行われており

ますが、現在の沖縄県政は状況が変化をしていることから、政府は理解を得る努力を続けながら普天

間基地の１日も早い全面返還を実現するべく努力をしているところでございます。以上の点から、本

陳情は不採択といたします。 

○【古濱薫委員】 陳情者の方々、きょうは本当にありがとうございます。第８号の半田さんからは

法的な見解からわかりやすいお話をありがとうございました。そして今、元山さんから、沖縄県に生

まれ、暮らしている方の本当のお心を聞いたような気持ちで胸が打たれた思いです。 

 お二方のお話の中にありました沖縄県民だけが幸福権を追求できない、これはそういった形の投票

ではありましたが、県民投票の結果が吸い上げてもらえていない、酌んでもらえない、この悔しさで

すとか、一生懸命考えて投票した県民の方々の思いを想像しますと本当につらい気持ちです。また、

お二方の陳情によって、基地がそもそも必要であるか、そして、全国どこの地域にあっても構わない

という、それを自分事として全自治体が、全市民が考えるためにも、この陳情は大きなきっかけにな

ったと思います。そして、全国民的議論をしていきたいという思いを、やはり沖縄県の方たちだけに

私たちが押しつけている、これを全自分事の問題として考えられていないこの実情を、人権の問題か

らも、私たち生活者ネットワークの考え方としても採択としたいと思います。 

○【藤江竜三委員】 地方自治法第99条の規定によりとあるのですけれども、第99条を読み上げます

と、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会また



－ 23 － 

は関係行政庁に提出できるとあります。また、国防に関することであったり、外交に関することにつ

いては、より慎重な意見書の提出をすべきであるという立場をとっております。 

 また、陳情第８号ですと陳情事項２になりますけれども、全国の市民が国民的議論を行うこととい

ったような内容になっております。そういった内容ですと、国会にお願いをするというものではなく、

やはり全国民が真剣になって考えていくべき問題ということを考えますと、国にこの陳情を国立市か

ら上げるというのは適当ではないと考え、この陳情は不採択といたします。 

○【稗田美菜子委員】 本陳情は、第８号、第９号、一括ですので、双方とも採択の立場で討論させ

ていただきます。 

 まず、陳情第８号につきましては、全国2,600名で構成される全国青年司法書士協議会の会長様み

ずから趣旨説明していただいて本当にありがとうございます。法律の見解から、司法の段階がこうい

うふうな見解があるということを、とてもわかりやすく丁寧に御説明いただいたことを心より感謝申

し上げます。また、陳情第９号の元山さんにつきましては、現場での活動、また、自分の地域、ふる

さとをどう考えていくか、未来にどう残していくかということを、心の声を含めてしっかりと述べて

いただいたこと、本当に私の心に刺さりました。 

 まず、陳情第８号のほうですけれども、非常に私の中に残ったこととしては、本土の団体として活

動されている中で、ボールは本土に投げられたと、これは決して沖縄県の問題ではないのですという

ことを、法律の立場から、きちんと、あるいは整然と説明をしていただいたと思います。沖縄県の基

地問題ではなくて、基地問題として日本全体が、そして、国立市においてもしっかりと議論すべきで

あるという提案をいただいたと私は理解いたしました。また、陳情第９号のほうでは、現場でさまざ

まな活動をされているといった中で、細かな数字とともにいろいろな経験をお話しいただきました。

その中では、沖縄県の方たち自身もジレンマを抱えているということを現場の中で感じたということ

がとてもよくわかりました。両方とも共通して出したきた答えが、これは国民全体で議論すべきだと、

一部の地域に任すことではなくて、日本全国として、日本国民の１人として当事者意識を持ってしっ

かりと議論すべきであると。現場、そして、司法の立場でそれぞれいろいろなことを見てきた中で同

じ結論が出たということは非常に重要なこととして私自身受けとめました。 

 また、それと同時に、若い方がしっかりと動いているということでした。特に、元山さんに私は質

疑させていただきましたが、宜野湾市の御出身であるということで、生まれたときから基地があった

ということだと思います。生まれたときからあれば、あるのが自然と育ってきていると思いますので、

そこに疑問を持つこともなかなかないのかなと思ったら、実は非常に疑問を持っていたと。そして、

その中で対立が常にあった、それが非常に嫌である、それに辟易する若者たちがたくさんいた、それ

に対して、ある意味それを解決してこなかった諸先輩方がいて、そこに対して怒りを自分で持った。

だからこそ、自分自身は未来のため、そして、子供たちのため、この先の人たちに自分が何をしたの

かということをきちんと伝えるために行動したかったということが大きくあったと思いました。どれ

もこれも全てのことがきちんと発信されるべきことであると思いますし、私たちは国民の１人として

きちんと受けとめなければいけないと思いました。この陳情につきましては、双方とも採択の立場で、

以上討論とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○【小口俊明委員】 陳情者の方々、大変ありがとうございます。国立市議会に陳情を出していただ

きました。 

 それでは、私の意見を申し上げます。本陳情は不採択であります。 
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 沖縄県にあります米軍の普天間基地、これは基地設置後、時間の経過とともに、周囲が市街地化を

されて多くの住民が住む大変危険な、安全上、大変大きな課題のある基地となっております。これま

で我が国と米国との協議の中で、普天間基地をほかの場所に移転をさせる、こういうところとして進

められている中で、その移転先として辺野古が上げられているわけでありますけれども、ここにも課

題があるということであります。 

 先ほど来お話がありましたとおり、2019年２月に県民投票が行われまして、ここで示された沖縄県

民の意思は大切にされなければならない、このように考えます。また、その結果、その意思をありの

ままに受けとめていく必要がある、このように思います。投票率が約50％であった、このこともしっ

かりと受けとめ、そしてそのうち、反対が70％を超えていた、このこともしっかりと受けとめて、政

府は沖縄県民の皆様の理解が得られるように努力をしていくべきである、私はこのように思いました。

一方、一地方議会から国防、また外交に関する意見を言う、このことにつきましては慎重に行うべき、

このように考えております。その意味から本陳情は不採択といたします。 

○【遠藤直弘委員長】 小口委員、第８号、第９号ともにということでよろしいでしょうか。 

○【小口俊明委員】 はい。ともにです。 

○【遠藤直弘委員長】 ありがとうございます。 

 意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 初めに、陳情第８号についてお諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

 可否同数であります。よって、国立市議会委員会設置条例第16条の規定により、委員長において本

陳情に対する可否を裁決いたします。 

 本陳情について、委員長は不採択と裁決いたします。 

 続きまして、陳情第９号についてお諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 可否同数であります。よって、国立市議会委員会設置条例第16条の規定により、委員長において本

陳情に対する可否を裁決いたします。 

 本陳情について、委員長は不採択と裁決いたします。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１１時３６分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時４９分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(4) 第３６号議案 公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

案 

○【遠藤直弘委員長】 第36号議案公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例の一部を改正

する条例案を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。行政管理部長。 
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○【雨宮行政管理部長】 それでは、第36号議案公益的法人等への国立市職員の派遣等に関する条例

の一部を改正する条例案について補足説明させていただきます。 

 本条例案は、国立市から職員を派遣することができる公益的法人等に、このたび新たに設立を予定

している社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団を追加するとともに、地方公務員法の一部改

正に伴う規定の整理を行うため条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、内容について御説明いたします。 

 初めに、職員を派遣することができる団体を規定している第２条第１項については、第３号として

社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団を追加するものでございます。 

 次に、職員の派遣の除外規定を定めている第２条第２項第３号については、条件つき採用期間中の

職員は派遣の対象とできないことを規定してございます。このたび、条件つき採用の根拠となる条項

を引用している地方公務員法が改正されたことに伴い、第22条第１項を第22条に改めるものでござい

ます。 

 次に、付則でございますが、第２条第１項第３号の規定については、社会福祉法人くにたち子ども

の夢・未来事業団の設立認可のあった日から、また、第２条第２項第３号の改正規定については、地

方公務員法の改正の施行日と合わせ令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 何点か質疑させていただきます。 

 この条例を改正するということなんですけれども、それによって、いわゆる職員さんたちはどのよ

うに変わるか。待遇面であったりとか、処遇面であったりとか、仕事の内容の変化、そういったとこ

ろはあるんでしょうか。内容を教えていただけますか。 

○【平職員課長】 お答え申し上げます。職員の待遇というところなんですが、この条例に基づいて

派遣された場合でも、原則としては、今の職員の給与条例であったり、国立市の保障している勤務条

件が維持されるということでございます。 

 あと、仕事の内容につきましても基本的には今と……（「違うよ」「違うということは」と呼ぶ者

あり） 

○【永見市長】 例えばこの条例というのは社会福祉協議会であるとか、さまざまな法人へ派遣され

るわけです。そうすると、国立市で、健康福祉部あるいは子ども家庭部にいた人間が社会福祉協議会

の仕事をやることになるわけですから、当然仕事の内容が変わるということはあり得るということで

す。 

 これは社会福祉の事業団へ行くわけですから、事業団の本体の事務を扱う職員の場合は仕事が今と

変わる。だけれども、矢川保育園のことに限って言えば、今の仕事と変わらないと考えていただけた

らいいと思います。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございました。理解できました。 

 今回、矢川保育園の保育士さんですけれども、何人の保育士さんを派遣する予定で、また期間、こ

の辺を教えていただけますか。 

○【平職員課長】 具体的に保育士を派遣する時期というのはもう少し先になりまして、現在のとこ

ろ、何名派遣するというのは明確に決まっているものではございません。ただ、今、保育士は15名で

ございますので、基本的には事業団に事業を移管した場合には同程度の職員が派遣されるということ
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でございます。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 ちょっと補足させていただきます。今現在、22名の保育関係の

職員がおります。今、説明があったように保育士が15名です。それ以外に栄養士さんだとか、調理師

さんがおりますので、そういった方々が、もしそのままいけばその人数が派遣されることになります。

そのスタートが、今のところの予定としては令和３年の春を目指して、新しいところでの保育園の開

園を目指していますので、保育事業に関してはそこをスタートとします。そこから派遣という予定に

なっています。 

 今回の派遣条例では、いわゆる事務方が、この事業団が正式に成立すれば、そこから派遣という形

を目指しているという、そういう状況でございます。 

○【住友珠美委員】 先ほど期間と言いましたけれども、派遣期間を教えてください。 

○【平職員課長】 派遣期間につきましては、原則３年ということが条例で規定されておりますが、

場合によって、必要に応じて５年まで延長可能になりますので、 長で５年ということになります。

以上です。 

○【住友珠美委員】 ３年ということでしたよね。現場からの声を聞いたときに３年というのはちょ

っと短いと。というのは、やっぱりお子さんたちを受け持ちしながら、内容が保育士さんと変わらな

いということであれば保育士さんで行かれるのであるとすると変わらない。そうなると、５年と言い

ますけれども、５年たってしまうと、皆さんを派遣した５年たつと、そこの職員さんは全てかわって

しまうのか、その辺の不安があるんですけれども、どうなんですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 まず派遣法のほうで基本が３年なんですが、いわゆる任命権者

が認めれば、必要であれば５年となっております。５年という期間で一斉にかわるということではな

くて、当初の約束としては緩やかに、いわゆる保育環境に影響のない形でかえることを考えています

ので、引き揚げをその期限の中である程度派遣の期間を終えるということです。ただし、その入れか

わりをどういうようにやっていくかというのは今後現場とよく話し合いながら進めるということにな

りますので、いわゆる一斉にかわるということではないです。そういうことで保育環境に影響のない

形で丁寧に進めたいと考えてございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 保育園の民営化で一番重要視していたところが、お子さんたちが急に先生がか

わってしまうとか、保育士がかわってしまうとかというところも心配されていたと思うんですけれど

も、期間のことに対して職員さんも心配されているんです。 

 保護者さんに対する説明とかはされているとは思うんですけれども、逆に職員さんたちに対しては、

派遣をしていくことの細かな説明、どういうふうになっていくのか、そのことに対してはきちんと説

明を終えている状態なんでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 今、いわゆる保護者さんへの対応と、職員と話し合う機会を随

時設けています。今の段階では、まず職員会議で現場の矢川保育園と話しています。今後、矢川保育

園だけではなくて、４園ありますので、４園の中で逐次状況をお知らせして話し合いをしていこうと

思っています。それと、個別面談というか、個々の職員のいろいろな考え方、これは単に職員の待遇

ということではなくて、例えば保育をどうしていきたいのかとか、例えば矢川保育園で新しい保育園

になるとどういう保育園をつくっていきたいのかとか、そういったこともあわせて、職員とよく話し

合いながら決めていきたいと思っていますので、この事業団設立前までにそういったことを進めて、

設立後も開園に向けてはそういった形を順次とっていきたいと思っております。以上でございます。 
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○【住友珠美委員】 今、部長のほうから、個別面談、保育をどうしていくのかというところであり

ましたけれども、以前、私たち共産党では、公立保育園が50年以上の間に培ってきたガイドラインを

しっかりつくっていくことで事業団の補強になるんじゃないかと思いまして、このガイドラインの作

成を強く訴えていたと思うんですけれども、これはもうでき上がったと考えていいんでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 ガイドラインということなんですけれども、どういうガイドラ

インという、見方がそれぞれ現場のほうでも考えてございまして、今は公立保育園による保育実践集

という形で検討を進めていました。ただし、公立保育園の志が非常に高いので、それがまとまっては

いるんですが、これをどういう形に活用しようかということで、まだそういった途中ということがご

ざいます。 

 例えばガイドライン的なものはあるんですけれども、これから矢川保育園を運営するに従って、ど

ういう保育園にするのか。今までの公立保育園の実績とか、いろいろなやるべきこととか、それは当

然確認したいです。それと新たに事業団でやる保育園をどういうものにしていくのかということで、

ここで少し中長期の考え方を今まとめるところです。これから作成していきます。これは現場の保育

士さんともよく話していきたいと思っています。そういった中で、今までの実績、培ってきたものを

生かして矢川に持っていきますし、その中で公立保育園の役割も確認しますし、今後新たに目指すも

のは何かというところもつくっていきたいと思っております。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ガイドラインじゃなくて、保育の実践集で落ちついてしまったのかなと思うん

ですけれども、これをもって、市としては、もっとさらに事業団としては高めていきたい。今、つく

っている 中になっているということですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 ガイドラインというのは、目指すものは市内全体の保育環境と

いうところで、保育・幼児教育をどういうふうに目指すというところを、公立保育園に限らずという

ところも１つの目標としてはあるんですね。それはまだまだ共有化されていない部分があるので、そ

こに持っていくには、いろいろな機関が入ったりとか、先生方の御意見を聞かなくてはだめなので、

そういうものはまだこれからということになります。ただ、ここで公立保育園の現状というか、これ

までの実績等を出し合って確認し合っていますので、それは先ほど御紹介した保育実践集という形で、

内部的なものですけれども、一定の考え方をまとめているということです。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 １点だけ確認をしたいんですけれども、一部改正の中の第２条第２項第３号

の中に、２条というのがたしか職員派遣の内容で、第２条第１項が派遣できる先、第２項が派遣でき

る職員だと思うんですけれども、除外という説明が今あったように思ったんですが、除外対象とはど

ういう意味ですか。意味がわからないです。 

○【平職員課長】 お答え申し上げます。条例の第２条第２項でございますが、これは地方自治法の

中で、条例で定める職員は派遣対象としない、派遣対象から除くというような規定がございまして、

それに基づいて第２条第２項で除外の規定を設けているということで……（「違うでしょう」と呼ぶ

者あり）済みません。地方自治法ではなくて、公益的法人等への……（「地方公務員じゃないの」

「じゃないです」と呼ぶ者あり）いえ、ではないですね……（「公益的法人等への一般職の」と呼ぶ

者あり）大変失しました。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づいて…

…。済みません、今回、こちらを改正しましたのは第２条第２項第３号です。もともと地公法の第２

条第１項に、条件つき採用という規定がございました……（「２条ではなくて22条ですね。わかりま

した」と呼ぶ者あり）そうですね。第22条第１項に条件つき採用というのが規定されていまして、そ
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ちらのもとの地公法のほうが改正になって、第22条第２項が削除されて、第22条だけに条文が変わり

ましたので、それに合わせて改正するということです。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。ということは、この条例は派遣できる職員さんの規定ですよ

ね。条例のほうは、派遣できる職員が、今までは条件つき採用及び臨時的任用だったものの臨時的任

用が消えてとかというふうにして、地公法の22条が改正されたんですよね。２項以降が全部がっと消

えてという話ですよね。１項だけになって、そこから先、地公法については22条の２とか３というの

ができて細かく規定が変わったんですよね。それに基づいて、私の解釈だと条件つき採用の方は採用

するという条例になっているのかと思ったら、そうではない。除外なんですか。済みません、もう一

回ちょっと。 

○【平職員課長】 条件つき採用につきましては、地方公務員が任用されるときに、基本的には我々

正規職員であると、半年間、６カ月間は条件つきの採用となります。その間は分限処分の対象であっ

たり、そういった対象から除外されて、勤務成績が悪い場合は分限を経ないで免職であったり、そう

いった対象と、いわゆる身分が一定程度不安定というような期間がございます。その間の期間は派遣

から除くと、そういう規定になっています。 

○【稗田美菜子委員】 そういう意味ですね。わかりました。ありがとうございます。 

○【小口俊明委員】 先ほどの答弁の中で派遣の期間の話がありました。標準的には３年ということ

で、場合によっては５年ということで、ここの考え方を教えていただきたいんですけれども、私が想

定したところで考えると、子供たちへの影響を 小限にとどめたいというところが大きな方針なんだ

ろうなというところから来ているのかなと思ったわけです。そうなりますと、理論的に言うと、ゼロ

歳から担当された保育士が、そのまま同じ保育士が同じお子さんを見るとなると、ゼロ、１、２、３、

４、５歳児、期間で言うと６年間というところかと思いますけれども、ここを 長５年とした考え方

についてちょっと整理して教えていただけますか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 これは現場の現状で申しますと、卒園児で見ていくと６年間と

いう御指摘なんですが、実際としては、いわゆる保育の継続性、例えば担任が２人担任、何人担任と

いうふうにそれぞれのクラスの人数割合によって違います。今の公立保育園の大切にしているのは、

例えばゼロ歳児から１歳児に上がるところですとか、あるいは４歳、５歳の部分、ここは１人担任で

必ず上がっていくとかで、ただ、その中で異動とかがあるのですが、保育全体を見るということで、

いろいろな先生がかかわることが大切だということも聞いております。派遣期間は 大５年間という

決まりがありますので、そういった中で今までやってきたことの大切な部分を押さえつつ、その子供

をできる限り長く見る、あるいはいろいろな先生で見るという、そんな環境をつくっていくというこ

とで、限られた条件の中でやっていくというふうに今のところ考えております。以上でございます。 

○【小口俊明委員】 理論的に言えば 長６年間という想定があり得るのだけれども、それをベース

として考えるということではなくて、標準的な３年という派遣の期間の中で、矢川保育園、この新事

業団の中で、子供たちに 善の保育環境を実現する運用を、その３年という期間を標準として行って

いくと、そういう方針であると、そのように理解してよろしいでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 やっぱり子供の環境というところを一番重視して、今、委員の

おっしゃるような形で取り組みたいと思っております。以上でございます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【住友珠美委員】 第36議案には反対の立場で討論いたします。 

 国立市の公立保育園は、ベテランから新人まで幅広い年代層が活躍しています。組織的に見ても安

定感があり、成熟していると考えられます。なかなかここまでの経験を持つ保育園を一からつくって

いくのは大変である、公立４園を民営化しないでしっかり守っていく、それが公立が果たすべき役割

であると私たち共産党は考えておりますし、事業団ということでありますけれども、民営化というと

ころで反対という立場をとっております。 

 保育士の身分保障、働く者が安心して働ける土台をつくる上で大変重要な要素です。私たちは、こ

の点、まだまだ懸念材料として見逃せない点があるため、第36号議案には反対とさせていただきます。 

○【石井伸之委員】 第36号議案に関しましては賛成の立場で討論をいたします。 

 まず、やはり保育園民営化を考える上で、職員組合の方々とも協議をされる中で、市職員の中で非

常に大変な議論をしていただきました。そういった中で、この事業団方式で職員の派遣をする、そう

いった考え方の中で１つの着地点として形成をした中で、この議案が提案をされたものと認識をして

おります。 

 そういった中で考えますと、やはり今後の国立市職員のあり方、さらに今後の財政健全化、また働

き方改革、こういったものを総合的に勘案する中で、この事業団をしっかりと設立していく中で、今

後の国立市職員のあり方をしっかりともう一度検討する中で、さらなる保育園の民営化等もしっかり

と進めていく中で、この事業団を確かなものとして確立をしていくようにお願いをいたしまして、本

条例案は賛成といたします。 

○【小口俊明委員】 本案は賛成であります。 

 これまで長い時間をかけて、ここまで子供たちの保育環境、そして、子供たちの 善の利益という

ところで国立市としてこの事業を進めてきた中で、事業団というところが子供たちの保護者の皆さん

の御理解、また、職員の皆さんの理解、そして議会の中でも合意形成をつくる中でここまで進めてま

いりました上での第36号議案ということでは、ここをしっかりと、先ほど各質疑の中で確認をさせて

いただいた運営の方針も堅持しながらぜひ進めていっていただきたい、このように考えますので賛成

であります。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時１１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時１４分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

