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○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 第35号議案 市道路線の廃止について

(2) 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、商工費） 

(3) 第41号議案 国立市の町区域の変更について

２．報告事項 

(1) 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

(2) 国立市交通安全計画（素案）について

(3) 国立市自転車安全利用促進計画（素案）について

(4) 都市計画道路３・４・８号線整備事業について

(5) 旧国立駅舎の管理運営に関する検討状況について

(6) （仮）矢川プラス兼複合公共施設の基本計画（案）について

(7) 富士見台地域まちづくり協議会の設置について

審  査  結  果  一  覧  表 

番 号 件 名 審 査 結 果 

第３５号議案 市道路線の廃止について １ .６ .１７ 

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、商工費） 

１ .６ .１７ 

原 案 可 決 

第４１号議案 国立市の町区域の変更について １ .６ .１７ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【関口博委員長】 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから建設環境委員会を開きます。 

 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。 

 市長部局についてお願いいたします。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、私のほうからは市長部局の出席説明員全員を紹介させていただきます。 

 最初に、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ので、御了承願

いたいと思います。また、説明員として係長を出席させております。国立駅周辺整備担当係長、関野

達也でございます。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。 

○【関口博委員長】 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御紹介申し上げます。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。

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。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。 

○【関口博委員長】 以上で説明員の紹介は終わります。 

 それでは、議題に入ります。 



－ 4 － 

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

 議題(1) 第３５号議案 市道路線の廃止について 

○【関口博委員長】 第35号議案市道路線の廃止についてを議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 それでは、第35号議案市道路線の廃止につきまして御説明いたします。 

 本議案の廃止路線は２路線でございまして、道路の払い下げ申請により一般交通の用に供する必要

がない路線につきまして、道路法第10条第１項の規定に基づき道路を廃止するものでございます。 

 本会議資料№７の廃止路線案内図を配付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 

 最初に、１件目でございますが、１ページをごらんください。案内図の丸で囲んでいる箇所が廃止

する路線の場所でございます。都営国立北三丁目第２アパートの東側、国立第四小学校の西側で北大

通りをまたぐ南北の路線になります。 

 続いて、２ページ目をごらんください。廃止路線図でございますが、右上に凡例がございます。点

線で表示しております路線が廃止する国立市道北第10号線４でございます。起点、国立北二丁目31番

14先から、終点、国立市北二丁目32番15先までの延長72.00メートル、幅員1.82メートルの路線でご

ざいます。 

 次に、２件目でございますが、３ページをごらんください。案内図の丸で囲んでいる箇所が廃止す

る路線の場所でございます。都営青柳南アパートの東側、青柳南神社の西側になります。甲州街道か

ら波形上の道路までの南北の路線になります。 

 続いて、４ページ目の廃止路線図をごらんください。廃止する国立市道南第19号線11でございます。

起点、国立市青柳二丁目２番29先から、終点、国立市青柳二丁目２番３先までの延長199.82メートル、

幅員0.91メートルの路線でございます。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。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。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。 

（「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(2) 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、商工費） 

○【関口博委員長】 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、建設環境

委員会が所管する歳入、総務費の一部、商工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、建設

環境委員会が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。 
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 款14国庫支出金、項２国庫補助金は、プレミアム付商品券事業を実施するため、プレミアム付商品

券事務費補助金と、プレミアム付商品券事業費補助金を追加するものでございます。 

 続いて、歳出について御説明いたします。12ページ、13ページをお開きください。 

 款２総務費、項１総務管理費につきましては、空家対策事業費に係る予算科目上の誤りを修正する

ため、同額を増減するものでございます。 

 16ページ、17ページをお開きください。 

 款７商工費、項１商工費につきましては、プレミアム付商品券事業を実施するため、プレミアム付

商品券販売事務委託料等を追加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。 

○【関口博委員長】 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。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 おはようございます。17ページのプレミアム付商品券事業について、少しお伺

いしたいと思います。 

 市内で使えるお店というのはどれぐらいですか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。使えるお店の募集はこれから募集いたしますので、

まだ確定はしておりません。ただ、前回実施したときには322店ございました。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 それは、大型店も個人事業店も含めて322店舗ということでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりでございます。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりました。ちなみに、パソコン等事務機器借上料というのがあるんで

すけど、これはパソコンだけなんですか。あと、どれぐらいの期間なのか、ちょっと教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 パソコンのほかに、事務機器一般、机ですとかパーティションですとか、

そういったものを一部、期間中、審査を行う事務が必要ですので、その事務に係る備品等を借り上げ

るというもので、期間としては、申し込み状況にもよるんですが、少なくとも年度いっぱいというと

ころでは借りられるようには考えております。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 はい、わかりました。 