  議題(5) 第３７号議案 国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案 
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○【遠藤直弘委員長】 第37号議案国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案を議題といたし

ます。 

 当局から補足説明を求めます。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、第37号議案国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案に

つきまして補足説明を申し上げます。お手元に配付しております総務文教委員会資料№29国立市市税

賦課徴収条例の一部を改正する条例案の主な内容について及び同№30国立市市税賦課徴収条例の一部

を改正する条例案新旧対照表に基づいて御説明申し上げます。 

 初めに、総務文教委員会資料№29国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案の主な内容につ

いてをごらんください。大きく３点の改正がございました。 

 １点目、個人市民税関係です。 

 (1)はふるさと納税制度の見直しです。寄附の募集を適正に行い、３割以下の返礼割合の地場産品

を返礼品としているとして、国が指定した団体になされた寄附金がふるさと納税制度の対象とされる

ことになります。交付の日から施行いたします。 

 (2)のひとり親家庭の非課税措置の拡充は、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金

額が135万円以下のひとり親（単身児童扶養者）を非課税とするものです。単身児童扶養者とは、児

童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または事実婚を含

む配偶者の生死の明らかでないひとり親としております。令和３年１月１日施行となります。 

 ２点目は、軽自動車税関係です。 

 (1)の軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置は、令和元年10月１日施行の環境性能割の税率を１

年間臨時に軽減するものです。 

 (2)の軽自動車税環境性能割の非課税及び減免規定を東京都規定に統一は、市税である軽自動車税

環境性能割ですが、東京都が徴収することとされたため、非課税規定等を東京都の取り扱い基準に合

わせるものでございます。令和元年10月１日施行です。 

 (3)の軽自動車税種別割のグリーン化特例の見直しは、令和元年度までとされておりましたグリー

ン化特例を令和５年度まで延長し、令和３年度までは今までどおり、令和４年度、５年度につきまし

ては適用範囲を電気自動車等に限定し適用することとしております。 

 ３といたしまして、地方税法等の改正に伴う引用条項ずれの修正及び文言整理を行っております。 

 以上が改正の主な内容でございます。 

 次に、総務文教委員会資料№30国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案新旧対照表により

条文ごとに改正内容を御説明申し上げます。このたびの改正は改正第１条から第３条までとなってお

ります。 

 まず、１ページをごらんください。第１条による改正でございます。 

 初めに、第31条の７第１項ですが、ふるさと納税制度の対象となる寄附金を総務省の指定を受けた

地方団体への寄附金として特例控除対象寄附金と命名し、限定しております。条例附則第８条の４は

条項ずれによる引用条文の整理です。 

 ２ページの条例附則第10条第１項から第３項は、寄附金控除の申告の特例手続について該当部分が

新たに命名された特例控除対象寄附金となるよう文言整理を行っております。 

 ３ページの条例附則第10条の２で、特例控除対象寄附金について所得割の額から控除すべき額を控

除するものとしております。 
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 次に、第２条による改正です。 

 第33条の２から４ページの第33条の３までは、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得

金額が135万円以下であるひとり親を単身児童扶養者として非課税とする措置拡充が令和３年度から

施行できるよう、特別徴収の手続において令和２年から該当する給与所得者や公的年金所得者が単身

児童扶養者である旨の申告手続等ができるように関係条文の整理をしております。また、単身児童扶

養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者また

は事実婚を含む配偶者の生死の明らかでないひとり親でございます。 

 ５ページの第33条の４は条例改正による引用条文の項ずれの整理です。 

 次に、条例附則第19条の３は、軽自動車税の環境性能割の１％課税該当軽自動車について、令和元

年10月１日から令和２年９月30日までを特例期間とし、この特定期間に取得した場合に非課税とする

規定を新設しております。 

 次に、６ページの上段ですが、旧条例附則第19条の３を新条例附則第19条の３の２とし、第２項、

３項、４項を追加し、第２項で環境性能割の適用判断を国土交通大臣の認定に基づくものとし、第３

項でメーカー等が不正な手段で環境性能を偽って登録していたことが判明し、環境性能割の見直しが

あった場合はメーカー等がその差額の支払い義務を負うという規定でございます。さらに第４項でそ

の場合は差額に100分の10が加算されることになりました。 

 続きまして、条例附則第19条の４は、軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免について東京都の

条例の定めに準じて第１項で非課税規定を新設し、第２項で減免の規定を定めております。 

 ７ページの第19条の７は、第３項で軽自動車税の環境性能割の２％課税該当者について特定期間に

取得した場合に１％とする規定を追加しております。 

 次に、条例附則第20条は、第１項で軽自動車税の経年による重課税の規定の整備を行い、第２項か

ら９ページまでの第４項を改正し、令和元年度までとされていたグリーン化特例について令和３年度

まで特例を延長する規定をしております。 

 次は９ページ下段の条例附則第20条の２です。先ほど新条例の附則第19条の３の２の環境性能割で

規定した、不正な手段で判定された環境性能が発覚したときのメーカー等に対する不足額の支払い義

務ですが、軽自動車税の種別割についても同様の規定が本条第１項から次ページの第３項で規定され

ました。 

 続きまして、同じく10ページ、第３条による改正です。 

 第21条（個人の市民税の非課税の範囲）ですが、第１項第２号に単身児童扶養者を追加し、児童扶

養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を非課税対象に加えてお

ります。令和３年度から適用されます。 

 次の条例附則第20条の改正は軽自動車税の種別割の税率の特例ですが、11ページの第５項を追加し、

グリーン化特例の適用範囲を限定して令和４年度と５年度に適用することとしております。 

 次の条例附則第20条の２は前条に第５項の追加による項ずれの整理です。 

 続きまして、改正附則でございます。 

 第１条で改正条項ごとに施行日を定めております。12ページの第２条、13ページの第３条及び14ペ

ージの第４条は個人の市民税に係る経過措置です。第５条及び第６条は軽自動車税に係る経過措置で

ございます。 

 以上が国立市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例案の補足説明でございます。よろしく御審査
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のほどお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 簡単に伺います。何点かだけお伺いしたいんですけども、まず、軽自動車税

関係のところで、税率が下がっている、性能割で下がっていくという、これもう１個、性能割だけじ

ゃないですよね。もう１個別のところで下がっていると思うんですけど、庁用車というのですか、庁

内で使っている車、このタイミングで買いかえたほうがいいとか、もうすぐ買いかえなきゃいけない

とかいう車があるような場合とか、こういう税制制度の改正に伴って見直しをきちんと考えたりする

のか、これとは全く別に耐用年数等で考えているのかどうなのかお伺いいたします。 

○【津田総務課長】 お答えします。庁用自動車につきましては耐用年数10年を超えるような車とか、

あと、乗りかえに際して今ある庁用自動車も有効活用できないのかとか、そのような観点で考えてま

いりたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 そこについてはわかりました。そんなふうに考えているということで、細か

なことは討論で述べますが。 

 あと、もう一点だけ。ふるさと納税の返礼品は今後どういうふうに考えていらっしゃるのかお伺い

いたします。 

○【黒澤政策経営課長】 返礼品につきましてはいろいろと今回細かく規定がされたところでござい

ます。今出しているものは全て指定を受けたというふうに思っておりますので、基本的には今出して

いるものを中心に考えておきますけれども、分析してみますと、国立市の場合には１件当たりの寄附

額が大きいものが多いんですね。ですから、１万円ではなくて平均単価が10万円ぐらいいっておりま

す。ですから、これははっきり言いまして高額納税者の方に魅力のあるものをそろえることが、端的

に申し上げれば、寄附額をたくさん得る手段であるという理解をしております。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 討論させていただきます。 

 本条例案については賛成の立場で討論させていただくんですけれども、まず、庁用車について、も

ちろん耐用年数も大事だと思います。ですけれども、なぜこういう制度が、この場合は消費税の引き

上げに対してということもあるんですけども、どんなものでもそうですけれども、技術革新によって

開発されたものについては環境も含めて性能がよくなっているということがあると思いますので、耐

用年数だけではなくて、どういったことが今後の国立市にとっていいのかということを総合的にぜひ

勘案していただきたいということを申し述べておきます。 

 それから、ふるさと納税についてですけれども、高額納税者に対し魅力的なものをしっかりと１つ

ずつつくっていくのがいいのではないかというふうに当局としては考えているということで理解いた

しました。他の委員もよく言っていますけれども、返礼品というものをガバメントクラウドファンデ

ィングという形で捉えてもいいと思いますし、さまざまな可能性を大きく広げてつくっていただきた

いということを申し上げて賛成の討論といたします。 

○【藤江竜三委員】 ふるさと納税については他の自治体と逆に条件がそろう面もあるのかと思いま

すし、今までですと、アマゾンのポイントを還元して集めるという自治体、それは勝てないだろうと

いう条件の中で戦っていた面もあります。しかしながら、今回３割でそろえて、地場産品ということ
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でございますけども、国立市内のよいものを見つけ、いろいろな組み合わせなどをさまざまな手法を

使う中で、ぜひとも高額納税者をこれからもターゲットにしていってお金を集める努力を続けていっ

ていただけたらと思います。賛成の討論といたします。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(6) 第３８号議案 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税

の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案 

○【遠藤直弘委員長】 第38号議案アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽

自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、第38号議案アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車

等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明

申し上げます。 

 お手元に配付しております総務文教委員会資料№31「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽

自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例案の内容につい

て」及び総務文教委員会資料№32「同条例案の新旧対照表」に基づいて御説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、資料№32の新旧対照表の１ページから２ページにかけてお示ししておりますが、

条例の題名から、第１条、第２条、第３条、第４条及び第１号、第２号様式まで地方税法の改正に伴

い、軽自動車税という文言を軽自動車税の種別割及び軽自動車税（種別割）という形に改めるもので

ございます。 

 次に付則でございます。 

 第１項、施行日は、地方税法の施行に合わせ令和元年10月１日としております。 

 第２項としまして、適用は令和２年度の軽自動車税の種別割からとし、令和元年度までの軽自動車

税の種別割については従前の例によるものでございます。 

 以上がアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例

に関する条例の一部を改正する条例案の補足説明でございます。御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 今回のこの第38号議案は軽自動車税を軽自動車税（種別割）に改める文言整理

ということで、内容には変化がないということで理解いたしましたけれども、そもそもこの条例、も

とは日米地位協定、これがもとになっているといったところで考えてよろしいんでしょうか。 

○【山田課税課長】 はい。条例制定を必要とする根拠が地位協定の実施のための国内法にございま

す。税率も地位協定に基づく日米合同委員会の合意事項により決められたものでございますので、日

米地位協定に基づくものと認識しております。 
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○【住友珠美委員】 ありがとうございます。これ日米地位協定に基づくものということですけれど

も、そうなると、この税率の問題かなというふうに、そこ入らせていただくんですけど、この税金、

一般の方と税金の差というのでしょうか、どのぐらいになっているのかというのを今おわかりになり

ますか。 

○【山田課税課長】 はい。125㏄未満の二輪車、バイク、こちら一般ですと2,000円から3,700円で

ございますが、こちらが500円。125㏄以上のバイク、一般ですと3,600円から6,000円のところが

1,000円。軽自動車につきましては、一般ですと1,000円から１万2,900円が3,000円となります。おお

むね３分の１から６分の１程度になりますが、軽自動車に係るグリーン化特例の適用がございません

ので、グリーン化特例 高ランクの軽自動車につきましては、一般1,000円のところ米軍関係の場合

3,000円となります。 

○【古濱薫委員】 この対象になる車、持ち主だとか、今どのぐらい市内にあるんですか。 

○【山田課税課長】 おりません。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 第38号議案には反対の立場から討論させていただきます。 

 そもそもアメリカ軍隊隊員の軽自動車税減額を行うものということであります。日本国民と比べま

して大体３分の１から６分の１ですか、本当に減額、大分不公平だというふうに私なんかは考えられ

ます。しかも、そのもとにあるのが日米安保条約に対する日米地位協定ですよね。これに基づく日米

協定があってこの特例をしいているということであります。こういうアメリカに対する特権的な、そ

して、経済的な特権を与えるものとしては決して私たちは認められるものではないと考えております。 

 平成30年度には横田基地の近くの５市１町の長と東京都知事から横田基地対策に関する要望書が上

がっておりまして、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣などに充てられているんですけれども、その

要望書の中では、米軍の構成員等の私有車両に対する自動車税及び軽自動車税の優遇制度を是正する

こと、こうした要望書も上がっているところでございます。ですので、私たちこの条例、文言整理で

はありますが、もともとを考えまして反対とさせていただきます。 

○【石井伸之委員】 賛成の立場で討論いたします。 

 この条例、根本的に言いますと、日本国とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約、これ

に基づいて制定をされている、そういった条例であると認識をしております。そういった中でたしか

先ほど課税課長より対象台数はないというのは情報をいただきましたが、これはしっかりと条例改正

をしておかないと、いざ対象の方が来た際に速やかな対応ができないということを考えましても、こ

れはしっかりと、日本国とアメリカ合衆国との関係もありますので、しっかりと条例改正を行って、

そのときに対応すべきだということを考え、賛成といたします。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 



－ 35 － 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(7) 第４０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案 

            （歳入のうち所管する部分、総務費、教育費） 

○【遠藤直弘委員長】 第40号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案のうち、総務文

教委員会が所管する歳入、総務費の一部、教育費を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案のうち総務文

教委員会の所管する部分につきまして補足説明いたします。 

 初めに、歳入について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。 

 款15都支出金、項２都補助金については、健康増進法の一部改正を受け、庁舎敷地内に公衆喫煙所

を設置することに伴い、受動喫煙防止対策の強化に伴う環境整備事業経費補助金を追加するものでご

ざいます。項３委託金につきましては、国立第三小学校が東京都のオリンピック・パラリンピック教

育アワード校に決定したことに伴い、オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金の増額を行

うものでございます。 

 款18繰入金、項２基金繰入金につきましては、今回の補正予算の100万円単位の財源調整として財

政調整基金繰入金を増額しております。 

 款19繰越金、項１繰越金につきましては、100万円単位未満の財源調整のため、前年度繰越金を増

額しております。 

 款20諸収入、項４雑入につきましては、熊本県益城町及び岩手県大船渡市に派遣している職員の給

与等について、益城町及び大船渡市から交付される派遣職員人件費負担分を追加するものでございま

す。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。12ページ、13ページをお開きください。 

 款２総務費です。項１総務管理費につきましては、益城町及び大船渡市から交付される派遣職員人

件費負担分を職員人件費等に充当することにより財源構成を変更するものでございます。また、健康

増進法の一部改正を受け、庁舎敷地内に公衆喫煙所を設置することに伴い、公衆喫煙所設置等工事の

費用を追加するものでございます。項２徴税費につきましては、プレミアム付商品券事業費に係る事

務費の一部としてパソコン等事務機器借り上げ料を追加するものでございます。 

 18ページ、19ページをお開きください。 

 款10教育費、項１教育総務費につきましては、国立第三小学校が東京都のオリンピック・パラリン

ピック教育アワード校に決定したことに伴い、謝礼と備品購入費を追加するものでございます。また、

適応指導教室におけるインターネット環境を整備するため、学校インターネット回線敷設委託料を増

額するものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には

補正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 今回の一般会計補正予算（２号）案に対して反対の立場から討論いたします。 
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 他の委員会の所管する予算におきまして賛成できないところがございますので、この補正予算案に

は反対といたします。 

○【石井伸之委員】 本補正予算案に関しては賛成の立場で討論をいたします。 

 特に都の条例改正によりまして公共施設等室内におきましては喫煙ができないということから、こ

の国立市役所でも受動喫煙防止に向けた、屋外での喫煙所設置に向けた補助金という形で896万4,000

円、こういったものも計上されております。また、さらに今後の保育園民営化に関するくにたち子ど

もの夢・未来事業団、こちらの運営補助金といった非常に重要な予算もこの補正予算の中に入ってい

るところもございます。そういった観点から鑑みましてもこの本補正予算、しっかりと成立をさせる

中でこの国立市政発展につなげていきたいということを考えまして賛成といたします。 

○【小口俊明委員】 本補正予算の中に他自治体のところで大変自然災害で苦しんでいらっしゃると

ころに対応する国立市の姿勢を示す中での補正予算も入っております。これはぜひ賛成をしてまいり

たい、このように考えます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で、本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方はここで退席してい

ただいて結構です。 

 それでは、報告事項に入ります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(1) 損害賠償請求事件について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(1)損害賠償請求事件についてに入ります。 

 当局から報告をお願いします。法務担当課長。 

○【中村法務担当課長】 それでは、報告事項(1)について、総務文教委員会資料№27損害賠償請求

事件についてにより御報告申し上げます。 

 この事件は、国立市の職員の行為によりプライバシー権の一種である自己情報コントロール権のう

ち、みだりに私生活に関する情報を収集・公開・利用されることのない自由を侵害されたとして、国

家賠償法第１条第１項に基づき慰謝料等の支払いを求められている訴訟でございます。 

 初めに、事件の当事者でございますが、原告は個人の方２名、被告は国立市でございます。 

 請求の趣旨の主な内容でございますが、被告は原告Ａに対し、132万円及びこれに対する平成28年

11月30日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。原告Ｂに対し、33万円及びこれに対す

る平成28年11月28日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払えとの判決を求めるものでござ

います。 

 原告の主張は、先ほど概要で御説明差し上げたとおり、職員の行為によりプライバシー権の一種で

ある自己情報コントロール権を侵害され、精神的苦痛によって損害をこうむったというものでござい

ます。 
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 所轄裁判所は東京地方裁判所立川支部。 

 訴状受領年月日は平成31年４月３日でございます。以上御報告申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。 

 なければ、報告事項(1)損害賠償請求事件についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(2) 平成３０年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(2)平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応に

ついてに入ります。 

 当局から報告をお願いします。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 はい。それでは、報告事項(2)平成30年度事務事業評価結果報告書に対す

る市の対応につきまして、お手元の総務文教委員会資料№33に基づき御報告をさせていただきます。 

 本件につきましては、従前は国立市事務事業評価委員会から提出されました報告書につきまして委

員会で御報告をしていたところでございますが、今回よりその報告書に対する市の対応につきまして

御報告させていただく形としております。 

 事務事業評価委員会より提出のありました報告書本体につきましては、改選前から議員でおられた

皆様には平成31年２月12日付で、改選後に議員になられた皆様にはさきの６月４日付でお配りしてい

るところでございます。 

 それでは、資料に基づきまして総務文教委員会に関連する分野につきまして概要を御説明申し上げ

ます。 

 まず、10ページをお開きください。建築営繕課が所管いたします、小・中学校教育環境整備事業で

ございます。 

 委員からの主な御意見でございますが、今後の事業推進について計画または方針の作成が必要であ

ろうといったこと、設計管理業務等については民間委託を検討すべきといったようなこと、ブロック

塀の修繕等突発的な事態に即座に対応していることを評価したいといったようなことなどが挙げられ

ております。 

 市の対応につきましては、教育環境整備に係る各学校施設整備の長期計画を作成していく、設計管

理業務等における民間委託も活用していくことを検討したい、学校施設の建替え時・大規模改修時に

はインクルーシブ教育の観点からの施設整備の検討などをしていくといったこととしております。 

 続いて17ページをお開きください。教育指導支援課が所管しております、特別支援教育・インクル

ーシブ教育推進事業でございます。 

 委員からの主な御意見としましては、インクルーシブ教育はこれからの特別支援教育の基底となる

考え方である、さまざまな機関と連携し、児童・生徒のニーズに応えていこうとする担当課の姿勢は

評価できるといったこと、両事業の積極的統合の内容や成果の展望が不明確である、事業の内容を精

査し、有効性・効率性の向上を図られたいといった御意見、また、今後の展開についてはコストパフ

ォーマンスの視点から慎重に検討すべき、スマイリースタッフの必要性、人員について業務内容、勤

務条件等も含め考え方を整理することが必要ではないかといった御意見等が挙げられております。 

 市の対応に関しましては、しょうがいの有無にかかわらず、同じ場でともに学ぶ環境の整備をして

いくこと、財政的観点も考慮したスマイリースタッフ等各種支援員のあり方の検討をしていくといっ

たこと、両事業の統合に当たり、効率的・効果的な事業執行を目指していくことなどとしております。 
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 続いて、21ページをお開きください。市民課が所管しております、コンビニ交付事業でございます。 

 委員からの主な御意見としましては、現状ではコストパフォーマンスが悪いため、個人番号カード

の交付率を高めていく努力をお願いしたい、コンビニ交付の利用率向上において窓口手数料とコンビ

ニ交付の手数料に差をつけるという方法は検討に値する、コンビニ交付の普及に応じ将来的には人員

見直し、業務再編等を図られたいといったことなどが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、引き続きコンビニ交付の利用件数及びマイナンバーカードの取得率向

上に向けた周知・啓発を行っていく、令和２年度の実施に向けて交付手数料の改定を検討していく、

コンビニ交付及びテレホンサービスのあり方を検討していくなどとしております。 

 続いて、24ページをお開きください。情報管理課が所管しております、職員図書・資料整備・管理

事務でございます。 

 委員からの主な御意見としましては、加除式法令集については担当課において自主的に見直しを行

っており、行政評価のサイクルを適切に行ったことは評価する、利用履歴のほとんどないものは利用

を中止すべきではないか、定期的に利用されるように担当課による積極的な周知が必要といったこと

などが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、利用実績のない蔵書の定期的な整理を行う、職員アンケートの実施等

による有効かつ効率的な図書管理を行う、職員への効果的な周知を行っていくなどとしております。 

 後に、31ページをお開きください。市長室が所管しております、女性等相談支援事業・男女平等

推進施策事業でございます。 

 委員からの主な御意見としましては、男女平等施策において国立市は先進的に取り組んできている、

他市の女性からの相談が多いという課題については、国立市民に不利益が生じないよう、適切な方法

を検討されたい、実態を他市と共有し、同様のサービスを開始するよう働きかけるべきといったこと、

また、相談を受ける職員へのフォローを図られたいといった御意見などが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、夜間・休日の電話相談事業の公益化に向け、他市及び東京都へ働きか

けを行うこと、ＤＶ被害者の方への支援等における民間事業者及びＮＰＯ等の連携をしていくこと、

相談員へは定期的なサポートを行っていくことなどとしております。 

 以上が総務文教委員会分野の評価及び対応の概要でございます。 

 令和元年度の委員会運営につきましては、委員からの御指摘を真摯に受けとめ、運営の改善を図る

とともに、引き続き内部評価の精度向上にも取り組んでまいります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。小口委員。 

○【小口俊明委員】 はい。説明ありがとうございました。今回からこのような形でということでし

た。 

 それで、私なりに理解をすると、いわゆるこれはＰＤＣＡということの一環なのかというふうに理

解したところでありまして、ＰＤというものがあった上でＣということで私の捉え方では委員会の報

告があるということで捉えればいいのかというふうに理解をした上で市の考え方対応というのはその

後に来るＡという位置づけになるのかと、そのような見方でこれ報告を今受けたんですけども、そう

いう捉え方でよろしいでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 はい。今委員がおっしゃられたとおりだと考えております。 

○【小口俊明委員】 であるならば、ＰＤＣＡのサイクルをしっかりと回していくということだろう
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というふうに思うわけです。そうなりますと、この今報告のあった市の考え方及び対応、対応のとこ

ろがそのＡという部分の非常に重要なポイントかというふうに思うわけであります。そのことがここ

に記されているということだと思います。そうなると、ＰＤＣＡは１回で終わるんじゃなくて、これ

はサイクルですから、その次のＰＤＣＡにつなげていかなきゃいけないということがそもそものＰＤ

ＣＡのあり方だろうと思います。その意味でここに書かれてある市の考え方と対応というものが次の

ＰＤＣＡにつながっていくというところの仕組みということについてどのように考えて、実際どのよ

うに実践されていくのか、それを補足的な説明がいただければと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 これは事務事業評価に基づいておりまして、事務事業評価につきましては

一部を除きまして毎年度行っておりますから、まず、基本的にはそこで毎年度の中で回していくとい

うことが１つ、また、事務事業評価委員会におきましても、その前年度の取り組みについて事務事業

評価委員会にも御報告をしておりますので、そのあたりの進捗管理はしっかり行ってまいりたいと考

えております。 

○【藤江竜三委員】 コンビニ交付事務について具体的な内容のところで伺いたいのですけれども、

窓口等での手数料とコンビニ交付の手数料に差をつけるという方法は検討に値すると思うという委員

の御発言があるんですけれども、こういった対応というのは実際に可能なんでしょうか。 

○【吉野市民課長】 今、次のところで使用料・手数料の見直しというのがあるんですけれども、こ

ちらで手数料をどのようにしていったらいいのかということを検討するという段階に来ておりまして、

そちらで窓口ではなくてコンビニにより導くような改定の考え方も１つあるのではないかということ

で検討を今進めているところでございます。 

○【藤江竜三委員】 そうすると、実際に差をつけるということは可能であるということだと思うん

ですけども、実際に僕も差をつけて、できれば手のかからないコンビニのほうに回していって窓口業

務に余裕を持たせていくという考え方進めることによってコンビニ交付さらに市民の方に利用してい

ただくようにしていただけたらと思います。コンビニで受け取れて、市役所にわざわざ来ることなく、

しかも、待ち時間も少ないとなれば、便利であると思いますので、ぜひともそういったこと、実際に

まだできるということを知らない方も多くいらっしゃいますので、さまざまな媒体を使ってそれを知

って皆様に体験していただけるような形をつくっていただけたらと思います。 

 それとともに女性等相談支援事業と男女平等推進施策事業なんですけども、この他市の方が非常に

多く利用されてくださっているというふうに見ますと、国立市だけで支えていくというのは難しい面

もあるのかというふうに思います。それで、東京都に働きかけていきたいというふうになっているん

ですけれども、実際東京都に働きかけてその感触というのはどうなっているのかということをお聞か

せください。 

○【吉田市長室長】 こちらは夜間・休日の女性に対する電話相談事業を中心に事務事業評価委員会

からの御指摘を受けたものと理解をしております。先進的な事業ということで他市に同様の事業がな

かったということもありまして、その電話相談に対しては他市在住の方からの御相談がこの当時、平

成29年度は約４分の１ぐらいが他市の方からの御相談だったというところです。それを受けまして、

現在私どもでは東京都の担当部局、またはこの26市の女性等の関係部署にはこういった事業があると

いうことをまず周知するとともに、事業実施の呼びかけというのはなかなか難しいところがあるんで

すけれども、この事業の効果や成果というものは周知をしているというところでございます。 

○【住友珠美委員】 17ページですけれども、しょうがいのある子供とない子供が同じ場でともに学
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ぶことができる環境整備を進める事業展開の検討を進めますというふうにありますよね。ここで考え

られるのは、フルインクルーシブ教育、これを念頭に置いてやっていこうといったことで考えてもよ

ろしいんでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 はい。こちらしょうがいのある子とない子ができる限り同じ場で学んでい

くというところの理念についてはしっかりと行っていこうということで書かせていただいております。

実際は本市についても国の状況でも多様な学び場を整備するというところが大前提にありますので、

一足飛びにフルインクルーシブというところを目指せというところに行きませんけれども、まずはで

きるところからやっていきながらしっかりと個別の支援等も充実させていきたいというところで書か

せていただいております。 

○【住友珠美委員】 国立市、市長などもフルインクルーシブ教育挙げてお話もされているところで

すので、まず一足飛びに行かなくても徐々に段階を追ってやっていただきたいというふうに思います。 

 そこで、あと、例えば、特別支援学級に対しましてはかなり進んできているかというふうに感じて

いるところなんですけれども、近隣市の、例えば、特別支援学校との連携強化というところはまだま

だ私が思うにはどうかというところもあるんですけれども、この辺強化していっていただきたいし、

国立市の子が通っているケースもございましょう。そういったところでの強化、そして、連携という

ところはいかがお考えですか。 

○【荒西指導担当課長】 特別支援学校との連携についてはまさにこれから取り組まなければならな

いものというふうに認識しておりまして、これまでも制度としてあった副籍交流ということは確実に

実施していきたいというふうに考えております。 

 そのほかに特別支援学校のノウハウというのは通常の学級で過ごしているしょうがいのあるお子さ

んたちへの支援に非常に有効に作用するということがありますので、今さまざま特別支援学校の先生

から学ぶという機会をふやしております。これはかなり通常の学級の教員とか、それから、特別支援

学級の教員に対しては非常にいい影響を与えているような状況がございますので、今後そういった連

携も強化していきたいというふうに考えております。 

○【住友珠美委員】 はい。今の御答弁聞きまして、すごい安心しました。ぜひ副籍制度などありま

すので、かなりこれを活発化させていくことで、あと、フルインクルーシブというところでは本当に

大きく可能性あるのかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○【稗田美菜子委員】 それでは何点かお伺いします。 

 今までと違ってこの事務事業評価結果報告に対して各、もともと委員さんの意見は全部表記をする

といったことで載せていただいておりますが、それに対して一つ一つ回答を出していったということ

で、まとめてではなく、この形にした理由をお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 はい。もともとこの事務事業評価委員会の特性として会自体が答えを一つ

に出していないということがあります。それぞれの委員さんの見識に基づいてそれぞれが御意見をい

ただいているということから、市としましてもそれぞれにお答えする形をとっているところでござい

ます。 

○【稗田美菜子委員】 はい。そうすることで担当課がそれぞれ答えを書いているんだと思いますが、

どういうプロセスでここまでまとめてきたのか、課の担当の係の方が書いて、それを課長が目を通し

たとかいう段階、どういうプロセスを経てここまで来ているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、担当課で回答の案をつくりまして、事務局である私ども政策経営課
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に集めます。その段階で回答となっていないようなものがありましたら、もう少しわかりやすくとか、

あと、答えていないといったことを戻しまして、そのような作業を何度か行った後に国立市行財政健

全化推進本部会議、庁議メンバープラス理事者で行われる会議によりまして市の対応として決定して

ここにお出ししております。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。そうしますと、例えば、担当課の認識と財政の認識が

違う場合もありますよね、当然。その場合にはどういうふうな取り組みをされたのかお伺いいたしま

す。 

○【黒澤政策経営課長】 それはお互いに議論をした結果、１つの回答案を出しまして、 終的には、

先ほど申し上げたとおり、市としての決定を行っているところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。細かなところを聞き始めると終わりがないので……。

聞いてもいいですか。（「いいですよ」と呼ぶ者あり）はい。（「ちょっと答えたいでしょう」と呼

ぶ者あり）ドキドキしました、課長の皆様。はい。意地が悪くなってきました、私は。意見でとどめ

ておきますが、今お話しいただいたように、まず、担当の方が書いてくださったと、現場の声が一番

大事だと思います。ただ、組織として決定していく上では当然そこには財政の感覚も必要ですし、第

三者の客観的な意見も必要だと思います。なので、きちんとした意見交換をしてここまで成り立って

いるということで理解はいたします。 

 ですけれども、ここから先は私の個人的な意見になりますが、財政がとても強いという認識を私自

身は持っています。市の中で担当課が一生懸命仕事をしている、現場の声を一生懸命聞いているとい

う中で、けれども、お財布の事情があると。そういったことで、そうすると、財政に言ったところで、

例えば、簡単に言ってしまえば、はじかれてしまう。あるいは論破されてしまうということになると、

一生懸命現場でやっている人の声がなかなか届かなくなってしまうという現状もあると思うんですね。

そこはぜひ配慮していただきたい。お金を削ることだけではなくて、もちろんトータルで見ていただ

いているとは思いますけれども、より意見交換がしやすい場、または現場の声がしっかりと組織の中

で反映していくということをつくっていかなければ何の意味もないと思います。表面だけきれいにつ

くろうとしても中はぐちゃぐちゃだったというのは信頼関係にもなくなっているということになりま

すし、しっかりそこは取り組んでいただきたいということをお願いしておきます。私は以上です。 

○【古濱薫委員】 特別支援事業・インクルーシブ教育推進事業についてです。②番で文科省の「イ

ンクルーシブ教育システム構築モデル事業」の対象期間中は国の補助金が交付されていたので、市の

一般財源投入とありますが、100％（平成28年度）から59％（平成29年度）、そして、60％（平成30

年度）というふうに市の財政負担、これこの100％は補助期間が終わったから、100％市が持ったのか

と思ったんですが、その後の59％、60％ということは残りの41％と40％はどのように出されているん

でしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 こちらのほう構築モデル事業のときには全て国からこの資金を出していた

だいているところだったんですけれども、その事業終了後にその継続ということで部分的には出して

いただいているところのほかについては市のほうで予算組みをしまして、それまで行ってきた事業は

しっかりと継続できるようにということで配慮していただいております。 

○【古濱薫委員】 たしか25年度から特別支援教室が始まり、それ以来国立市のそういった配慮の必

要な子への教育というのはすごく手厚いと、他市とか、近隣の方の保護者の声でも人をすごく配置し

てくれるというのは評価されておりました。私も本当はそこが評価するところであります。そして、



－ 42 － 

この 後のほうにコストパフォーマンスの視点から慎重に検討すべきだと思う、右側のその対応の中

にほかの支援員等の業務や支援体制の整備等を全体に検討するとあります、それは本当に確かに予算

があることですから、そうだと思いますが、その全体的に検討、それはそうなんでしょうが、支援員

の方が、例えば、人員が減らされたりだとか、そういったことがあるのでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 今のところ学校のニーズからしても支援員を減らすというような検討はし

ておりませんけれども、今あるさまざまな嘱託員がおりますので、その嘱託員をどういうふうに組み

合わせて効果的に活用していくかという視点は持っていかなければならないというふうに考えており

ますので、今のところはある人材を有効活用していくという方向で検討していきたいと考えておりま

す。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。こういった特別支援ですとか、そういった配慮の必要な

子供たちには、従来の教室の中ではなかなか過ごしにくい子に対して支援を行うこと、本当に重要だ

と思います。インクルーシブの、市長が名言したその考え方からもすごく重要な部分だと思いますの

で、慎重に検討をお願いしますと要望しておきます。 

○【石井伸之委員】 私はこの事務事業評価の取り組み、すばらしい取り組みだというふうに考えて

おります。ぜひともこれ今後とも継続してやっていっていただきたいと思いますが、当局としてはい

かがお考えでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 継続して行っていきたいという考えを持ってございますが、実はここで委

員さんの任期はちょうど６年になりまして、多くの委員さんがここで改選をしなきゃならないという

ことがございまして、次の人選に頭を悩ませなきゃいけないということと、それから、ここでおおむ

ねぐるっと１周をしました、各課ほぼほとんどの課が評価を受けましたので、この先どういうふうに

運営していくかということを少し考えてまいりたいと思っております。 

○【石井伸之委員】 はい、わかりました。確かに一通り回ったということを考えると、もう一度で

はどの事業に当たるのかという部分とまた違う方法を考えるのか、それとも逆に言うと各部署のほう

から問題点を提起する中で、例えば、この点について悩んでいるとか、他部署連携を進めていきたい

とか、もしくは他市との協働事業をしていきたいとか、もしかすると、さらに遠方の市と連携をして

いきたいとか、いろんな、もしかすると悩みを抱えた部署、そういった部署からの意見を吸い上げる

中でこの事務事業評価にかけてほしいといった、そういったことも考え方として１つあるのかお聞き

したいんですが、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これまでこの選定事業につきましてはある一定程度の基準を市で設けまし

て、 終的には委員さんにどの事業にしますかということで選んできていただいたということがござ

います。今委員さんからご提案ありましたとおり、庁内の中で、例えば、この事業を評価にかけてほ

しいといったような積極的な意見等もあるかもしれませんので、そのあたりは今年度の運営には検討

してまいりたいと思っております。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。そうですね、下から意見が上がってきて、積極的に何

かをやっていきたいという部分でどうやってほかの部署と連携をすればよいのか、そのあたりで悩ん

でいる事業であったり、部署、そういったところに手を差し伸べるといった意味での事務事業という

のも考え方１つあるかと思います。 

 また、これは意見なんですが、コンビニ交付事務なんですが、先ほど藤江委員からも意見がござい

ました。インセンティブを働かせる意味で何とかコンビニのほうに誘導するという考え方の中で、も
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しかすると今後市役所建てかえの中で市役所の中にコンビニを誘致するとか、そういったことも一つ

考えられるかと思いますので、そういった形で、できれば市民課ではなく、すぐ近く、市役所の中に

入っているコンビニでぜひとも交付ができますので、そちらに誘導するとか、といったことも１つ今

後将来的な検討課題かと思いますが、そういった点もぜひ御検討いただきますようお願いをいたしま

して終わります。 

○【遠藤直弘委員長】 それでは、ここで休憩に入ります。 

午後２時７分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後２時２０分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 報告事項(2)平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応についてを終わります。 

 報告事項(3)（仮称）国立市行財政改革プランの策定方針についてに入る前に、お諮りいたします。 

 当局より、本報告事項は報告事項(4)使用料・手数料の見直しの進捗状況についてと関連すること

から、一括で報告したい旨の申し出がありました。報告事項(3)と報告事項(4)について一括して報告

を受けることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(3) （仮称）国立市行財政改革プランの策定方針について 

 報告事項(4) 使用料・手数料の見直しの進捗状況について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(3)（仮称）国立市行財政改革プランの策定方針について及び報告

事項(4)使用料・手数料の見直しの進捗状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 御配慮ありがとうございます。 

 それでは、まず報告事項(3)（仮称）国立市行財政改革プランの策定方針につきまして、お手元の

総務文教委員会資料№34に基づき御報告をさせていただきます。 

 １としまして、この新たなプランを策定する目的でございますが、現在策定中の第５期基本構想第

２次基本計画の実効性を担保するため、行政改革と財政改革の２つの観点から策定をしてまいります。 

 ２としまして計画期間でございますが、第５期基本構想第２次基本計画と同様の８年間を計画期間

とし、４年後に必要に応じて見直しを予定しております。 

 ３は検討の方向性でございます。まず、行政改革につきましては、今年度これから行います業務プ

ロセス診断を活用すること、平成30年２月に策定いたしました職員定数及び時間外勤務数の適正化計

画を推進するとともに、会計年度任用職員制度の導入にあわせた職員の非正規率の改善について検討

を行ってまいります。また、事務事業の見直しによりまして、行政改革の観点からは、業務量の削減

や創意工夫による市民サービスの向上を目指してまいります。 

 (2)の財政改革の面からは、これまで取り組んでまいりました財政健全化の取組方針・実施細目に

おいて進捗が芳しくなかったものや、財政改革審議会からの意見書等で指摘を受けております事項に

つきまして検討を行ってまいります。また、これまでも行ってきておりますが、事務事業の見直しに

よる歳出削減、歳入増の取り組みについて検討してまいります。 
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 ４の検討体制でございます。理事者、部長層からなります行財政健全化推進本部開会議にて、方針

等重要事項は決定してまいりますが、特に庁内検討委員会等は設けず、政策経営課を事務局としまし

て全庁で取り組んでまいります。 

 裏面にまいりまして、５の市民の意見聴取でございます。中間集約時及び素案作成時にパブリック

コメントを予定しておりますほか、市民との意見交換の場を設定し、市民意見を伺ってまいります。 

 後に、６のスケジュールでございます。現在６月の議会報告のところでございます。今後、各課

ヒアリングや業務プロセス調査を行ってまいり、夏には中間集約を行い、パブリックコメントやタウ

ンミーティングなどで市民意見聴取を予定しております。９月議会には中間集約等につきまして、ま

たこの場で御報告させていただくことを予定しております。12月議会には計画素案の御報告と令和２

年度予算案への反映、年明けには計画案を作成して、再度パブリックコメントを行いまして、３月議

会には計画案を御報告し、そこでの御意見等を反映しまして、年度末に計画決定を予定しております。 

 以上が、報告事項(3)（仮称）国立市行財政改革プランの策定方針でございます。 

 続きまして、さきのプランと関係いたしますことから、報告事項(4)使用料・手数料の見直しの進

捗状況につきまして、お手元の総務文教委員会資料№35に基づき、あわせて御報告をさせていただき

ます。 

 １、これまでの経過でございます。国立市におきましては、使用料・手数料の全体的な見直しは、

地方分権改革により手数料徴収条例を改めました平成12年以来行われておりません。平成28年４月に

施行されました国立市健全な財政運営に関する条例では、第11条で「市長は、使用料、手数料及び負

担金について、受益と負担の関係等を考慮し、定期的な見直しを行わなければならない」と定めてお

ります。 

 また、本年10月には消費税率の引き上げが予定しておりますが、このことに関しましては、総務省

より、公の施設の使用料については、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう、条例改正等の措置を

講ずるようにという旨の技術的助言もなされております。 

 これらのことから、現在、理事者、部長層からなります行財政健全化推進本部会議をトップとしま

して、その下部組織としまして検討委員会を設けまして、庁内で検討を進めております。 

 ２の見直し対象でございますが、全ての使用料・手数料としております。 

 ３の検討手法でございますが、理事者、部長層からなります行財政健全化推進本部会議におきまし

て、使用料・手数料の見直しに関する基本方針をまず策定いたします。それに基づきまして、使用

料・手数料の現在の金額が適正かどうかを検討しまして、乖離が大きいものにつきましては改定を行

う予定でございます。現在、その基本方針につきまして、先ほど申し上げましたとおり、課長層で庁

内検討委員会を設置し、議論をしている 中でございます。 

 ４の基本方針の骨子（案）でございます。４つの柱を掲げようと思っております。１つ目は受益者

負担の原則でございます。これは例えば住民票というものを考えてみますと、その写しを交付すると

いうことは、交付を請求した人のみに利益が発生することが考えられます。したがいまして、特定の

人に対する行政サービスとなりますので、かかった費用に対し全てを公費で賄うことは公平性の観点

から適切ではありません。よって、手数料をいただいているところでございます。このように行政サ

ービスにかかっている費用に対して、どれだけの割合で公費を投入していくのか、どれだけの割合で

受益者負担を求めていくのかといったことを定めることでございます。 

 ２つ目は算定方法を明確化していくことでございます。明確かつ合理的な原価計算方法を定めまし
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て、その原価に対しまして、今し方申し上げました受益者負担割合を設定し、その上で他市との均衡