○【小川宏美委員】 では、幾つか質疑させてください。まず、13ページの総務費の庁舎等維持管理

費の中の公衆喫煙……。 

○【関口博委員長】 それは総務になっちゃうんですね。 

○【小川宏美委員】 済みません、失礼しました。それでは、商工費のプレミアム付商品券事業費を

質疑させてください。 

 一般質問でも多少しましたが、きちんと聞ける委員会ですので、改めて数字などを確認したいと思

います。 

 今回のプレミアムつき商品券の配付対象者は非課税世帯と３歳未満の子供さんを持つ世帯と聞いて

おりますが、その数、教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 １万4,000人を見込んでおります。低所得者は１万2,000人で、子育て世

帯が2,000人ということで見込んでおります。以上です。 

○【小川宏美委員】 わかりました。合計１万4,000人ということですね。使える期間というのは、

今回はいつまで使えるんでしょうか。 
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○【三澤まちの振興課長】 現在の見込みですけれども、10月１日から２月末日までを考えておりま

す。以上です。 

○【小川宏美委員】 では、限られているということですね。２月末までの５カ月間使えるというこ

とがわかりました。限られているということなので、こういったことも周知が必要かと思います。 

 続けて、今回、１億1,096万6,000円が歳入で同時に入ってくるわけなんですけども、見ますと、や

っぱり事務費がかなり、事務処理費というのが7,960万円入っています。これが大半ですけど、この

内訳を教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 これは事務費の5,000万円と、あとプレミアム分です。要は実際は5,000

円使える券を4,000円で買えるわけですが、その上乗せ分のプレミアム分を2,000万円計上していると

いうことでございます。失礼しました。 

○【小川宏美委員】 それが事務処理等の7,960万円の内訳の中にプレミアム分は入らないように思

うんですが。もう一度教えてください。この事務の中身を聞いているんですが。 

○【三澤まちの振興課長】 大変失礼いたしました。2,000万円のほうが事務費で、残りの7,000万円

のほうがプレミアム部分として委託業者に、6,000万円ですね、を支払う、そういう内訳になってい

ます。以上です。 

○【小川宏美委員】 そうしますと、足しちゃうと、7,960万円、ふえてしまう、超してしまうよう

に思いますが、他市の例などを見ますと、あらかじめお聞きしておけばよかったですかね。チケット

を発行する手数料や店舗で販売する人の人件費や事務手数料など、地元の店舗で実際に商品券を使用

する際にも事務手数料がかかるなど、また臨時職員の人数などは、ここには入らないんでしょうか。

確認いたします。 

○【三澤まちの振興課長】 こちらは、今考えております商工会に委託する費用でして、人件費がお

よそ300万円、そのほか事務諸経費で1,000万円、例えば支払い手数料ですとか通信費ですとか消耗品

ですとか、そういったものが1,000万円、そのほかに広告費で約40万円、印刷費で630万円、こういっ

た金額を想定しております。以上です。 

○【小川宏美委員】 足しましても、なかなか7,960万円に今のでもならないんですが、もうちょっ

と多いですよね、ここは。今の足しても3,000万円ぐらいしかないですよね。どうなっていますでし

ょうか。人件費が多いと思うんです。この次の質疑は、人件費というのは、新宿区などではさらに職

員に充てている分も別に区が出しているということを確認していますが、こういったことがあると、

市の支出があるんだなと思って、そういった質疑にもつなげたいんですが。 

 この7,960万円の内訳を教えてください。 

○【関口博委員長】 ちょっと待ってください。ちゃんと大丈夫ですか。もう少し整理して。政策経

営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 事務費としまして約2,000万円でございます。これは、先ほどまちの振興

課長が申し上げました商工会さんに払うお金でございまして、加盟店の募集ですとか商品券の販売で

すとか、手数料等もここの中に含んでおります。5,950万円分が実際のプレミアム分です。1,000円掛

ける５万9,500冊を予定しておりますので、足し合わせますと7,960万円ということになります。以上

でございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。じゃ、この事務委託料の7,960万円の中にプレミアム分の5,950

万円が入っているということですね。商工会さんに委託するということが2,000万円とわかりました
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が、これの人数などは、もちろん商工会さんのほうで考えるわけであって、今回のプレミアム商品券

を出すことに関しては、市の職員の人件費というのはここにはないですし、それはないんですね、国

立市の場合は。教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 その中には入っておりません。また、人件費等も、例えば職員の時間外