等を図るなど、考え方を整理してまいります。 

 ３つ目は経費節減・サービス向上の取組でございます。これは受益者負担は求めていくだけではな

く、行政側の対象経費を削減することや、例えば現状の負担に比べ経費が少ないといったこともあろ

うかと想定されます。そのような場合には、市民サービス向上の観点から施設の改修を行ったり、設

備投資を行ったり、あるいはサービスの拡充を検討してまいります。 

 ４つ目が定期的な見直しについてでございます。これは冒頭申し上げましたけれども、条例で市長

に義務づけをされているところですが、規則におきまして、定期的な見直しは原則として４年ごとに

行うものとするとしております。これは誰が市長になっても、任期中に一度は必ず見直しを行うとい

ったことでございます。 

 以上が基本方針の骨子でございます。 

 後に、今後の予定（案）でございます。本年７月以降、来月になりますけれども、基本方針（素

案）をまとめまして、パブリックコメントと市民説明会を行ってまいります。９月議会には、基本方

針（案）とその基本方針に基づいて料金改定が必要なものが出てまいりましたら、ここで改定案とし

て御報告を予定しております。その後、ここには記載しておりませんが、改定に関する市民説明会を

行い、12月には必要がある場合には条例改正案を提出させていただく予定です。そごでお認めいただ

きましたら、年明け以降、周知を行いまして、実際の改定につきましては来年の４月を予定しており

ます。 

 御報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 では、使用料・手数料見直しの進捗状況のほうからお聞きいたします。 

 １番、これまでの経過に書かれている、令和元年10月に消費税率の引き上げが予定されていること

から、適正に消費税を転嫁していく必要がある。そして、それが使用料・手数料全般の見直しを実施

することを決定しとなっておりますけれども、ということは、これは消費税引き上げが予定されてい

ることが前提にあるので、値上げになるんでしょうか。見直しは、どのようになっていくのか。 

○【黒澤政策経営課長】 消費税に関しましては、今、御説明申し上げましたが、適正に使用料に税

を転嫁するようにと総務省からの技術的助言が来ております。まず、それについては適正に転嫁をす

る、上げていきますけれども、全体的な経費もあわせて見直しますので、 終的にそれが値上げにな

るかどうかというのはまだわからないところでございます。 

○【住友珠美委員】 消費税で上げるけれども、全部上げるかどうかはまだわからないよいうところ

でいいんですね。わかりました。それの際に、５番、今後の予定（案）を見ますと、７月以降、パブ

リックコメントをとったり市民説明会等の実施というふうに書いてありますけれども、この市民説明

会はきめ細かくやっていく必要もありますし、私は３月の予算特別委員会のときの手数料の例もあり

ますので、それは丁寧に行っていただきたいと思うんですけれども、その点に対してはいかがですか。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、見直しの方針の素案ですね、こういう方向性で見直しをしていきま

すよということで、具体的にこれを幾らにしますよといったことではなく、こういう考え方で市は見

直しをしていきますという説明会につきましては、７月中に２回の説明会を予定しております。パブ

リックコメントも同時にとってまいります。結果、その見直しの改定の案、例えばこれを幾らにする

よ、これを幾らにするよというものが出てまいりましたら、そちらについても当然説明会等は行って
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まいります。さきの第１回定例会でも、高齢者福祉関係のサービスにつきまして、さまざま御意見を

いただいたこともございますので、こちらについて改定するとなりましたら丁寧にやってまいりたい

と考えております。 

○【住友珠美委員】 改定するとなったときに丁寧にやっていただくということで、まだ具体的にど

ういうふうにやっていくかという手順というのは決まってないということですか。 

○【黒澤政策経営課長】 具体的な見直しの手法でございますけれども、現在検討中でございますが、

他市事例をさまざま見た中で現時点で想定をしておりますのは、まず原価計算を行うことでございま

す。これは例えば物件費、人件費、維持補修費、交際費、減価償却費などをまず計算いたします。か

かった費用をそれぞれ出します。 

 続いて、先ほど申し上げましたが、かかった費用に対してどの程度公費を投入していくのか、受益

者負担をどれぐらい求めていくのかといったことを決めてまいります。例えば1,000円かかっている

ものに対して、市民負担は50％だとなれば、500円といった料金が出てまいります。そういった計算

を行いまして、今現在幾らなのかといったところを比べまして、余りにも乖離が大きいようであれば、

改定が必要だろうといったことになりますので、そういったことを見ていく。ただし、機械的にその

まま金額をやっていくということではなくて、他市との均衡、市場との均衡、激変緩和等さまざま考

えてまいりたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 わかりました。理解できました。 

 あと、（仮称）国立市行財政改革プランの策定方針のほうですけれども、私も横文字が弱いもので、

(1)に書いてあるＩＣＴの活用とあります。これをどういうふうに活用するのかというのがよくわか

らないんですけれども、それによって、例えば軽減されていくというところであって、それを今後さ

らに財源や時間を使って行政サービスの向上と言いますけれども、ＩＣＴの活用というと、効率化を

図っていくとか、そういったことなんですか。ちょっとこの辺、教えていただいていいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらにつきましては、今、議会でもさまざま御提案いただいていますＲ

ＰＡ、これも横文字なんですけれども、ロボティック・プロセス・オートメーションですとかＡＩ、

人工知能ですね。それから、ほかにＩＣＴといいますと、例えばいろんなシステムですね、今手でや

っているものをシステム化することによりまして作業効率が上がったり、人手がかからなくなったり

する。そのようなことをさまざま検討していくことをここに書いているということでございます。 

○【住友珠美委員】 わかりました。つまり今、手作業でやっているところを機械化するのかなとい

うところなんですけれども、例えば相談業務とか、そういうところに対しましては、例えばこれは効

率化というわけにいかないのかなと思うんですけれども、そういうところはどのように考えていらっ

しゃいますか。 

○【黒澤政策経営課長】 これはたしか施政方針のときに、代表質問か何かで市長もお答えしている

かと思いますけれども、人員をもう少し減らしていかなきゃいけないということは市で考えておりま

すが、相談業務といったものは職員が丁寧に行っていく必要がありますから、そういったところの削

減は難しいということがございます。ですから、今申し上げたようなＩＣＴを入れるようにしまして、

そこで浮いた人員、あるいは委託化で浮いた人員につきましては、そういう相談業務等のマンパワー

が必要なところに充てていくといった考えでございます。 

○【藤江竜三委員】 行財政改革プランということで、さまざまな新しい技術をどんどん活用してい

けるところはいってほしいと思います。 
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 ただ、一方で、新しい技術を入れることでかえって煩雑になってしまったり、その機械が後々、費

用がもっと安くなることが予想されるものを無理して背伸びしてまで機械を入れる必要はないかなと

いう、かなり微妙な判断が必要だと思うんですけれども、その辺は注意しながら、業務が劇的に少な

くなるならば、どんどん入れていってほしいと思います。 

 それと、使用料・手数料の見直しについての意見なんですけれども、使用料・手数料を見直すとき

に、ちょっと質疑もあるんですけれども、消費税２％上がるとなりますと、今300円だったものが306

円になるみたいな微妙なところになると、そういう技術的な助言というのは、全体として２％上げる

というふうになっているのか、どういうふうに今の段階で考えているんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 技術的助言では、基本的には適正に転嫁をしなさいということだけでござ

います。ですから、例えば考え方としましては、300円が306円になったということがありますけれど

も、実際に今の現状の適正でどうなのかと。例えばそれが今は300円だけれども、適正な価格として

は310円だったという場合には、消費税が上がった分ものみ込んで310円に設定するですとか、あるい

は逆にいざやってみたら、ちょっともらい過ぎているんじゃないか、実際は298円じゃないかといっ

た場合には、300円に据え置くといったことも考えられるかと思っております。 

○【藤江竜三委員】 小銭については管理も煩雑ですし、出す側としても非常に面倒くさいので、で

きたら10円単位、50円単位というところを考えつつやっていってほしいと思います。また、電子マネ

ーを行政でも使えるところはだんだん出てくると思います。スイカにするのか、その他携帯系のもの

にするのか、さまざまあるかと思いますけれども、そういうところも利用していただいて、小銭の管

理から抜け出していくというところも考えつつ、さまざまなことを進めていただけたらと思います。

以上です。 

○【小口俊明委員】 初のところの国立市行財政改革プランの策定方針ということです。今、御説

明の中では、この先の検討になるのかなと思ったんですが、額としての目標という方針は余りお話が

なかったんですけれども、それはどのように考えていて、あるいはこのタイミングでなく、この時期

にしていくんだと、あるいは定めていく、設定をしていくんだということが方針としてあるのであれ

ば伺いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 現在はまだ目標額みたいなことは検討はしておりません。ただ、今後、基

本計画をつくってまいりますので、その際には中期収支見通しをまた出してまいります。そうします

と、当然財源不足が予測されるわけですので、それを全て賄うほどの大きな改革まではできないかも

しれませんけれども、一定程度はそことのリンクで今後必要があれば、目標額等を定めていくように

なるかと思っております。 

○【小口俊明委員】 その時期に定めていくということですね。これまでも国立市行財政改革、実際

に額も伴って改革してきていますので、その経験を十分に生かしてもらいたいと思います。その経験

を生かした中での目標設定、そしてさらには目標設定したものを現に実行していく。その実行のノウ

ハウを積み重ねてきていると思いますから、加えて、今後の新しいアプローチというものもあります

から、そういったものも交えながら実現をしていく、そして改革をしていくということでぜひ取り組

んでいってもらいたいと思います。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 では、順番に御質疑させていただきます。 

 まず、行財政改革プランのほうで、これが策定方針ということでいろいろと書いてあるんですけれ

ども、まず業務プロセスを検証することによりということが目的の１番に書いてあります。可能な部
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分を委託化して、ＩＣＴなどを活用してということで、他の委員のこれはどういうことですかという

質疑に対して、御答弁の中で、可能な部分の委託化をして、委託化をした結果、浮いた人件費、人に

ついては相談業務など、人を使わなければいけない業務に当たってもらうと。だから、純粋に委託化

がどんどん進んでいくという解釈ではないということでまずいいのかお伺いします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは人件費削減という、正規職員の比率が高いというこれまでの経過が

ありますので、まず委託化できるものは当然やっていきたいということは１つ考えております。ただ、

やみくもにやるのではなくて、これはコンサルさんに委託しているというのは、業務プロセス診断の

全体の流れを委託しておりますけれども、今回プロポーザルで選びましたけれども、他市でも多くの

実績を手がけている事業者さんと契約することができましたので、そういったところからさまざまな

アドバイスをいただきながら検討してまいりたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 多分そういうことなんだろうなとは思っているんですけれども、答弁として

はちょっと後ろに戻ったかなという感じがしているんですけれども、基本、委託化できるところにつ

いて、可能な部分については委託化をしていく。だけれども、どうしても人が必要なところについて

は、人の業務に当たってもらうことについては変わりがないということで理解をいたしました。 

 そこで今、ちょうど御答弁いただいたんですけれども、業務プロセスを検証することによりという

初の一文のところです。他の委員からもありましたけれども、これまで行財政改革については、内

部評価を含めて一生懸命御自身でされてきたわけです、庁内で。とにかく事務事業評価マネジメント

シートの書き方を変えるところから、自分が担当になって、どういう目的で、どういう財を投じて、

どういう人たちに対して、どういうサービスが必要なのかというのをちゃんと考えて、それをペーパ

ーに残していく、それを評価を受けるという形で取り組んできたんです。けれども、ここでコンサル

さんを入れて業務プロセスの検証をする。それはどういうことなのかなとちょっと思うんですけども。 

○【黒澤政策経営課長】 これは委託化を含めまして、担い手の 適化ということです。要するにこ

の仕事は誰がやるべきものかということです。正規職員がやる必要があるのか、非正規職員でもでき

るのか、あるいは逆にできないのか、またこれは委託化できるのかできないのかといったことをより

細かいプロセス、10プロセスぐらいまで 大細かく、１つの事業に対してプロセスを分析・分解して

いきます。その多くの知見の中から、アドバイスをいただきながらやっていくといったことがござい

ます。 

 ですから、今は例えば臨時職員さんを５人なり雇っているけれども、これこそＲＰＡを入れたほう

が効率的にできるんじゃないかといったことが、業務プロセス診断をやることによって見えてくるだ

ろうと。これは内部評価の中の１つの限界というのもあります。内部評価をしていますと、結局外か

らの視点がないといったこともありまして、事務事業評価委員会を入れてきたということもあります

けれども、ここで今やっている事業の中でももう少し細かく見ていく必要があるであろうと考えてい

ます。 

 ただ一方で、全ての課につきましてやるといったことは考えておりませんで、現在20課程度を予定

しています。どういった課にやるのがいいのかということですけれども、１つは、先ほどから申し上

げていますが、委託化、ＩＣＴ化、ＲＰＡの導入可能性の業務がある課がやったほうがいいだろうと。

また、嘱託職員等を多く抱えている課もやったほうがいいだろうと。一方で、職員数が少ない課につ

いては特にやる必要はないんじゃないか。 後に、時間外が多い部署については実施したほうがいい

だろうと。そのようなことで、20課ぐらいに絞ってヒアリング等をしてまいりたいと考えております。 
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○【稗田美菜子委員】 何となくちょっと見えてきた気がするんですけれども、今、黒澤課長が御答

弁してくださったとおりで、内部評価をやってきた、その精度を上げると。今後とも上げていくとい

う評価ですね。さきの報告事項、事務事業評価結果報告に対する市の対応でもそうですけれども、あ

れについてもなぜ担当課がわざわざ回答したか。自分がした事業を自分で評価して、それをほかの人

が見て、責任を持って答えましょうということにつながっているから、私はあのプロセスはとても大

事だなと思ったんです。その中で、それだけでは第三者の目が入らないからといって事務事業評価委

員会を開いて、それでもさらに詳細な分析が必要だということで、今回コンサルを入れるということ

は理解できました。 

 けれども、さっきちょっと気になったのは、他市でもいろんな実績があるというお話をされました。

けれども、国立市は国立市独自のいろんな取り組みがあるはずですよね。なぜ国立市でこの取り組み

をしなければいけなかったのか、この事業がなぜ国立市にあるのかということを一番わかっているの

は恐らく職員さんなんです。コンサルさんではなくて。コンサルさんの意見をきちんと分析は大事だ

と思います。当然大事です。それをもとにどういうふうに加工していくのかということが多分ここに

かかってくると思うんですけれども、今、コンサルさんとは調査委託契約の締結をしたと。５月に既

に終わっている。事業者さんは決まっている。その中でこれから先、７月にかけて業務プロセス調査

をして、そこから９月の議会報告までの間にどれだけ市は頑張られるかということにかかっていると

思うんです。そこのプロセスについてはどういう予定でいるのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 ちょっと言葉が足らなかったようで申しわけありません。事業の目的、手

法ということよりは、もっと細かいレベルのところを見ていただく。委員さんが御指摘いただいたと

ころは、当然事務事業評価でやっております。もっと細かいところ、例えばある目的のために書類を

何枚もつくっているよと。では、その書類、本当に必要なのかと。これ３枚書かせているけれども、

１枚でいいじゃないかとか、そういう細かいところですね。この調査のこれは必要なのかとか、今こ

の仕事を嘱託さんがやっているけれども、本来は法的に正規職員じゃないとまずいんじゃないかとか、

そういったところですね。ですから、国立市は国立市として当然事業をきちっとやっておりますけれ

ども、もっと細かいところ、本当に作業の部分というイメージを持っていただけたらいいのかなと思

っております。 

 その中間集約を夏から秋にかけてやりたたいと申し上げておりますのは、これは来年度予算に反映

できるものがありましたら、早目に手を打っていかなければいけないということがありますので、な

るべく早目に議会あるいは市民に対しても情報を出していけて、かつ令和２年度に対して予算を早速

反映できそうなものについては、なるべく早目に中間集約を行って出してもらいたいと考えておりま

す。 

○【稗田美菜子委員】 よくわかりました、今。御説明ありがとうございます。予算反映のことを考

えるとって、迅速にしていただくということで理解をいたしました。 

 その中で今あった20課ですけれども、委託化が可能であると考えられるというのはＩＣＴ化ができ

るものですよね。それから、時間外が多いところ、嘱託員さんが多いところが該当する課だったと思

います。除外される項目も先ほどおっしゃっていたと思うんですけれども、該当する20課を選出した

根拠については今の３つだったと思うんですけれども、嘱託員さんが多いところには多い理由がある

と思いますし、時間外が多いところにはその理由があると思う。なぜそれをここに挙げたのか。要す

るにチェックをしなければいけないのに挙げたのか、もう一度根拠をお伺いいたします。 
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○【黒澤政策経営課長】 まず、嘱託員さんが多いところにつきましては、これまでも申し上げてお

りますが、この後、職員課から報告がありますけれども、会計年度任用職員制度という大きな１つの、

本当に大改革でございますが、あります。これは議題が次の議題に入っちゃいますけれども、現状の

嘱託員さん、あるいは臨時職員さんがそのまま会計年度任用職員さんに異動しますと、手当をお支払

いするようになりまして、ここの増が約２億5,000万円程度出てまいります。人件費がふえてまいり

ます。 

 ですから、これをこのままずっと続けていけるのかといったところは、財政的にはなかなか難しい

ということがありますから、委託化というところを当然検討していく。また、先ほどからも申し上げ

ていますけれども、ＩＣＴ化を入れるというところも、現状、臨時職員さん等が手作業でやっている

のがいいのか、実際にＲＰＡを入れたほうがいいのかといった検討が、非正規職員さんが多いところ

がそういった業務を抱えているといったことがありますので、見ていくということになります。 

 また、時間外が多いところについてはやり方といったこともございまして、これは他市の事例で聞

いた話ですけれども、神奈川県のある市の福祉の部門で、担当地区制度というものをしいて、ある業

務に当たっていた。３人で担当を別々にしていて、時間外もかなり多かったんだけれども、それを地

区別をやめて、３人でチームを組んで回るようにしたら時間外が削減したと。そういった事例もあっ

たそうでございます。ですから、時間外が多いところについては、なぜ時間外が多いのか。そもそも

人が足らないという可能性もありますけれども、やり方を変えることによって時間外を削減できる可

能性もあろうかと思います。そのようなところでヒアリング等を実施していくといったことでござい

ます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。そうしますと、該当している20ぐらいの課につきましては、

削減ありきということではなくて、なぜそれが必要なのかという分析のために対象としているという

理解でいいのか確認いたします。 

○【黒澤政策経営課長】 そのとおりでして、担い手の 適化でございますので、もしかしたら正職

が足りてない可能性もあろうかと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。会計年度任用職員についてはまた後ほど質疑がありますので、

そのときにゆっくりさせていただきたいと思います。 

 作業の部分で分析をするといったことで、ここのところについては理解をさせていただきました。

職員さんの身分にかかわることですし、それをきちんとどうやって保障していくか、それがすなわち

市民のサービス提供にどうかかわっていくかということに一番直結することだと思いますので、丁寧

にやっていただきたいと思います。あくまでも削減ありきではなくて、なぜその分析が必要なのかと

いうことを必ず立ち戻ってやっていただきたいということを申し上げておきます。 

 もう１個、引き続きまして使用料・手数料のところなんですけれども、まず使用料・手数料につい

て平成12年以来あんまり見直しがされてないということでした。これから先、消費税10％を適正に転

嫁していく必要があるという技術的助言が総務省からあったということで御説明いただきました。 

 順番に伺いたいんですけれども、まず使用料・手数料の見直しについては庁内委員会を設置すると

ありました。これはどのようなメンバーで行われているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 私が委員長をしておりまして、そのほかにつきましては、実際に使用料・

手数料を所管している課の課長をメンバーとして基本的に選んでおります。総務課長、これは行政財

産使用料を所管しています。課税課長、これは税務証明の関係です。市民課長、これは住民基本台帳。
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福祉総務課長、これは福祉会館の使用料です。まちの振興課長は地域集会所の使用料、ごみ減量課長

はごみ処理手数料、環境政策課長が公園等の使用料、道路交通課長が道路占用料、生涯学習課長が市

民総合体育館等の使用料ということで、メンバーとしては以上のメンバーで行っております。そのほ

かについても手数料を持っていらっしゃる課長もおりますけれども、基本的にはそのメンバーでやっ

ていきたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。黒澤課長を入れて10人になりますか。ほかに担当している課

があれば入っていくということで理解をいたしました。 

 その中でお伺いしておきたいのは、今回、指定管理者が利用している料金も含むということでした

けれども、指定管理者は指定管理者で独自に努力をしていく必要があるんじゃないかなというところ

があると思うんですが、なぜ今回これが含まれているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは国の通知でも指定管理者の利用料についても同じようにといった、

まず消費税対応といったこともございますけれども、基本的には当然、指定管理者のほうは指定管理

者のほうでやっていただいていますが、もともとの料金体系はこれまでも市が決めてきたということ

がありますので、ここであわせて見直しを行うといったことでございます。 

○【稗田美菜子委員】 過去のいきさつから考えても、補助金が出ていることを考えても、きっちり

責任を持ってやっていただくということで理解をいたしました。 

 ここで裏面の２ページのところで、基本方針の骨子のところでちょっと伺いたいと思うんですけれ

ども、受益者負担割合をしっかりと設定していくということで、大事なことだと思います。これから

先、全て100％行政が担っていくということではなくて、受益者負担の原則に基づいて、その原則を

きっちりと決めて、その割合も決めていくということで適正なことだと考えます。 

 その次に、近隣市との均衡等とありますが、これはどういう意味を指しているのか。近隣市といい

ましても人口も違えば、面積も違いますよね。公共施設のあり方だったりとか、そういうところの数

も違えば、使っている人数も違うと思います。どういう意味でおっしゃっているのかお伺いいたしま

す。 

○【黒澤政策経営課長】 原価計算をして、どの程度の負担を実施するのか実際入れてみて、例えば

国立市と隣接する府中市さん、国分寺市さん、立川市さんと比べた場合に、国立市のほうが倍以上高

いといった場合がもしありましたら、これは１つ問題があろうかと考えています。逆のパターンもあ

ろうかなと思います。余りにも安過ぎるといった場合にはこれもちょっと何か、正誤と言ったらおか

しいんですけれども、そういったことを両面勘案しながら料金というのは決めていきたい。余りにも

乖離があるようだとちょっと振り返ってみませんと、例えば計算方法を間違っているとか、もっとも

っとサービスをふやしていかなければいけないんじゃないかとか、そういったことであろうかと考え

ております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。倍以上高い場合に先にそっちが出てきたかという感じがする

んですけれども、倍以上高い場合について見直しが必要だというのはごくごく理解できることですけ

れども、今御答弁の中でちゃんとおっしゃっていただきましたが、料金が半分になる場合もあります

よね、当然。３分の１だったり。なぜそうなっているのかと分析したら、サービスが足りないという

ことは当然あると思います。なので、近隣市との均衡って確かに大事な観点だと思いますけれども、

国立市としてどういうスタイルをとっていくのかということだと思いますし、この人口の中で、この

配置の中でどういうふうになっているのかという分析が必要だと思いますので、何のための受益者負
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担の割合の設定をしていくのかということをしっかりと検討していただきたいと思います。 

 それから、この感じであると、第３回定例会の中で料金改定が必要な使用料・手数料を報告すると

いうことが、今後の予定（案）中に書いてあります。現段階で改定が必要であると見越しているもの

がある程度わかっているのではないかと思いますが、増額の見直しの場合もあるかもしれませんし、

減額の見直しもあるかもしれませんが、どの程度見直しが必要と。平成12年度から改正されてないと

いうことを前提にお話しされた中で、どんなふうに想定されているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これはまだ基本方針が固まっておりませんので、これから検討していくと

ころでございますので、まだ見込み等は出しておりません。 

○【稗田美菜子委員】 そうしたら全部かもしれないということですか。全部改定するかもしれない。 

○【黒澤政策経営課長】 これは可能性の話としましては、全部改定する可能性もありますし、全く

しない可能性もあるといったことでございます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)（仮称）国立市行財政改革プラン策定方針について及び報告事項(4)使用

料・手数料の見直しの進捗状況についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(5) 会計年度任用職員制度の導入について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(5)会計年度任用職員制度の導入についてに入ります。 

 当局から報告を願います。職員課長。 

○【平職員課長】 それでは、報告事項(5)地方公務員法及び地方自治法改正に伴う会計年度任用職

員制度の導入について、お手元の総務文教委員会資料№36に基づき御報告させていただきます。 

 本報告につきましては、令和２年４月から一般職の非常勤職員制度である会計年度任用職員制度が

導入されることに伴い、令和元年第３回定例会に条例提案を予定しておりますので、本定例会にてあ

らかじめ法改正の概要及び制度の枠組み等について御報告するものでございます。 

 それでは、まず１、法改正の目的等でございます。地方公務員の臨時・非常勤職員は全国的に年々

増加しており、国立市においても約700名の臨時・非常勤職員が教育、子育て等さまざまな分野で活

躍され、市政の重要な担い手となっております。 

 そのような社会背景の中、①特別職非常勤職及び臨時的任用職員の任用の任用要件の厳格化を行い、

任用の適正を図るとともに、②、③となりますが、一般職非常勤職員の任用制度の明確化、給与体系

などの見直しを行い、新たに会計年度任用職員制度を創設するとともに新制度への必要な移行を図り、

もって地方公共団体の臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものでございます。 

 次に、改正のポイントでございます。２、（１）、①特別職非常勤職員の任用の厳格化についてで

ございます。地方公務員には特別職と一般職がございます。現在、嘱託員は特別職として任用されて

おります。法改正においては、特別職の職の性格が専門的な知識、経験等に基づき、非専務的に公務

に参画する労働者性の低い職であるという趣旨を踏まえ、特別職の対象が厳格化されました。具体的

には、これまで嘱託員の任用根拠とされていた地方公務員法第３条第３項第３号を見直し、「専門的

な知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る」こ

ととされ、該当する職以外は一般職に移行することとされたものでございます。このことにより、法

改正施行後は現行の嘱託員は特別職としての任用ではなく、新たに創設される会計年度任用職員へ移
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行することとなります。 

 次に、②臨時的任用の厳格化でございます。臨時的任用、いわゆる臨時職員については、臨時、緊

急の場合等に選考等の能力実証を行わずに職員を任用する例外的な制度であるという趣旨を踏まえ、

法改正により臨時的任用の要件に「常勤職員に欠員が生じた場合」というものが加えられ、対象が厳

格化されました。これにより新制度への移行後の臨時職員は、フルタイムかつ常勤の職員が担うべき

業務と同様の業務を行っていく職となります。このことにより、現在、短時間かつ定例的な業務を担

っていただいている臨時職員は、新たに創設される会計年度任用職員に移行していくこととなります。 

 次に、③一般職非常勤職員に関する任用制度の明確化についてでございます。こちらが新たに導入

される会計年度任用職員制度でございます。これまで不明確であった採用方法や任用等について、一

定程度明確化されました。主な内容につきましては記載のとおりでございますが、採用は全て条件つ

き採用となる点や地方公務員法上の懲戒の対象となる点など、勤務条件が変更となる部分が出てきま

す。 

 次に、資料の裏面となりますが、(2)地方自治法の改正により、給与面についてパートタイムの会

計年度任用職員に対しては、報酬、費用弁償に加え、新たに期末手当を支給することができるように

なります。また、フルタイムの会計年度任用職員については、職員と同様に給料、旅費及び諸手当の

支給対象となることが明確化されました。これらの改正により、各地方公共団体によって取り扱いが

異なっていた一般職非常勤職員制度の統一的な取り扱いを定め、制度的な基盤を整えることにより、

地方公共団体の臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものでございます。 

 次に、３、国立市における制度移行の全体像でございます。図の左側が国立市の現行制度、右側が

新制度となります。 

 初めに、図の中央上方に示しております①の矢印の部分でございますが、特別職の範囲が狭くなり、

議員、行政委員、審議会委員、学校医・産業医などの医師、消防団等に限定されます。次に、そのほ

かの職については、勤務時間と仕事の内容、つまり業務の量と業務の質によって４つの区分に分けて

おります。このうち左側の図の点線で囲った部分となりますが、現在、部分的、定型的、専門的業務

を担っており、かつ短時間で勤務している嘱託員及び臨時職員につきましては、②の点線矢印に示し

ているとおり、原則として一般職のパートタイム会計年度任用職員に移行することとなります。 

 なお、左側の図の該当職なしとしている部分ですが、部分的、定型的、専門的業務などを担ってお

り、かつフルタイムで勤務している職としては現行制度では該当職がありません。そのため、新制度

移行時においては、フルタイムの会計年度任用職員の職は設置しない方針でございます。 

 また、右側の図で③の点線で囲った部分となりますが、新制度では臨時的任用職員は常勤職員に欠

員が生じた場合に限定され、常勤職員と同様の勤務時間により同様の業務を担っていくこととなりま

す。そのため、現行の臨時職員がここに移行するということではなく、改正法施行後に新たに任用す

る職となります。 

 後に、今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 

 なお、会計年度任用職員の勤務条件等につきましては、東京公務公共一般労働組合と交渉を進めて

おり、令和元年第３回定例会に条例案を提案できるよう準備してまいります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 非常にお金がかかるというところで、先ほど答弁で２億5,000万円程度かかる
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というのがあったと思います。私は人にお金を出していくというのはやっていくべきだろうと思いま

して、期末手当を支給するといったことも必要であるというふうにも思います。そういった中で今後、

人材不足も懸念されていくとなれば、国立市もどこかでまた給与水準を上げるということもやってい

くべきかと思います。 

 一方で、ただ単純に２億5,000万円もの負担がふえたのでは、お金が足りなくなってくるというの

も目に見えております。そういった中で行財政改革を進め、民間でいえば生産性が悪いところはやめ

ていく、行政でいえば優先度が低いところは仕事をやめていくというのを明確にしていって、費用の

捻出を図っていただければと思います。意見だけにとどめておきます。 

○【稗田美菜子委員】 質疑するって予告をしましたので、質疑させていただきます。 

 すごい大事な制度、先ほど黒澤課長から話もありましたが、物すごい大改革ですよね。特に国立市

においては、約半分以上の方が国立市の職員さんとして該当する非正規職員さん、非正規率が三多摩

一高いですので、一番多い人数ですので、これから先どういうふうにしていくのかということが大事

だと思います。 

 その中で、まずちょっとお伺いしたいんですけれども、裏面のところで令和元年第３回定例会に条

例案を提案と。今回説明をして、条例案提案ということは、先ほど東京公共公務一般労働組合さんと

の協議を進めているということですけれども、ほぼほぼ妥結というか、見えているから９月の定例会

に出せるのかなという印象なんですけれども、そのあたりどうなっているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 こちらにつきましては、まだ大詰めというか、ほぼほぼ決まっているということ

ではないです。これまで２回交渉を進めております。ただ、今回の会計年度任用職員、一般職ですが、

これまでも常々申し上げている情勢適応の原則であったり、国との均衡の原則であったり、さまざま

近隣市の状況を見ていかなければいけないというところもあり、周りの状況がなかなか見えてこない

というところもあって、十分に交渉が煮詰まってないところです。これはこれから加速的に条件を整

えて、交渉を進めていきたいと考えております。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 現段階で大詰めではなくて、これから加速度的に進めていくというのは、現

実的なのかどうか私はちょっと心配なところであるんですけれども、まず順番にお伺いしますが、こ

の制度設計をする上で市としてはどういう体系にするのか、ここでは細かいことは書いてないですよ

ね。制度としてどういうふうに制度がなるかということだけだと思うんです。裏面の全体像もすごい

わかりやすくなっていますので、いろいろと頑張っていらっしゃるのかなというのは理解できるとこ

ろですけれども、この制度設計を国立市役所としてどういう制度設計にするのかということについて、

交渉が２回進んでいるということは市としては提示しているわけですね。こういう形でしたいという

ことを組合との協議の中で進めているとは思いますが、制度設計をする上で当事者の非正規の方は入

られて制度設計しているのか、また意見を聞かれているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 制度設計につきましては職員課で進めております。ただ、その具体的な内容の設

計のときに、非常勤の職員さんが入っているということはございません。ただ、職員課のほうでも、

各課いろんな職員からの聞き取りであったり、あとは今ちょうど進めているところですが、今の実際

の非常勤職員さんがどのような業務を担っているか、そういった職の整理などもやりながら、実際の

現場の声も聞きながら制度設計を進めているところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 制度設計については職員課さんのほうで進めていて、プロジェクトチームと

いうか、制度をつくっている中には非正規の職員さんはいないということですよね。声を聞いている
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とあるんですけれども、自分の身分がどうなるのかというのがわからないところで決められて、それ

があと３カ月後ぐらいに提示をされて、議会で審議をしろというのは、これこそ当時者抜きなのでは

ないかというところなんですけれども、どういうふうに反映しているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 大変失礼いたしました。今、労働組合さんと協議をしている中で、その中にも国

立市の非常勤の職員さんは入っていらっしゃいます。そこで意見は当然聞かせていただいていますし、

声も聞いております。ただ、制度設計自体は管理運営事項でもございますので、できるだけ反映させ

ていくという考えを持ってございますが、そのように進めているということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうすると、今のお話だと、制度設計そのものについては職員課さんでして

いる。だけれども、交渉する段階で当事者の方が入っていて、その声はきちんと制度に反映されてい

くということで理解していいんですか。 

○【平職員課長】 これはできること、できないことがございます。例えば今回であれば、法の枠組

みで一定程度枠はかけられておりますので、可能なものについては取り入れていきたいと考えており

ます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。交渉をしている途中ということですので、ぜひしっかりと。

自分の身分がどうなるのかということですよね。特にここにいらっしゃる職員さんたちは正規職員の

方ばかりですので、その方たちの中だけで決めてしまってはわからないということに当然なると思う

んです。想像して一生懸命つくっていこうと言っても、当事者の声が反映されてなければ意味がない

んです。ぜひしっかりと交渉を進めていただきたいと思います。 

 これまで２回しかできてない。この制度って閣議決定されたのは大分前で、制度が来年の４月に運

用されるということがわかっている中で、なぜ２回しか交渉ができてないのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 現状として２回しかできていないんですが、これから重ねていきたいと思ってお

ります。国や東京都であったり、基本的には均衡の原則がある中で、そのあたりの状況等を見ながら

交渉を進めてきたということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 制度の詳細なところが見えてこなかったということは確かにあるかもしれま

せんけれども、この制度が導入されるということはわかっていたわけで、先ほど別の報告事項の中で

出てきましたけれども、現状のままだと２億5,000万円もの期末手当の発生がうかがわれると。でも、

それだけ聞くと、それだけのお金がない。では、自分たちは切られるんじゃないかという不安に、当

然思われるわけですよね。国立市役所の半分程度の業務については支えてきてくださっている、市民

の方の声を聞いてしっかりと業務をしてくださっている方たちなわけです。その方たちの身分がこれ

から決まろうとしているのに、当事者の意見がきちんと反映されなかったのではとんでもないことだ

と思いますので、きちんと交渉すること、それから当事者の意見をきちんと組み込んだ、先ほど制度

設計についてはできることとできないことがあるとおっしゃっていました。それはそれで理解できま

す。だからこそ交渉が必要で、そこについてはお互いに話し合いが必要なわけです。そこについてき

っちりやっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○【平職員課長】 誠心誠意やっていきたいと思っております。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。結果が出なければ誠心誠意やっても意味がないと思いますの

で、働く方が納得できる形をお互いにくみ上げていただきたいと思います。 

 この制度そのものが会計年度任用職員さんという名前になるんですよね。任用なんですよ、雇用で

はなくて。１年間延長できたとしても、じゃ、おしまいねって言われたら、おしまいになっちゃうん
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ですよね。任用でしかないから、保障が何も受けられないわけです。それをどう保障していくかとい

うことも必要になってくると思います。国立市としてどういう姿勢で職員さん、要するに市民に対し

てサービスをしていく方たちを育成して、雇用の保障をしていくのかという問題につながっているこ

とですので、そこについてはきっちり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○【平職員課長】 繰り返しとなって申しわけございませんが、可能なものは取り入れてやっていき

たいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 意見にとどめておきます。時間も時間になりますので。 

 私自身もそうですけれども、安心して仕事ができなければいい仕事なんかできるわけがないんです。

ましてや、その方の将来設計なんかできるわけがない。いつか結婚して子供を産もうなんていう夢も

持てるわけがないんです。来年雇いどめが起きるかもしれない、再来年もしかしたら無職かもしれな

いと思ったら、別の仕事を探していくということになりますよね、当然。そうすると、市の職員さん

が全然いなくなってしまうという可能性もあると思います。それは決して脅かしでも何でもなくて、

当然起こり得ることだと思います。そういったことにならないように、なぜ行政がこの仕事をしなき

ゃいけないのかという哲学が必要なんです、絶対に。それに付随してしっかりと保障していくのが、

職員さんの身分保障になっていくと思います。ぜひそこをしっかりと考えて、組合との話し合いも含

めてちゃんとした制度設計、国立市民のために安心して仕事ができる設計をお願いいたします。私は

以上です。 

○【住友珠美委員】 稗田委員のやりとりを聞きまして、執行期間が令和２年４月１日からというの

に、東京都とのやりとりもあるのかもしれないけれども、２回しか話し合いができていないというと

ころ、ちょっとびっくりしてしまったんですけれども、緊急的にやろうかなと思いまして。 

 私、これ３カ月という中、どうなっていくのか、今、稗田委員もおっしゃっていたように自分自身

の身の振りというか、身分、そして働き方が変わる可能性がある中、丁寧に、例えば当事者を入れて

話し合いをしているといった話がございましたけれども、当事者というより私は一人一人の働き方が

変わってくるのかなと思います。そのときに面接などを行っていくとか、これも必要ではないかと思

うんですけれども、その点どうですか。やる予定ございますか。 

○【平職員課長】 嘱託員さんへの面談については、各職場において任用の更新の面談であったり、

適宜行っております。職員課としては、各課から意見をいただく中で、そういったものも聞いてまい

りたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 これは令和２年４月から行われるということでございますので、当事者の意見

がきちんとくみ取れるシステムをつくっておいてください。私もそうだと思うんですけれども、年度

ごとに変わっていくってすごく不安になってしまいますので、丁寧にやっているのか、ちゃんとそこ

のチェックも職員課、平課長のほうでしていただきたいとお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(5)会計年度任用職員制度の導入についてを終わります。 

 ここで休憩に入ります。 

午後３時１７分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後３時３０分再開 
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○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(6) 新学校給食センター整備事業方針（案）について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(6)新学校給食センター整備事業方針（案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。教育施設担当課長。 

○【古川教育施設担当課長】 それでは、新学校給食センター整備事業方針（案）について、総務文

教委員会資料№45に基づき御説明をさせていただきます。 

 本方針（案）は、平成30年度に行いましたＰＦＩ導入可能性調査の結果を踏まえまして、施設の整

備方針ですとか事業手法、運営等に関する方針を案としてまとめたものになります。 

 それでは、これから重立ったものについて御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１ページから６ページになりますけれども、こちらは現在の給食センターの状況と確保しまし

た用地についてまとめたものになりますので、御説明は省略させていただきます。 

 続けて、７ページ以降のⅢの施設・運営について御説明を差し上げます。７ページの１、施設の整

備方針では、主に建物としての方針を記載しております。 

 (1)では、安心・安全な給食を提供するために、①から④の厳格な衛生管理を行うことのできる施

設としております。①についてですけれども、汚染区域と非汚染区域、例えば肉などで申し上げます

と、調理する前の生の状態の場所の汚染区域と熱を加えて調理した後の場所の非汚染区域、こういっ

たものを明確にするとともに、一方通行の動線になるようにいたします。②についてですけれども、

水はねによる汚染ですとか雑菌の繁殖を防止するために、乾いた床で調理する。そういった仕組みの

施設といたします。こういった衛生面を中心とした安心安全につながる項目は、ほかにも３番、４番

で記載をしております。 

 続きまして、(2)のアレルギー対応です。ここでは施設面、建物を中心とした記載になりますけれ

ども、コンタミネーションの防止、誤ってまざってしまうことの防止のためにも、隔離された専用の

調理室を設けるというふうにしております。また、(4)にありますように、食育をこれまで以上に推

進するためにも、研修や試食に使えるような部屋、それから見学スペースといったものを確保してい

きたいと思っております。また、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べられるように、魔法

瓶のような仕組みの保温性のある食缶を導入いたします。 

 １枚おめくりいただきまして、９ページになりますけれども、次の大きな３番、食物アレルギーへ

の対応についての方針を御説明させていただきます。 

 今の給食センターでは、先ほども申し上げました施設整備面での課題もありまして、対応食の提供

はできておりませんけれども、新たな給食センターにおいては、こういったことに対応してまいりた

いと考えております。 

 まず、(1)と(2)ですけれども、先ほどの専用調理室と同様に、専用器具、調理員も専用の調理員と

しまして、それから誤配、間違って配ってしまうことを防ぐためにも、子供たちが使う食器も通常食

のものと別のものといたしたいと思っております。また、(3)、(4)にありますように、対象ですけれ

ども、アレルゲンの除去食を基本としまして、施設の広さですとか先行事例、こういったものをもと

に60食といたしております。 

 続いて、10ページになります。４番の設備や備品の面の考え方です。１つ目指すところといたしま

しては、(1)、(2)にありますようにメニューの拡大に寄与したいと考えております。こういったこと
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でメニューの幅を広げることができる設備、機械ですとか、炊飯を自動でできる設備を導入しまして、