等も発生しますが、その点についても、国の交付税措置ということで市の支出はないというふうに考

えております。以上です。 

○【高原幸雄委員】 10月１日から消費税の10％への引き上げということに関して、プレミアムつき

商品券ということで政府が決めているわけですけど、それでちょっと確認させていただきたいんです。

先ほど歳入で１億1,117万2,000円の歳入があって、市としての事業が今回、先ほども議員が質疑され

ている中身だと思うんですが、そこで、この国からのいわゆる補助金というのはいつ入ってくるんで

すか。 

○【三澤まちの振興課長】 額が確定して、その後に精算ということもありますので、その後になろ

うかと思いますので、恐らく年度明けるということになると思います。以上です。 

○【高原幸雄委員】 要するに、実施されて市が実際に今回提案されている予算の内容で実施をする

ということで、その決済を見て入ってくるということになりますか。 

 前回、３月議会でしたか、今国民の中には消費税増税を中止してほしいという世論もあります。実

際私たちもやっておりますけども、そういうことを政府が受けて、過去２回延期をした経過があるん

ですよね。そういうことを見ると、10月１日実施というのは決まっているんだけど、しかし、今後の

経済状況の推移によっては、今回の引き上げが見送りされるというか延期されるということも十分に

予想される中で、仮に10月１日が実施されないという事態になると、これはどんなふうになるんです

か。 

○【三澤まちの振興課長】 私ども、国からそういった情報は来ておりませんので、淡々と事務を進

めているという状況でございます。以上です。 

○【香西貴弘委員】 おはようございます。先ほど小川委員が発言されておりました、対象者はゼロ

歳から３歳半ではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 ３歳未満ということで進めております。以上です。 

○【香西貴弘委員】 済みません、私の認識のほうが間違っておりました。 

 このプレミアム付商品券事業そのものは、いわゆる消費刺激策ではなく低所得者の救済策と、今回

のいわゆる消費税を８％から10％に上げるに当たって、そのような政策ではないかというふうにまず

認識しております。 

 また、地域においてそれを使用できる、限定されている、またおつりが出ない等も含めて、やはり

あくまで地域振興策という点も含まれているのではないかというふうに思っております。そのように

認識しておりますが、いかがでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 増税に伴う低所得者、子育て世帯に与える影響を緩和することが主目的

ではあるんですが、確実な消費につなげる、現金給付ではなくてあくまで商品券ということで、使用

期限がありますので、同時に経済対策といいますか、買え控えの緩和ということを期待して実施しま

す。以上です。 

○【香西貴弘委員】 低所得者対策という捉え方からいくと、基本的には額面、例えば２万5,000円

まで上限可能だと思いますけれども、しかし、それを一括で買うことそのものが、購入すること自体
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が難しいと思うのですが、そのための、いわゆる小売りといいますか、分割といいますか、そのよう

な対応をされているというふうに思うのですが、その内容を教えていただければと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 対象者には引きかえ券というのを送付することになっております。その

引きかえ券には５回に分けて買えるようになっていまして、１回5,000円ですね、5,000円分の商品券

を4,000円で買える、それが５回ということでトータル２万5,000円ということになります。以上です。 

○【関口博委員長】 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。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 建設環境委員会の中身についてはいいんですけれども、実は他の委員会で賛成