作業負担の軽減とともに、そういった労力をメニューの拡大につなげたいと考えております。また、

(3)の食器についてですけれども、御飯もの、汁ものなど個別の食器を導入したいと考えております。 

 次のⅣになります。11ページをお開きください。運営審議会や食材選定委員会など、現在行ってい

るものも今までどおり継続することとしまして、新たな給食センターにおいても市が責任を持って、

あくまで市の事業として運営を行っていきたいと思っております。 

 ここから以降、運営面を中心とした部分の方針（案）を御説明させていただきます。 

 運営手法ですけれども、冒頭申し上げました、昨年度実施をしましたＰＦＩ導入可能性調査の結果

を踏まえまして、設計・建設から維持管理・調理・配膳など、一貫して民間事業者が担うことが、財

政面に加えまして、運営面でも効果が高いと評価をいたしました。枠にあります内容で、ＰＦＩ手法

による事業というふうにする方針（案）としております。 

 ＰＦＩ手法の簡単な内容は右側の12ページに記載をしておりますけれども、設計・建設・調理・配

送といった業務を個々の契約としてそれぞれの企業と結ぶのではなく、ＳＰＣという国立市の給食の

ための特別目的会社と一括して１本の契約を結ぶ。こういった内容になっております。これによって、

後ほど御説明させていただきます資金面に加えまして、同一の事業者が設計から運営まで一貫して行

うことで、例えば調理の面ですとか作業動線を考慮した設計の内容となりまして、効率的な運営の実

施ですとか、それに伴う財政的な効果も期待ができます。 

 また、12ページの２段落目にも記載をしてございますように、ＳＰＣは各企業とは別の会社になり

ますので、実際に各企業が仮に倒産した場合でも国立市の給食に与える影響が限定的になりまして、

給食提供事業が安定的に行えるといった利点が制度の中に内在されております。 

 続きまして、13ページをごらんください。ＰＦＩにした場合の業務範囲を記載しております。表の

中にございます網かけ部分が、現在の給食センターと異なる部分になります。上のほうにあります設

計・建設・備品の購入、真ん中のあたりの維持管理、下のほうの運営の欄にございます調理・配膳、

こういった業務を民間側に委ねるという形を想定してございます。 

 なお、ＰＦＩという手法においても、13ページの上に記載をしておりますけれども、安心安全な給

食のために献立作成ですとか食材配置、こういったものは市が責任を持ちまして、これまでと同様に

市の事業として進めてまいります。 

 続く14ページ、15ページが、ＰＦＩ手法におけますメリットを挙げた部分になります。 

 まず、総論になりますが、費用面、サービス面から調査・検討した結果、いずれもメリットがある

と考えております。具体的な詳細になりますけれども、(1)です。先ほども述べました設計から建

設・調理・配膳まで一貫することで、効率的な施設整備ということと、作業動線なども無駄がなく使

い勝手がよくなる。こういったことが可能になると思っております。 

 (2)２つ目のメリットですけれども、調理について、民間事業者はほかの自治体でも多数事業をし

ております。こういったほかの自治体で培った多様な経験をもとに、日々の業務の中で市の栄養士と

やりとりをする中でも、新しいメニューの提案ですとか、食育の提案ですとか、調理工程の効率化を

図るための提案を受けることができると期待しております。また、本市の給食サービスのレベルを上

げることが、こういったことによって可能になるかと考えております。 

 (3)はアレルギー対応になりますが、こちらについてもほかの自治体で行っている経験を生かして

いただくことで、スムーズなアレルギー食の提供が可能になると考えます。また、調理から配送・配
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膳も一連の業務としてなりますので、つくったところから児童生徒へ給食を提供する、この流れが統

一した担い手になりまして、連絡のそごなどの確率も下げることができまして、結果として誤配等の

確率を下げることもできるかと思っております。 

 おめくりいただいて15ページになりますけれども、(5)財政面での効果になります。こちらはその

効果を積算したものになりますけれども、運用面も入れて市が従来手法で行う場合より、事業期間全

体を通じまして約1.5億円程度の削減効果が期待できます。この要因は、先ほど申し上げました設計

から運営まで一貫して実施するという合理性といったところで、工事費、運営費の削減が期待できる

ところになります。 

 16ページの付帯事業になりますけれども、詳細は事業者の提案によることとなりますが、学校給食

の安心安全といった面にマイナスの影響を与える、また事業費を増大させるという内容ものは難しい

と考えております。 

 以上がＰＦＩ方式によるメリットの部分になりますけれども、おめくりいただきまして、17ページ

以降に今後の課題とスケジュールを記載しております。 

 課題の概要としましては、これまで御説明を差し上げてきました内容をさらに詳細に詰めまして、

事業者の公募が必要であるということになっております。重立ったもので申し上げますと、まず(1)

の資金調達方法を検討する必要がございます。ＰＦＩ手法では民間資金を活用して割賦払いをするこ

とも可能になりますが、その程度を詳細に詰める必要が今後ございます。また、(2)の事業者の選定

においては、各分野の識者の意見を取り入れる必要があると思いますけれども、加えまして、市民の

方々の意見を取り入れる手法を検討する必要があると考えております。 

 右側、18ページに移りまして、(5)の災害時の対応になります。給食センターは基本的に電気、ガ

ス、水道などの供給がないと稼働ができませんけれども、その復旧後にどういった形で対応するかと

いうことを、民間事業者と事前に協定を結ぶための準備が必要になるかと考えております。また、

(6)ですけれども、経験のございます今の調理員の方たちが引き続き調理に携わって、今のノウハウ

を引き継ぐ仕組みを検討していく必要があるかと思っております。 

 ここまでが今後の検討課題になっております。 

 スケジュールはおめくりいただいた19ページに記載がございますが、本年度、来年度の令和２年度

に事業者の募集を行って、令和５年度の２学期に新たな給食センターで稼働を開始したいと考えてお

ります。 

 今後についてですけれども、パブリックコメントを本日から既に実施しておりますが、６月22日に

市民の方向けの説明会も行う予定でおります。パブリックコメント、説明会につきましては、市報、

ホームページでアナウンスするとともに、市立小中学校の児童生徒の各家庭にチラシを配布してござ

います。市としてはこういったところを通じまして意見を収集した上で、方針を決めてまいりたいと

考えております。 

 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 では、簡潔にお伺いします。６ページにあります建設予定地でありますけれど

も、新給食センターの建設予定地は第四小学校から結構離れているのかなと思うんですけれども、配

達時間というのは適正でどのぐらいで、その適正にはちゃんと届けられるのかというところを心配し

ているんですけれども、いかがでしょうか。 



－ 60 － 

○【古川教育施設担当課長】 ルールとしましては、調理してから２時間以内に喫食するというルー

ルがございます。そのルールに当てはめまして、実際に配送計画、車を走らせる計画をしております

が、その範囲の中でしっかりおさまるよう確認いたします。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。では、その時間帯のところは大丈夫だということでご

ざいますね。 

 それともう一つは、例えば食物アレルギーへの対応とか、例えば異物混入とかないこともないとい

うか、そういうときの危機管理の責任の所在であったり、そういうときに解決するというか、それは

市でちゃんとなさるのか、それとも民間企業さんに任せてしまうのか、そこも。その点はどうでしょ

うか。 

○【古川教育施設担当課長】 調理につきましては民間事業者さんのほうで行っていただきますので、

一義的には民間事業者のほうにも責任はあるかと思いますけれども、ただ、市の事業として行ってい

きますので、その部分についても市が責任を持って取り組んでいくというふうに考えております。以

上になります。 

○【宮崎教育次長】 食物アレルギー等に対して、１つは未然防止、それからいざ事故が起きたとき

の対応でございますけれども、これは現在も保護者、学校、教育委員会は給食センターですね、その

状況を把握した上で、まず１つは喫食しないように、それからいざ誤って喫食したときにはどのよう

な対応をとるか、これは現場の学校等を含めた対応をとっておりまして、新しい給食センターになっ

ても喫食しないようにという対応については給食センターだけにお任せするのではなくて、学校、教

育委員会、そして家庭を含めて一緒にやっていく。いざ喫食した場合の対応については、まずは学校

を中心に速やかに対応をとるということがありますので、これまでどおりの安全対策をしっかりとっ

ていくということになろうかと思います。その上で、現在、口にできない、食べられないものが多い

お子さんに対して提供できる給食が、食物アレルギー対応をやることによって充実していく。そのよ

うに考えてございます。 

○【住友珠美委員】 次長の御説明で、食物アレルギーに対する対応は万全にしていくところである

ということは理解できましたけれども、もう一つは先ほど言った異物混入とか、例えばちょっとうが

った見方かもしれないけれども、食中毒が起こったりとか、そういう危機があったときの危機管理も

含め対応、学校では対応するのかもしれないんですけれども、結局責任はどうなるのかとか、そうい

ったことになってくるのかなと思いますので、私はその辺をきちんと明確化してないと困るのではな

いかと思っているところなんですけれども、その辺をきちんと詰めていただけたらと思います。それ

で大丈夫です。 

○【藤江竜三委員】 １点ぐらい意見だけ申し上げようと思います。さまざまな細かい計画として、

かなりよいものができ上がってきているのかと思います。ＰＦＩの手法を使ってライフサイクルコス

トも抑えていく、そういった努力をさまざまなところから感じます。また、付帯事業も無理せず、本

当にできるところをやっていく形というのもよいものだと思います。 

 ただ、１点ちょっと、これはすごい大事なところで、ユーザー目線で考えたところがあるんですけ

れども、生徒にとって一番大事なところというのはおいしい給食ということで、実はそれはあんまり

書いてなくて、メニューが多彩とか、食器が瀬戸物になるとか、そういうことも確かに大事かもしれ

ないんですけれども、一番大事なのはおいしい給食だと思いますので、そこを目標の１つにぜひ置い

ていただいて、今後もよりおいしい給食を出していただくように進めていただけたらと思います。 
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○【小口俊明委員】 ９ページの食物アレルギーのところです。さきの委員も聞きました。これはこ

れまで現行の給食センターでは対応ができていなかったところまで、新学校給食センターでは食物ア

レルギー対応が可能である、新しく対応ができるということでよろしいんですか。 

○【古川教育施設担当課長】 除去食を中心としたアレルギー食の提供ということでやっていきたい

と考えております。以上になります。 

○【小口俊明委員】 これまではできていなかったところができるようになるという理解でいいんで

すか。 

○【古川教育施設担当課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【小口俊明委員】 そうしたことで受けとめました上で、先ほど説明の中で、方針のこの資料にお

いては、設備側からの視点での内容という意味で報告がありました。子供たち側の視点というか、そ

ういう見方をすると、アレルギーということで、今アレルギー、いわゆるアレルゲンですよね、原因

物質が多岐にわたるということもある中で全ての、全てのというのはその時々の全ての子供たちにア

レルギー対応の給食を提供できるということでいいのかどうかを確認したいんですけれども、その全

体の設計の中での60食という範疇で考えれば、これまでの経過から見て、それは全てに対応できるだ

ろうという想定のもとに、このように考えられているのか、あるいは漏れが出てしまわないのか、そ

こはどこまで想定をしてこの計画を立てていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

○【古川教育施設担当課長】 今ここには記載をしておりませんけれども、想定しているアレルゲン

としましては乳と卵を今のところ想定しております。今現在、給食センターですとか、教育総務課の

ほうでアレルギー疾患を持っていらっしゃるお子さんの数を考えたときにも、その数は今回お示しし

ている60食と２つのアレルゲンというのは、対応できる範囲内だと考えております。以上になります。 

○【小口俊明委員】 アレルゲンは２つの種類ということで、もしそれ以外の症状を持つ子供がいた

場合には、それはどういう対応になるんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 基本的には、今まで行ったお子さんですとか、家庭で行っていただい

ている対応と、基本的には同じになるかと考えております。ただ、新しい給食センターに移りまして、

事業が進んでいくにしたがって、対応をさらに広げられる部分については広げていく。そういう考え

で進めてまいりたいと思っております。以上になります。 

○【小口俊明委員】 ということは、これまでも対応してきて、安心して給食をとれるというところ、

それがさらに一歩進んだアレルギー対応ということでスタートして、かつさらに今後、その対応を広

げていくということで、子供たち一人一人が安心して給食をとることができる体制を、これまでの体

制を崩さず、また今後それ以上に対応を強化していくという理解をすればよろしいですか。 

○【古川教育施設担当課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【古濱薫委員】 御説明ありがとうございます。新しい給食センター、以前の古いものから50年ぶ

りの建てかえ、およそ50年ということで、大変な期待が高まっているところだと思います。これから

小学校の建てかえなどもありますし、こういった新しいものに変わるとき、正直言って、保護者です

とか子供はわくわくしていると思います。今、小さい赤ちゃんですとか妊娠を考えている方々とか、

将来この子が大きくなったときにどんな学校に入るのかなってわくわくする案件だと思います。アレ

ルギー施設など、今お話にありましたが、アレルギーに対応してくださるということで、本当に保護

者としては待っていましたという気持ちでありがたい限りです。 

 その件につきまして、14ページの一番下のほうで質疑いたします。「調理から配送・配膳に至る一
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連の児童生徒への給食提供の流れが統一した担い手になることで」とありますが、これは調理から配

送・配膳に至る、配膳まで同じ方が手がけるようなイメージなんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 同じ方ではございませんけれども、同じ事業者という形でお読みいた

だければと思っております。以上になります。 

○【古濱薫委員】 わかりました。これを読んだとき、つくった方がトラックに乗って子供の教室ま

で行って、よそるところまでしてくれるのかと。笑い事ではなく、自校式ではつくった方が教室まで

持ってきて、この子の分ですって、誤配がないようにしています。自校式でアレルギー対応している

学校では。それが理想だと思うんです。自校で、自分のところの学校、本当に近くでつくっていて、

その方が持ってきてくれる。きょうは誰ちゃんと誰君だよねと確認して、間違いなくしている。それ

でもやっぱり調布市のように間違えるという事故が起きてしまうこともあります。もしかしてそうい

う対応をしてくれるのかなとちょっと期待をしてしまいましたが、事業者が同じ。ということは、学

校にお二人ずつぐらい配膳員さんが配置されている、あの方もその事業者の社員というか、そういう

方たちだということでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 今現在、おっしゃるとおり、同じ事業者というふうに想定しておりま

す。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。 

 では、引き続き違う質疑をさせてください。先ほど藤江委員からもありましたが、ＰＦＩとかＨＡ

ＣＣＰ（ハサップ）とか、すごく大事なことですが、食べる児童生徒にとっては給食がおいしい、楽

しい、安全安心だ、そういうことは保護者にとってもそうだと思います。今お考えの新センターにな

るに当たり、子供や学校の先生方、職員の方々に届いた給食がどのように実際変わると具体的にお考

えですか。 

○【古川教育施設担当課長】 詳細はこれから事業者を募集する段階で、さらに給食センター、栄養

士等と詰めていくことになりますけれども、今話をしている中では、例えば今、生野菜というのは給

食で提供ができていないんですけれども、こういったものが新しいセンターになって、新しい機器が

入る。そういったことによってこういうものが提供できるようになる。また、例えばコロッケなども、

新しいセンターでは機械でつぶして成形をしてというものを入れることができれば、そういった多彩

な給食、新しいメニュー、そういったところでおいしいものができていくのではないかと考えており

ます。以上になります。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。さっきまで旧給食センターのものを食べていた子供たち

が、次の日に新しい給食センターの給食をもらって、フルーツだとか野菜サラダだとかがよそられた

ら、本当にどよめきが起こるのではないかと思います。カットフルーツですとか、今は袋に入ったも

ので提供されていますけれども、切った新鮮なものがもしもできるとか、フルーツポンチのようなも

のなどもできるとか、本当にうれしいことだと思います。 

 もう一点質疑させてください。先ほど新しい建設地がちょっと遠いと住友委員の意見からもありま

した。給食の時間は大事な食育、教育の時間ですので、施設見学、毎年１年生が必ずやっていると思

います。近い子たちは徒歩で行きますけれども、特に第四小学校は今遠いねという話がありました。

どんなふうに見学の方法をすることになるでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 見学に来る交通手段ということでよろしいでしょうか。まず、こちら

のほうは詳細は詰め切れておりませんので、今後、学校側と運営をしていく中で協議していく事項に
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なろうかと思いますが、給食センターの設備については全体を見渡せるような、食育につなげられる

ような設備にしたいと思っております。以上です。 

○【宮崎教育次長】 施設見学等も教育課程の中でしっかり行っていきたいと思います。その際に、

近い学校は当然歩いていけるであろうと。遠い学校について、当然同じ時間の中で見学しなければな

りませんので、例えばこれはちょっと違いますけれども、田植えのときなども近い学校は歩いていっ

たり、遠い学校は市で手配したバスを回したりということでやっていますので、それはそういった状

況に応じて教育委員会が学校と相談しながら、きちんと時間内で見学できるような体制を整備してい

きたいと考えてございます。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。距離が遠くなったことで、例えばことしはないとか、そ

ういうことがないように、せっかく見えやすい、廊下からきっとガラス張りで、今だと高いところが

ちょっと遠いんです。調理の様子がよく見える設計になると思いますので、児童生徒はもちろん、保

護者、地域の方々なども見学をできるようにしていただきたいです。 

 後に、今、説明会なども予定されているとありましたが、資料を見た感じ、当の子供たちの意見

を聞く場面が見当たらなかったり、説明会も多分、行ける方が足を運ぶのかなと。当の食べるのは子

供たちですから、その意見を聞くような、吸い上げるような場面というのはお考えでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 今現在、具体的にこうしよういうところは持っておりません。ただ、

御指摘いただいたところ、確かに委員おっしゃる視点は大事かと感じているところです。ですから、

今後具体的なところが詰まってきて、お子さんたちにこういう形になるんだよというものをビジュア

ル的にお見せできる段階になったら、意見になるのか、説明になるのかわからないですけれども、そ

ういったことを志向していきたいと思います。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。当の食べる子供たちにとって、そうだよね、ＰＦＩ手法

がいいよねとかないと思うんです。どんな給食がいいか、安全でおいしい、おいしい、いっぱい食べ

られるとか、子供たちに聞くとびっくりするような意見が出てくるんです。毎日ステーキがいいとか、

大人のほうでは思いつかないような意見もあるんです。夏は冷し中華が食べたいとか、献立は１カ月

決まっているものですから、思いのほか夏でも冷え込んだ日があるとか、そういった季節の品は給食

センターの方々はすごくやってくださっていますが、ここは子供の意見を絶対に忘れず、気持ちを吸

い上げるようなシステムをぜひ組み入れていただきたいということを強く要望して、おしまいにいた

します。ありがとうございます。 

○【稗田美菜子委員】 何点か御質疑させていただきます。12ページのところで、ＰＦＩ手法につい

て全体像を示していただきました。それぞれの会社から独立した会社のＳＰＣをつくって契約をする

ことで、この説明の中では、例えば出資者である企業が倒産した場合も、その影響を隔離することが

できる。別の会社も出資してできている会社が運営するので。業務委託などとは違って、影響は限定

的になるというお話だったと思うんですけれども、こういうことができるということは、もともとこ

ういうノウハウを持っている会社でないとできないということだと思うんです。全く知らないような

会社が、例えばここにある５業者となって、一緒にＳＰＣを立ち上げましょうというわけにはいかな

いと思うんです。ＰＦＩのデメリットでもあるとは思いますけれども、もともと個々の企業さんたち

が別のところでやっていたりとか、ＰＦＩについてのノウハウを持っている方たちが集まって、ほか

のところでやっているような形を国立市でもやっていくということになると思うんです。そうすると、

頼む会社、コンソーシアム、共同体になるような会社が限られてくるのかなと思いますが、そこで競
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争的なことがちゃんと働くのかということが１つ。 

 あと、19ページに事業者選定プロセスとして令和２年、2020年末までということだと思います。１

年ぐらいかけて丁寧にやっていくということだと思うんですけれども、これぐらい時間がかかってし

まう理由、この２点まずお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 １つ目の御質疑です。ＰＦＩにした場合に、今まで経験知のある事業

者しか創成できないのではないかという御質疑かと思いますけれども、確かに委員おっしゃいますよ

うに、ＰＦＩの経験というものは重要かと思っておりますが、全ての会社がその経験がなければいけ

ないかということではなくて、幾つか経験があって、その他は経験がないということも組み合わせと

してはあり得るかと思います。ですので、そういったＰＦＩを創成する段階で競争性というところは

担保されていくのかなと考えます。 

 もう１つのスケジュールに関してですけれども、事業者選定プロセスは今１年以上しいております。

これから募集要項をつくっていったり、募集要項も１回公表して、それで進みますという形ではなく、

公表して事業者から意見をもらって、またそれを戻して修正をしてという形を考えております。募集

の内容もそうですし、こちらから実施してほしいことというのも同じような形で事業者とオープンな

場で少しやりとりをしながらやっていきたいと思っています。そういったところで事業者選定のプロ

セスというのは時間をかけたい。 

 それから、選定委員さんですけれども、先ほども御説明をさせていただきましたが、市の内部の職

員だけで決めるのではなくて、学識経験者ですとか市民の方ですとか、そういったところを交えて決

めていきたいと思っていますので、そこの会議の場も時間の中に入れていきたいと思っております。

以上になります。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと、このＳＰＣは既に何となく想定されているという解釈でいい

んですか。１社とか２社とか、ある程度想定されているということでいいのかお伺いします。 

○【古川教育施設担当課長】 現在想定しているところはございません。国立市の募集の案件に合わ

せてさまざまな事業者がコンソーシアムといいますか、ＳＰＣを創成してまいりますので、今想定し

ているところはございません。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。 

 あともう一点だけ。17ページのところに今後の検討課題・スケジュールというところがあります。

(3)に「市の意向と事業者提案とのバランスのとれた要求水準の検討」とありますが、ここで市がど

ういう形でつくってほしいという要求書みたいなものを出して、事業者さんと調整をして、それがさ

っきおっしゃっていた１年以上かかるプロセスになるのかなという感じなんですけれども、そこがど

うなのかということと、この要求水準書というのはどんなふうにつくっていくのかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 まず、要求水準書になりますけれども、市としてどういう給食センタ

ーをつくってほしいか、どういう運用をしてほしいかというものを示したものが要求水準書になりま

す。このつくり方になりますが、今の給食センターの調理員ですとか栄養士の意見を取り入れながら、

今後、国立市の給食をどういうふうにしたらいいかという点を踏まえてつくっていきたいと思ってい

ます。先ほどの繰り返しになりますけれども、一回できたものに関しても一旦公表して、またそこで

意見をもらって、持ち帰って再度つくるという形で考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。今のお話だと、調理員さんとか現場にかかわっている方たち

の意見を聞いてつくりながら、具体的な話をここで詰めていくということで理解をいたしました。他
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の委員もたくさん御意見がありましたけれども、子供たちにとってどういうのがいいのかというのは、

ぜひここの段階でも含めていただくということをお願いして、私の質疑は以上になります。 

○【石井伸之委員】 それでは、端的に質疑をさせていただきます。まず 初に、くにたち野菜の活

用についてはいかがでしょうか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 現在のところ、地場産の野菜に関しましては、おおむね12％

から13％で推移しているところでございます。毎月地元の野菜農家さんと献立の中に入れるべく調整

会議をしているところで、努力はしているところですが、生産量や気候も絡みますので、なかなか安

定的な供給ができないという中では、 大限努力しているという形になっております。引き続き向上

するように粘って交渉していきたいと思っております。 

○【石井伸之委員】 ぜひくにたち野菜、地場野菜の活用のほう、よろしくお願いをいたします。 

 そして、先ほどの質疑の中でもさまざまな課題、問題点、特にアレルギー対応等の話があったんで

すけれども、よくアクシデントの一歩手前の状況、そういったものをインシデントというんですけれ

ども、そういったインシデントが発生した場合に速やかに市にそういった情報が提供されるシステム、

そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 日々の業務の中で市職員、栄養士等と連携しながら、事業者は調理等

を進めますので、そういったインシデントについても、日々の連絡とか業務の中で報告が行われると

考えております。 

○【石井伸之委員】 そういったインシデントが業務改善の中で発生はしても、それでもそれに対す

る対応が積み重ねられることによって、アクシデントを防ぐことができると考えております。 

 それと、インシデントの中にもやはりレベルがありまして、インシデントレベル１とかインシデン

トレベル２とか、例えばインシデントレベル４はほとんどアクシデントに近いよとか、そういった意

味でのインシデントと、ただ一言で言うのではなくて、インシデントの中にもそれだけ危険度の高い

ものというので、そういった区分けも必要だと思いますので、安心安全な給食をつくっていくために

もそのあたりも御検討いただきますようによろしくお願いいたします。 

 そして、まずこの建物における燃料ですけれども、都市ガスかと思いますが、いざ災害時なんです

けれども、都市ガスがなかなか復旧しないといったことを考えると、プロパンガス対応とか、そうい

ったアタッチメントをつけられるといった考え方はいかがでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 今現在、熱源のガス、都市ガスなのかプロパンなのかというところの

確定はまだしておりませんけれども、災害対応についてもある程度のことは考えていかなければいけ

ないと思っていますので、今後、募集をしていく中で検討していきたいと思っております。 

○【石井伸之委員】 恐らくはほぼ十中八九、都市ガスかと思います。そういった中で、いざ災害時

に備えてプロパンガスでも対応ができる形でのアタッチメントであったり接続機器、そういったもの

を事前に準備されておきますと、いざ都市ガスが使えないという段階でも、プロパンガスによって稼

働が可能ということがありますので、そのあたりも御検討いただきたく思います。 

 続きまして、自家発電装置についてもまだ。そのあたりはいかがでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 自家発電装置の具体的なところについては、まだこれからという段階

になっております。 

○【石井伸之委員】 わかりました。災害対応、何が起きるかわからないといったことを考えると、

自家発電装置もしくはレンタル・リースによって自家発電装置機器が速やかに学校給食センターに届
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くといった対応、そのあたりのリース契約等もアクシデント対策に向けてぜひとも検討の中に入れて

いただけますようにお願いをいたします。 

 続きまして、この建物は鉄骨造でいくのか、それとも鉄筋コンクリート造でいくのか、このあたり

はいかがでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 こちらも決定はしておりませんけれども、恐らく鉄骨造になるかと考

えております。 

○【石井伸之委員】 鉄骨造かと思います。そういった中で、鉄骨造を構造的に考えると、よく鳥が

巣をつくりやすい部分、ギアとか、特に人を怖がらないツバメなどが突然そこに巣をつくって、それ

を撤去するのが非常に大変だったりということがありますので、できれば構造上の中で鳥が巣をつく

れない形での設計もぜひとも事前に行っていただけますようにお願いをいたします。 

 続きまして、16ページですけれども、提案内容の中に駐車場というのがあるんですが、こちらは実

現は可能なところでしょうか。そのあたりいかがでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 こちらの記載につきましては、ＰＦＩ導入可能性調査を行っていく中

で、事業者からアンケート等をとりました。その中で、事業者で対応できそうな事業ということで上

がってきたものをここへ転記しております。ですので、実際に何をやるかというのは、今後、実際の

事業を募集した段階で応募がございますので、その中で選定をしていくことになるかと思っておりま

す。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。そういった中で、すぐ近くにあります泉団地でまだま

だ駐車場が足りないという声を聞いておりますので、もし可能であれば事前に泉団地自治会の皆様と、

今現状どの程度駐車場が足りないのか、もし大口で30台、40台、50台と契約をしたいという考え方が

あるのかどうか、そのあたりどこまでできるかというのは、もちろん今後の検討かと思いますけれど

も、例えば５台でも10台でも、そういった契約を行う中で少しでも建物に関する財政的な配慮の一つ

になればと考えておりますので、検討の中でお考えいただければ幸いです。 

 そして、 後に意見になりますけれども、藤江委員が言われていた、おいしい給食というのは私も

大賛成です。給食がおいしくないと、結局食育の観点で、おいしくないものを食べさせられていると

いう感覚が非常に残念ですので、給食はおいしいというところから、例えば嫌いなピーマンでもニン

ジンでも、こういった調理方法だったら食べられるという食育の観点から前に進めていただきたいと

思います。 

 それとあと、各郷土料理、いろんな地域の料理なども今現在、学校給食センターの努力の中でそう

いった献立を出していただいております。そういったものもぜひ継承していただきたく思います。ま

た、昔の「にーだんご」であったり、いろいろ地域の料理、また谷保に伝統的に残っている郷土料理

といったものも、今後も継承していただけますようにお願いをいたしまして、終わります。 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(6)新学校給食センター事業方針（案）についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(7) 国立第二小学校改築マスタープラン（案）について 

○【遠藤直弘委員長】 続いて、報告事項(7)国立第二小学校改築マスタープラン（案）についてに

入ります。 

 当局から報告を願います。教育施設担当課長。 

○【古川教育施設担当課長】 それでは、総務文教委員会資料№46に基づきまして、国立第二小学校
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改築マスタープラン（案）について御説明を差し上げます。 

 まず、１ページをお開きください。マスタープラン（案）の概要になります。１の計画の背景と位

置づけの 後の段落に記載がございますように、第二小学校の設計につながる新校舎の基本的な構想、

計画として学校づくりの理念ですとか、平面計画案をまとめたものになります。 

 続く２番になりますけれども、２ページをお開きください。このマスタープランを作成するに当た

りまして、２ページにございます学校長を初めとした学校の関係者、保護者、地域の方々、識者とと

もに連絡協議会を設置いたしまして、右側の３ページにございますように、10回にわたる意見交換を

行いました。その結果、報告を受けたところでありますけれども、その中では近隣他市の建てかえの

事例を視察するですとか、附箋紙を使ってワークショップを行いまして、自由な意見を募りながら議

論を行ってまいりました。本マスタープランはそこからの報告をもとにしまして、市としての方針、

計画を示すものになっております。 

 それでは、内容の説明にまいりたいと思います。先ほどと同様に項目が多岐にわたりますので、重

立ったところを説明させていただきます。 

 ４ページから19ページまでのパートは、敷地の状況を初めとした現在の第二小学校の状況を確認し

たパートになっております。 

 20ページをお開きいただきますようお願いいたします。これ以降がマスタープラン（案）の方針な

どといった内容を示す部分になっております。まず、 も大きな考え方としまして学校づくりの理念

を定めております。「～つづく つながる～夢を育てる学び舎」という理念になっております。二小

の伝統をつなげまして、地域と児童、先生も一緒につながり、それによって未来へ向けて夢を育てる

学校にしたいといった思いが込められております。また、下の目指す学校づくりですけれども、ソー

シャルインクルージョンを初めとしました、学校改築の今後のモデルケースとしての視点を３点記載

しております。 

 続く21ページになりますけれども、先ほど申し上げました理念を実現するため、５つのコンセプト

を花びらの中に記載があるようにまとめてございます。このコンセプトをもとに、より具体的な実現

したいイメージとして計画方針を策定しております。 

 続く22ページのＡ３の資料をお開きください。ここではコンセプトから具体的な空間などへの考え

方に続いていく、その体系を図にしてあらわしております。右にいけばいくほど具体的なものになっ

ておりますけれども、簡単に見方を御説明しますと、赤色の１の「学びを生み出し共に育ち学び合

う」というコンセプトでは、その右側の白丸にありますように、「みんなの夢を育てる学校」ですと

か、 後の白丸のように「すべての子どもが共に学ぶことのできるような学校」といった、より具体

的な考え方を定めまして、右側の実現したいイメージの欄にありますように、それを設備ですとか空

間に対応させまして、一番右側の具体的な計画方針として、普通教室などの計画に反映してございま

す。 

 ５つのコンセプトのうち、赤の色は主に学習環境を初めとしました学校教育機能についての内容に

なっております。２つ目、自然とふれあいながらと記述している青色のコンセプトは、二小の豊かな

自然をどう生かすかといった視点、３つ目は伝統をどのようにつなげるか、４つ目の絆を大切にしと

いう部分は、これまで培ってきました地域との関係、５つ目は安心安全のコンセプト、こういったも

のを中心に記載をしております。 

 23ページ以降の部分は、重立ったものを中心に御説明させていただきます。 
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 まず、23ページの学びを生み出し共に育ち学び合うのコンセプトに対応する部分です。具体的な考

え方としましては、白丸の４つでコンセプトのより詳細な考え方を示しておりますけれども、白丸の

ところのリード文でその内容を記載しております。どれも大切なコンセプトでありますけれども、３

つ目、４つ目は一見かぶるように見えますが、３つ目は地域を含め集うことで多様な体験をしまして、

大人も子供も学び合えるという考え方でありまして、４つ目はしょうがいのありなしにかかわらず学

ぶことのできる学校ということで整理をしております。 

 それをさらに具体的な空間に落とし込んでいるのが、24ページの四角の囲みで示しております実現

したいイメージというところになっております。この中の四角の１つ目、さらにその中の黒ポチの１

つ目は、今後、学習内容がさまざまに変化することが予想されるため、自由度の高い学習環境を実現

しようということにしております。また、四角の２つ目のところの黒ポチの３つ目にありますように、

トイレについての考え方も記載しております。ほかにも働きやすい環境整備ですとか、ともに学ぶこ

とのできる空間づくり、こういったことを記載しております。 

 続く25ページ以降で具体的な計画方針、ここでさらに具体的にどういった空間にするかといった考

え方を、例示も含め示しております。 

 次のコンセプトにまいります。29ページをお開きください。「自然とふれあい豊かな心を育てる」

という部分についての方針を御説明させていただきます。実現したいイメージとしましては、同様に

四角の枠内に記載しております。二小には木々など豊かな自然がございますので、それを続く30ペー

ジの①になりますが、外構計画の中にありますように、危険性を除去した上で、外構ですとか建物の

計画にどういうふうにつなげるかということを記載しております。 

 続きまして、３つ目のコンセプトになります。31ページの「世代を超えて伝統を未来へつなげる」

です。ここでは二小のよさですとか伝統をどのように受け継いで、未来に向けてチャレンジするかと

いった内容になっております。主に外構ですとか、グラウンドを中心とした方針になりますが、おめ

くりいただいて32ページの②の黒ポチの５つ目ですけれども、土壇、他校でいうならば朝礼台に当た

るようなものですけれども、こういったものですとか、少し戻りますが、１の①の１つ目の重厚な正

門、このような特徴的なものの安全性を確保した上で形を継承するとしております。また、③ですけ

れども、Ａの屋内運動場では暑さ対策を行うとともに、Ｂでは校庭とか屋外、運動場ですけれども、

現状以上の広さを確保するとしております。 

 続いて、４つ目の34ページのコンセプトになります。ここでは主に「地域と共に」ですとか、「地

域に開かれた」という点をうたっております。下の①の開放施設の黒ポチ１つ目になりますが、体育

館、校庭などに加えまして、特別教室まで含めて地域へ開放する。これにはセキュリティーですとか、

学校運営への影響を精査した上で検討することが必要になりますけれども、そういったことですとか、

35ページの④の敷地のセットバックになりますけれども、こういったところで歩道拡幅の考え方を記

載しております。 

 戻りながらの説明になってしまって恐縮なんですけれども、③の配置や動線ですが、学校にとって

も管理がしやすく、利用しやすい計画を行うことが必要かと考えております。 

 また１つ戻りまして、上の②の複合施設は、西福祉館と西学童保育所の一部を移転する方針として

おります。その上で、左下の青い複合施設のイメージにありますように、タイムシェアですとか相互

共有を行いながら、乳幼児親子プレイルームの機能を持たせるとともに、音楽室とか視聴覚室、先ほ

ど申し上げた学校機能とも連携をしていきたいという考え方を示しております。 
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 36ページ以降の５つ目のコンセプトになりますけれども、防犯や災害時の安心安全について触れて

おります。実現したいイメージの欄では、配置や動線といった施設設備両面に加えまして、地域の

人々の目で安全をつくるとしております。地域を含めまして利用者がたくさんいる状況をつくって、

多数のそういった見守りの目があることで、不審者等に対して効果が望めることですとか、ハード面

では動線が重ならないようにしてセキュリティ対策を行うといった、防犯対策が主な点になっており

ます。 

 また続く38ページ、39ページでは、これらの５つのコンセプトに加えまして、共通する考え方とし

てプラスアルファの考え方をまとめております。 

 駆け足になりますが、41ページをごらんください。今まで説明してまいりましたコンセプトなどを

もとに、まず左側40ページの平面計画の基本的な考え方とこれまで示した幾つかを踏まえまして、施

設ボリュームだけの前提になりますが、41ページにあります東西南北、校舎の配置を想定して行いま

した。黄色い部分が想定される新校舎に当たる部分になりますが、それをもとに新たに想定する校舎

の配置を検討しております。連絡協議会で議論を行った結果、Ａの北側の案、現在の校舎位置に新た

な校舎を建設する案と、Ｃの東側に新たな校舎を建設する案が望ましいとなっております。残った２

案でさらに検討するために平面図を起こしましたけれども、そのために42ページに示す諸室とその面

積を、43ページから46ページのゾーニングということで条件をつくっております。 

 具体的な平面計画の御説明に移る前に、平面図を引く際の考え方の１つとなりましたゾーニング、

43ページから46ページの部分になりますが、各諸室の考え方を幾つか御説明をさせていただきます。 

 まず、43ページの普通教室の考え方ですが、一番上の模式図にありますように、従来は南側に教室

がずらっと並んで、北側に廊下があるという学校だったかと思います。新たな校舎では学年ごとにま

とまりをつくりまして、学年全体での指導もでき、それから多様な学習形態に対応できるような配置

にしたいという考えから、こういった学年ごとのまとまりのゾーニングを考えております。 

 また、44ページのメディアセンターになりますが、既存のようにコンピューター室、図書室を分け

るのではなくて、一体的にして、かつ学校の中心となるような位置に配置して、壁を取り払うなど工

夫をしまして、子供たちの交流のきっかけとなる、例えば休み時間に子供たちがそこへ集まられると

いう考え方を定めております。 

 こんな考え方をもとにしまして、47ページ、48ページにありますような北側の配置計画案、東側の

配置計画案、２つの平面計画を策定して比較をしております。 

 その結果や評価は、続く49ページに記載をしてございます。東側案では校庭が広く確保できるです

とか、イメージが一新される、それからわくわくする。(4)の２つ上にございます回廊型になること

で、これは先生たちの意見でしたけれども、移動が効率的になるですとか、仮設校舎の建設が不必要

な案になっておりますので、費用面に加えまして、引っ越しの回数を少なくできるですとか、仮設校

舎を使用しないことで、学習環境、生活環境でメリットがあるのではないかといった声が多く挙がっ

ておりました。 

 あと、ここには記載はございませんけれども、複合施設や特別教室などの開放を今後検討していく

際には、地域連携のしやすさといったことも重要であるといった意見もございまして、東側の案を前

提とした内容で取り組みを進めることにしております。 

 平面図の詳細は50ページ、51ページになりますけれども、詳細はここでは省略をさせていただきた

いと思っております。 
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 ここまでがマスタープラン（案）としての内容になりますけれども、今後の課題ですとかスケジュ

ールを、52ページ、53ページでお示しをしております。 

 まず、スケジュールになりますけれども、53ページをお開きください。令和元年度、令和２年度、

2019年度、2020年度に設計を行います。校舎の解体ですとか建設の位置の順番は、一番下の青い部分

で示してございます。その続きですが、2021年度、2022年度に、現在の校舎を使いながら、新しい校

舎の本体第１期工事を行います。その後、引っ越しを行いまして、2023年に現在の校舎を解体して、

新たな体育館、複合施設等を建設しまして、その後、外構工事を行います。 終的な工事完了は、今

のところの予定になりますが、2025年になるかと思っております。 

 このマスタープラン（案）の平面図を含め、詳細は設計の中でさらに検討しながら進めることにな

るかと思いますけれども、スケジュールや建物、校庭の外構など詳細は、したがって同じように設計

をしながら進めることになっていくかと思います。本計画案は、設計をするための基礎的な考え方、

いわゆる指針とするような考え方を示すものになっております。 

 マスタープラン（案）の御説明は以上になりますが、あす第二小学校で学校公開日がございますの

で、そこにあわせて説明会を第二小学校で行いたいと考えております。チラシも各家庭や自治会向け

に配布をしているところですけれども、説明会に来れない方もいらっしゃるかと思いますので、パブ

リックコメントについてもチラシの中で御案内をさせていただいております。こういった機会を通じ

まして意見をいただきまして、マスタープランの策定に今後生かしてまいりたいと考えております。 

 説明は以上になります。よろしくお願いします。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 一般質問でほとんど言いたいところは言ったんですけれども、残していたとこ

ろがありまして、地図があったほうがいいと思ったので質疑しなかったんですけれども、一般質問で

は。50ページですけれども、平面計画で一般の方にも特別教室などは開放したいということでいいと

思うんですけれども、この計画を見ますと、トイレまで入れなくなっていて、トイレまで戻ろうとす

ると結構時間がかかってしまうのかなと単純に見て思ったんですけれども、その点を今後改良してい

く可能性はあるんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 特別教室等の開放についても、今後、学校側と詳細を詰めながら、実

際にするかしないかといところになるかと思いますが、今お話しいただきましたトイレの点に関して

も、実際の位置等は、今後、検討していく中で場所がずれるということはあるかと思っております。 

○【藤江竜三委員】 ぜひとも使いやすい形を検討していただけたらと思います。そして、この建物

もそうですけれども、ライフサイクルコストをぎりぎりまで調整する中で、下げられる方法を考えて

ほしいと思います。 

 それと、プールが使えない期間が長い期間あるようにも感じられるんですけれども、そのあたり、

まだ検討が全然進んでないということなのか、一応こういうふうにするかもしれないというのはある

のかというところを確認させてください。 

○【古川教育施設担当課長】 プールの解体時期につきましては、今、仮置きという段階で解体時期

を入れさせていただいております。こちらも建てかえのときに教育活動をとめるわけにはいきません

ので、そういった面を学校長とも相談しながら、プールの解体時期等を設計の中で定めていきたいと

考えております。以上になります。 

○【稗田美菜子委員】 何点かお伺いいたします。マスタープランということで、第二小学校って私、
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実は母校なんですけれども、第二小学校で昔からあって、歴史的に伝統があってというと、二本松、

２本の松とあと桜と、さっき土壇の話があったんですけれども、ちなみに土壇は朝礼台ではなくて、

みんなが集うたまり場のようなところで、小さいものではありません。横幅７メートルか８メートル

ぐらいあって、奥行き３メートルぐらいあるような、奥に卒業生のつくった作品の日時計があって、

そこでお休みの時間にバスケットをしている友達を見たりとか、女の子だと恋バナしたりとか、いろ

いろと思い出深い場所なんです。 

 その土壇が50ページの設計図にはなくなっているということは、なくすという方向なのかなと結構

私は衝撃を受けたんですけれども、（「しようがないんじゃないか」と呼ぶ者あり）思い出の土壇だ

という、確かに何十年もたつので、それはそのとおりで、わくわくすることは推奨したいと思うんで

すけれども、歴史を大事にしたいといういろんな意見がある中で、ここの設計図にないということは

なくなってしまうのかなというのをまずお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 土壇は残す方向で考えていきたいと思っておりますが、今どこに置く

かという詳細が決まっておりませんので、書いていないという状況になっています。残すに当たって

も、門もそうですけれども、今、玉石でつくっておりますので、地震等があった場合にそれが落ちる

可能性があって、危険な状態であるかなというふうにも認識しています。ですので、安全性を確保し

た上で、どこに置くかというのもこれから検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。私としては思い出深いところですので、安全性を確保した上

で、もちろんそのとおりです。動かしてみて安全性が担保されなければ意味がないですので、私たち

よりも大分上の卒業生の作品ではありますが、卒業生が焼いたタイルでつくった作品ですので、とっ

ていただいて移動してということであれば、それはぜひお願いしたいところですが、何よりも安全性

を確保していただきたいということはお願いしておきます。 

 この案でいきますと、今、北側にある校舎が東側に建てられる。東側については、校舎の配置の比

較の中で特徴というのがあるんですけれども、西側に例えば仮に、これはなくなった案ですが、Ｂ案

で西側に校舎を移動した場合は、既存樹木が多く残置できるということが書いてあります。確かに第

二小学校は、桜並木を中心とした桜が多く東側にあるんです。これは東側に校舎を建てることによっ

て、恐らく撤去しなきゃいけないようなことも起こると思うんですが、その辺はどういうふうになっ

ているのかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 実際、連絡協議会の中でも木々の話は出ております。委員のおっしゃ

いますように、桜並木のお話ですとか、そういった木々に対する思いというのは委員の方からも伺っ

ております。そういった中で、全てを残すということは現実的には難しいところがあります。ただ、

二小にある木々の面影ですとか、二松に代表されるような象徴的なものは、極力残せるものは面影を

残していきたいという考えでおりますので、どこまでかというのはこれからの段階になってきますけ

れども、そういった基本的な考えを持って進めていきたいと考えています。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。確かにそれはおっしゃるとおりで、危ないものを残しておい

て、例えば工事中に倒れてしまってけががあっても困りますし、工事が中断されるようなことがあっ

ても困ると思いますので、確かに残せるものは残していきたいという気持ちはあるんですけれども、

国立第二小学校は昭和30年代に昭和40年代にできていると書いてあります。そうすると、70年以上た

っているので、当時に桜を植えて、当時から残っているということを考えると、50年以上超えて、桜

自身も大分年とってきている中で、実際ふたをあけてみたら全部危ないから、全部なくさなきゃいけ
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ないという可能性もあるわけですよね。その辺はどうふうになっているのかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 今現在残っている桜の多くは、要観察という部類になるのかなと考え

ておりますけれども、ただ、さらに詳細な調査が必要かと思っておりますので、今年度設計をしてい

く中で詳細な調査を行って、その辺の判断をしていきたいと考えております。以上になります。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。要観察ということで、植物ですので、生き物ですので、もち

ろん大事に育てていくということもとても大切だと思います。ただ、学校にあるものですから、当然

生き物で死んでしまうタイミングもあるかもしれませんし、枯れて倒れてしまうこともあると思いま

す。ですから、まず第一に安全性を確保すること、その上で結果的に、例えば今私が話ししましたよ

うに調査をして、精密検査をしてみたら、全部切らなければいけなくなったということがもし発覚す

るようなことがあれば、それは運営委員会の方もそうですし、周りの方、近隣住民の方を含めて、学

校の子供たちもそうです、事前に丁寧な説明をしていただきたいと思います。 

 それからもう１つ、第二小学校といえば、私の時代にはありませんでしたけれども、全面芝生です

よね。横70メートル、縦42メートルぐらいですか、南北42メートルで、横はたしか70メートルぐらい

あって、だから3,000平米以上ぐらいの全面で、運動会なんかするとすごくよくて、公開日なんかで

息子を連れていくと、あそこでとんでもないことになるんですけれども、子育てしている１人として

はとてもありがたいですし、あそこで子供を学ばせられたらいいなって思ったりするぐらい、あそこ

は魅力的で、保護者の方たちもそうおっしゃっていると思います。 

 この中の子供たちのアンケートが後ろのほうにあったと思いますが、66ページとか、例えば児童の

アンケート調査結果、学校の好きなところ・自慢したいところ、主な意見、一番 初に芝生ってある

んです。それから、例えば67ページ、質問の４番目、新しい学校がこんな学校になればいいなという

皆さんの考えを自由に書いてください。これは多分、６年生にしたアンケートだと思いますけれども、

一発目、木や芝生など緑はなくならないでほしいと書かれている。ですが、芝生については、どこだ

ったかな、極力残すでもなかったんです。どれぐらい残すのかなというのが見えないような形だった

と思います、今のこのマスタープランだと。 

 実際どの程度残すのか。現実的なお話で言えば、工事が始まれば当然工事ヤードが必要で、その結

果、あそこの芝生は当然工事ヤードに使われますから、そのためにプールもつぶします。ですから、

あの芝生は使うことができないのは明らか。ということは、その後、芝生を植えなきゃいけないとい

うことは明らかに現段階でわかっている中で、どこまで芝生をつくっていくのか、再生していくのか

お伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 芝生の点に関しましては、幾つか記載がたしかあったかと思うんです

が、31ページにも記載がございます。実現したイメージの箱の中になりますけれども、ここの一番上、

二松・門・土壇・芝生などのある風景を残すということになっています。ですので、今の芝生の維持

管理の形を継続するという前提になるかもしれないんですが、芝生のある形というのは新しい二小に

ついてもやっていきたいと思っています。ただ、面積ですとか規模、形については、これからの設計

の中で、実際にどの程度にするかというのを検討していくことになるかと思います。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 そういうことだと思います。実際に工事ヤードをつくって、新しい校舎を建

ててみたら、芝生がすごく小さくなっちゃったとなったら、子供たちの意識とは違うと思うんです。

当然その子たちは卒業して、私が今住んでいるところは第二小学校の区域ではないんですけれども、

ちょうどうちの息子が入るぐらいの年に多分新しい校舎ができるんです。同世代の人たちの話からす
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ると、やっぱり今、第二小学校のあの芝生って魅力的だよねっていう話になっていますので、全面と

いうことは難しいかもしれませんけれども、限りなく地域の皆様の意見、それから学校に通われる子

供たち、保護者、そしてこれから通っていくであろう方たちの意見をしっかりと聞いて、そこにつな

がっていくような形をつくっていただきたいと思います。 

 あともう幾つかなんですけれども、複合施設について、駐車場の記述についてはなかったんですけ

れども、複合施設は子育て支援などがこれからできるような形をつくっていくということだったと思

います。子供もそうですけれども、お年寄りも学校に通うということを考えると、一般質問の中で遠

藤議員がおっしゃっていましたけれども、駐車場というのが必要になってくるかと思います。そうい

ったことで、この記述が全くないというのはどういうことなのかなと思うんですけれども、いかがな

のかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 今回の検討の中で、主なところは校舎の配置ですとか、どういった学

校にしたいかというビジョンというか、考えをまとめるところが今回のメーンなところになっていま

す。ですので、芝生の先ほどの面積等と同じことになるんですけれども、駐車場については必要性は

認識しているところですが、これからその位置は検討していくことになります。以上になります。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。認識があるということと、詳細についてはこれから詰めてい

くということで理解をいたしました。 

 校舎を東側に建てるということで、すてきな校舎でいいなと思うんですけれども、一番気になった

のは、校舎が建てられて、窓が西を向いている。南を向いているのもありますけれども、基本、テラ

スは西と南ですよね、２階、３階の。 

 衝撃的だったんですけれども、西日の怖さを御存じないのかなと思ったんです。強烈な西日の中で

過ごされている、例えば教育長の部屋なんかまさに西日のど真ん中にあると思うんですけれども、夏

なんかいられないんですよね。いや、笑い事じゃなくて、本当に。すごいんですよ、西日、本当に。

それがコンサルが入っているから大丈夫でしょということにはならないと思うんです、当然。草木も

枯れちゃうぐらいすごかったりしますから。これから温暖化がどんどん進んでいくということを考え

ると、この構造で本当にこれから先、大丈夫なんですか。 

 学校にいる時間が短いから大丈夫ですという問題じゃないと思うんです。例えば災害が起きたとき、

これ当然使われることになると思います。一時的にかもしれませんけれども、ここで１日過ごされる

方がいるかもしれません。そういったことも含めて考えると、西側にテラスをしっかりつくった構造

というのは大丈夫なのかなと思いますが、どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 まず、西側のテラスの部分になりますけれども、当初引いていた設計

図面ではこのテラスはございませんでした。後からこのテラスが追加されたわけですけれども、経緯

としましては、逆にといいますか、西側の教室に対しても光をしっかり取り入れたいということで、

２面採光がとれるように西側の教室にテラスを設けたという経緯がございます。 

 西日についての影響というか、暑いというのは私も実感としてございますけれども、新しい校舎、

先ほども御意見で頂戴しましたけれども、ライフサイクルコストのところも重要な点だと思っていま

す。ですので、こうするというわけではないんですけれども、例えば二重サッシにして熱が入らない

ようにするとか、断熱の壁を入れるとか、そういう形で対応していくことができるかと思っておりま

すので、この形を前提として進めさせていただきたいと思っております。 

 それから、今後設計する段階で、これも恐らくなんですが、模型をつくったりして光の入りぐあい
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なども確認することができるかと思いますので、そういったところの確認をとっていきたいと思って

おります。以上になります。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。二重サッシにして熱を入れないんじゃなくて、あれは熱が逃

げないようにするのが二重サッシだと思うんですけれども、温室効果ですよね。光が入ってきて中で

暑くなるのが問題なんですが、光を遮断しなきゃ意味がないので、遮光ガラスだったり、あるいは紫

外線をとめるようなフィルムをつけるという対応をしない限り、光線が入ってきちゃうわけですから、

そういうのをしっかりと対応していただきたいと思います。光をとることはもちろん大事だと思いま

すが、そういった対策、それから今ライフサイクルコストってありましたけれども、やってみたらエ

アコン代が物すごくかかっちゃったといったら意味がないと思います。ぜひトータルで考えていただ

いて、地域の皆様の声をしっかりと聞いて進めていただければということをお願いいたします。 

○【住友珠美委員】 聞かせていただきたいところが、35ページの複合施設のところで、西福祉館移

転し、地域活動などで利用できる貸し会議室というところで、コミュニティスペース（たまり場）を

整備する。もう１つは西学童保育所の機能、一部は移転する。二小から登所できるように安全確保と

いうところ、複合施設の中にこれを入れてしまうということで、西福祉館は移転ということは全面移

転になってしまうんでしょうか。そうすると、西福祉館はなくしちゃうということなんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 詳細な決定はこれからということになるかと思いますけれども、基本

的には西福祉館をそっくりそのまま第二小学校に移転するということで、案としては考えていきたい

と思っております。以上になります。 

○【住友珠美委員】 わかりました。西福祉館、そっくりそのまま移転ですよね。それと西学童保育

所の一部移転、これはスペース的に見て全部入るのかなという心配がちょっとあるんですけれども、

その点はどうなんですか。 

○【古川教育施設担当課長】 今引いている図面は本当に粗い状態なんですけれども、北側の複合施

設棟のほうで、その２つの機能は入るだろうというふうに確認しております。以上になります。 

○【住友珠美委員】 ということは、統廃合していくということなんだろうなと理解できるんですけ

れども、校庭スペースとか、学校のスペースの中でインクルーシブ教育を行っていくとか、多目的が

あっていいなとは思うんですけれども、全てがそこに集約していって、本当に学校の機能として成り

立っていくのかなというのが、今聞いていてちょっと不安になったところなんですけれども、その点

の検討というのはきちんとされているのでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 防犯のところでも少し申し上げましたけれども、学校教育のところは

学校教育の機能として大事にしていかなきゃいけない部分だと思います。ですので、委員のおっしゃ

られますように、何でもかんでも入れていって、それでいいかというふうには思っておりません。当

然学校ですので、学校の教育がまず大前提として成り立つ。これが基本的には持っておかなきゃいけ

ない考え方だと思っております。以上になります。 

○【住友珠美委員】 もちろんそのとおりだと思いますので、全部統廃合ではなくて、学校機能が一

番だと私も考えております。 

 もう１つ言わせてもらうと、48ページの東側配置計画案になりますけれども、こういう複合の学校

があるということで、私も１回、立川市の一小を見学に行きました。見てきて、それぞれの教室が、

教室の概念そのものがちょっと変わるというか、おトイレの位置もすごい明るくて、使いやすそうだ

なと思いました。今後さらにそういう使いやすいところは必要であると思いますが、もう１つ、しょ
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うがい児さんとか、例えばインクルーシブ教育が進んでいく中で、多目的トイレをどのように整備し

ていくのかなと思うんですけれども、例えばオストメイトとか、洗浄できたりとか、いろいろ機能が

必要かなと思うんですけれども、その点に対してはどのように考えていらっしゃいますか。 

○【古川教育施設担当課長】 共に学ぶことができるという理念をつくっておりますし、複数の地域

の方も利用することが想定されています。ですので、だれでもトイレを初めとして、そういったいろ

んな方に対応できるトイレというのを用意する必要があると考えております。具体的には、たしか１

階に今のところ想定はしているんですけれども、それも具体的な位置がこれから確定するのは、設計

の中でやっていきたいと思っております。以上になります。 

○【住友珠美委員】 今１階にということは、だれでもトイレ１カ所という考えなんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 １カ所というのは確定的に考えているわけではございませんけれども、

今この平面図で引いているのは複合施設側に１カ所、学校側に１カ所という形になっているかと思い

ます。以上になります。 

○【住友珠美委員】 ぜひ使いやすいところが必要かなと思います。私からは以上です。 

○【古濱薫委員】 御説明ありがとうございます。また、協議会の方々も10回開かれたと資料にあり

ました。丁寧な進め方をしてくださっているなと思います。給食センターもそうでしたが、こういっ

た大きな建物の改築は本当に期待がかかるところです。質疑いたします。 

 子供の意見を聞くということで、55ページにあるようにＰＴＡ・児童アンケートをとりました。そ

して、その結果がもっと後ろのほうに、先ほど読み上げられたとおりありましたが、それ以降、子供

たちの声というのは、協議会は地域の方で行っているようでしたが、声を生で聞くとか、そういう機

会はあったんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 保護者の方、ＰＴＡの方は参加されていますので別かもしれないんで

すが、お子さんについては、このマスタープラン作成に関しては、このアンケートをとったというと

ころだけにとどまっております。以上になります。 

○【古濱薫委員】 わかりました。今、いろんな質疑の中ではまだまだこれから考えていきますとい

った余地があるようでしたので、ぜひ子供の生の声をどこかで、また教職員の先生方、配膳員の方、

職員の方、顔を合わせて声を聞き合えるような機会を設けてほしいというのが私の希望です。 

 小学校が地域の基盤となって、地域と保護者、学校、市だけではなく、地域の方々みんなでつなが

り合って、小学校を拠点として地域ができていく。そういったところは本当に地域の力が育つと思い

ます。その大変重要なかなめになる学校だと思います。これから親になる方々ですとか、今からどこ

に住もうかと場所を探している子育て世代の方々とか、子供とのかかわり、自分には子供がないけれ

どもとか、大きく育ってしまったけれどとか、そういった方たちが、学校にこうやって複合施設も入

りますから、立ち寄れるような設計はお考えだとは思いますが、設計段階からかかわれるように子供

とかかわる方たちの協議会、そのメンバーの方だけでなく、説明会を開くときにも広くポスティング

していくぐらいしていただきたいと思います。そういった地域のみんなが自分の学校だと思えるよう

な、それぐらいつながりが持てれば、災害時とか何か問題が起きたときとか、強く支え合えると思い

ます。 

 私が子育てをしていた１歳児ぐらいのときには、20組ぐらいで集まっておりました。母と子で遊ん

だりとか、学習をしたりとか、20組いて、子供が今17歳に育ちました。今、国立市内に残って、その

ままずっと子育てしているのはほんの五、六組ぐらいです。みんな引っ越していってしまいました。
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一緒に子育てしていたゼロ歳、１歳、２歳とか、そういう大変な時期をともに過ごした仲間が他市に

引っ越していってしまいました。これは私の実体験で、データなどはないですけれども、ちょっと寂

しい思いがあります。国立市でこのまま同じ地域で、それぞれ御事情はありますが、ここに住んで子

育てしたいな、年をとりたいなと思えるようなまちづくりを、これは本当に１つの取っかかりだと思

います。ぜひ期待しています。よろしくお願いします。 

○【石井伸之委員】 それでは、まず 初に、工事中の校庭の使用についてはいかがお考えでしょう

か。 

○【古川教育施設担当課長】 済みません。こちらについても詳細、確定的なところはまだございま

せん。今の平面図だけでいいますと、半分くらいは残るとは思っておりますが、ここの中にはまだ工

事ヤード等の記載をしておりませんので、工事ヤードを今後設計していく中で、工事ヤードはこの辺

になりそう、これぐらいの広さになりそうということになると、さらにここから面積が少しずつ減っ

ていくということになるかと思っております。以上になります。 

○【石井伸之委員】 以前の一般質問でも取り上げたんですが、まず 初に、仮設校舎をつくらない

形で、少しでも財源効果を高めるために努力をしていただいたことに対して、まず心から感謝を申し

上げます。そうなりますと、校庭の面積、小さくはなっても全く使えないではなくても、例えば３分

の１とか４分の１とか、何とか使える形で工事中も校庭で遊べるという環境づくりに向けてよろしく

お願いをいたします。 

 それと、この建物の構造的なところなんですけれども、この校舎は震度６強まで耐えられる構造な

のか、それとも震度７まで耐えられる構造なのか、その点はいかがでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 具体的な数値については検討まで行っていない状況ですけれども、当

然学校ですので、災害時の避難場所等になることを考えますと、できる限り頑丈な建物にする必要が

あると考えております。以上になります。 

○【石井伸之委員】 ぜひ震度７対応にしていただけるようにお願いをいたします。災害に強い建物、

そして避難所という形で考えるとなると、震度６強対応では私としてはちょっと心もとないなと感じ

ております。いざ直下型の大震災が起こると、しっかりと震度７まで耐えられるというところが避難

所として合致する数値だと認識をしておりますので、そのあたりぜひともよろしくお願いをいたしま

す。 

 そして、51ページを見ますと多目的スペースというものがあって、なおかつ各学年２クラスまでの

対応になっているんですけれども、この多目的スペースもこれを勘案して、１学年３クラスまで対応

できるといった認識でよろしいでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 マスタープランの連絡協議会で視察にまいりました。その中で新しい

学校、きれいな学校が他市でできていたんだけれども、学級増によって増築をしなきゃいけなくなっ

て、当初のコンセプトが崩れてしまったという事例を委員の皆さんごらんになって、そういうことに

ならないような形にしたいという意見がございました。ですので、委員のおっしゃりますように、ク

ラス増になった場合はこの多目的スペースを活用して、もう１クラス対応できるような形を考えて、

このような教室配置になっております。以上になります。 

○【石井伸之委員】 了解しました。その時々になってみないと、突然大きなマンションが出現して

とか、何らかの事情で突然クラスが２クラスから３クラスになんていう話が、第一小学校とか第六小

学校とか、そういったことがございましたので、そういったフレキシブルな対応、３クラスでも対応
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できるといったところも頭に入れていただければと思います。 

 それと、先ほど稗田委員が言われておりました、さまざまな植樹の話なんですけれども、植樹に関

しても更新が必要な樹木があると思います。そういった中で、私もいつも言っているんですけれども、

植樹するなら、例えば各クラス、このクラスにはここの木とか、６年何組にはこの桜とか、そういっ

た形でメモリアル的に各学年、各クラスに１本ずつお願いをするといった植樹についてはいかがお考

えでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 連絡協議会の中でも子供たちの、アンケートもそうですけれども、

木々への思いというのは大事にしたほうがいいという意見がございました。委員のおっしゃるような

植樹ということも考えられると思いますし、あとは今ある木の子孫といいますか、そこから種という

か、苗みたいなのができるかどうかわからないんですが、そういう形で子供たちに次の世代を一緒に

育ててもらうというやり方もあるのではないかという意見も出ておりましたので、伐採して新しいも

のを植えるということになった際は、こういった子供たちの思いを大事にした、次へつなげるという

形をとれるような方策を考えていきたいと思います。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。 

 それと、新しい校舎の中でよく見るんですけれども、各年度によってモニュメントができたとか、

壁面に富士山の絵のようなタイルを張ったとか、そういった形で各年度、各年度、卒業生がどのよう

な形で我々が校舎にいたあかしを残せるかとか、そういったメモリアル的な部分をどのように、これ

は本当に長期計画になってしまうんですけれども、そういったところもひとつ考えた中で、校舎の中

にいろんな思い出づくり、そういった方向に向けて知恵を絞っていただければと思います。 

 あと、この中にもありました木をふんだんに使った温かみのある内装、これは私も大賛成です。木

のぬくもりに触れる中でぜひとも学校生活を送っていただきたいと考えておりますので、すばらしい

第二小学校になるように心から応援をいたしまして、以上とさせていただきます。 

○【小口俊明委員】 マスタープランということで、詳細の設計はこの先というところで、大きな方

針立ての内容ということでの報告かなと思います。その中で今見えているところでは、複合化という

ところと地域との共生という部分の取り組みということかと思います。そういう意味では、一方では

セキュリティーということもよくよく踏まえていただくというのは当然だと思います。そうしたとこ

ろも入れながら、今後の詳細設計に向かっていただきたいと思うところであります。 

 また、こうした地域とのコミュニティー、あるいは地域との共生ということからすると、これは子

供たちの教育環境ということにおいては、プラスの面が多々あるのではないかと思います。その辺を

生かせる新たな二小の校舎というところ、それをぜひ意識を持っていただいて取り組んでいただきた

いと思います。これが国立市の今後の将来に向かっての大きな１つのモデルケースで、本当にいい事

業を行ったなということで後世の皆さんに評価をいただいて、そのことが今後の国立市のさらに将来

の公共施設のあり方、学校のあり方を示していけるような方向性で、また詳細設計的にはぜひユニバ

ーサルデザインというところもしっかりと踏まえながら取り組んでいただきたいと意見を申し上げて

おきます。 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(7)国立第二小学校改築マスタープラン（案）についてを終わりま

す。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【遠藤直弘委員長】 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 



－ 78 － 

 これをもって総務文教委員会を散会といたします。お疲れさまでした。 

午後５時１分散会 
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  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和元年６月１４日 

 

 

 

    総 務 文 教 委 員 長       遠  藤  直  弘 
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