できない部分がありますので、この補正予算については反対といたします。 

○【小川宏美委員】 何点か質疑させていただきました。特にプレミアムつき商品券に関してですけ

れども、これまで国は、３回、こういった券を発行してきました。バブル崩壊後の不況が続いていた

1999年、子育て世代や高齢者に２万円分の商品券、地域商工券というのを発行してきました。また、

リーマンショック翌年の2009年に、全世帯対象の定額給付金を出してきました。そして、直近ではと

いいますか、2014年の５％に消費税が上がったときに、５％から８％へアップ、税率が変わったとき

に、2015年にプレミアムつき商品券を出してきました。その効果額というのが、既に内閣府、総務省

などが出していますが、１つ目の２万円分の地域商工券を出したときには、6,000億円を投じて商品

の押し上げ効果が約2,000億円だった。かなり効果が出なかったということで、この地域商工券とい

うのは不評でした。リーマンショック後の全世帯向けの定額給付金に関しては、1.9兆円を配って効

果額は約6,000億円でした。いずれも、国の支出の３割程度の効果だったという結果が出ています。 

 今回のプレミアムつき商品券ですけども、何人かの方に聞いてみましたが、特に非課税世帯の方は、

4,000円買おうと思って1,000円プラスになるというときに、その4,000円がなかなか出せない、ここ

は厳しいなと言っていらっしゃいました。だから、５セット買えるという効果が非課税世帯の方々に

はかなりハードルが高いのかなというように感じています。子育て世代の方々は、ここでは買いたい

ものがあるというとき、4,000円程度のものを買うときに1,000円プラスになるという券は、使う方は

いなくはないと思いました。 

 しかしながら、今申し上げたとおり、この効果がどの程度あるかということが、私は懐疑的です。

国は、将来世代に負担を先送りする形で財政的な課題をかなり抱えてしまっています。昨今の年金を

もらいながらも、しかしながら夫婦で生きていく場合、2,000万円が足りないということがかなりな

不安を社会的に与えてしまっているのも現実です。今回の納税者負担をお願いして、さらに事務費を、

国立市もそうですが、かけながら、商品券や現金を給付する政策から脱却して、予算や事業等を減ら

すこと、そして誰もが平等にメリットを感じることができる減税政策への改革が、私は必要ではない

かなと、今回のプレミアムつき商品券のことを考えても感じました。 

 しかしながら、今回の国立市が提出している補正予算は、他の件に関しての大事な予算が入ってい

ますので、私は、この補正予算案には賛成いたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、賛成の立場で討論してまいります。 

 プレミアム付商品券事業については、会派の中でも、効果はないんじゃないかという意見と、生活

必需品は必ず買うじゃないかと、いろいろと意見があるわけですけども、これは低所得者対策、子育

て支援策、地域振興策、いろいろな面がありますので、私は賛成してもいいのかなと思います。 
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 ただ、さっき他の委員も触れられておりましたけれども、随分事務費が高いなというのが率直的な

感想です。私もパソコン等事務機器借上料について質疑しましたけども、パソコン、パーティション、

机などなどで200万もかかるのか、結構高いなというのが率直な意見でありますので、できれば精査

をしていただいて、事務費を抑える取り組みというのはしていただきたいと、そのことは言っておき

ます。以上です。 

○【香西貴弘委員】 賛成でございます。まず、今回、消費税が８％から10％になる、これはさまざ

まな理由、特に全世代型社会保障への移行、まさにこれが一番ポイントではないかというふうに思い

ます。そのときに、どうしても負担をお願いせざるを得ない部分というのがあるわけでございます。

また、消費税そのものが逆進性という問題を常にはらんでいる税制でもございます。しかし、社会保

障が常に上がっていく中で、景気に左右されない税財源としての消費税の重みはますます増している

のではないかというふうに思います。 

 そういう中で、いかに逆進性を緩和していくのか、このことこそが至上命題ではないかということ

で、政府を初め、国民挙げてさまざまな討論もあり、さまざまなことを話し合ってきたのではないか

というふうに思います。特に５％から８％に上がるときに、政府そのものが予想している以上の景気

の落ち込みがあった、これは政府自体も認めていると思います。であるがゆえに、今回、さまざまな

施策を動員する、絶対失敗は許されないという思いでやっているということが、まず前提だと思いま

す。 

 そういう中で、先ほどの低所得者の対策、また子育て世帯への支援策、そしてまだ触れられていな

いですが、低年金世帯への対策にもなるということでございます。このことは、ある意味、社会保障

全体をより安定した形でやっていくためには、やはり進まざるを得ない道ではないかなというふうに

思っております。以上、賛成でございます。 

○【青木健委員】 賛成の立場から討論させていただきますけど、空家対策事業費です。今回、減額

の補正にはなっておりますけど、この委員については、かねてから私はまちの法律家、法律屋さん、

その方たちも参入ということをお願いしておりますので、ぜひその辺は今後聞いていただきたいなと

いうふうに思っております。 

 それと、商工費の中のプレミアム付商品券事業なんですけど、今、香西委員が言われたとおりであ

ろうと私も思っております。やはり低所得者の方に対しては消費税が上がるということ、増税という

ことに関してはそれなりの加重がかかってしまうということを考えるならば、激変緩和ではないです

けど、このような措置が必要であるという国の判断は正しかったというふうに私は思っておりますの

で、この補正予算案には賛成をしてまいるというふうに思います。 

○【関口博委員長】 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。 

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

 議題(3) 第４１号議案 国立市の町区域の変更について 

○【関口博委員長】 第41号議案国立市の町区域の変更についてを議題といたします。 
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 当局から補足説明を求めます。都市整備部長。 

○【門倉都市整備部長】 それでは、第41号議案国立市の町区域の変更について補足説明をさせてい

ただきます。 

 対象区域でございますが、国立市大字谷保字天神下及び同字出井崎の一部並びに国立市大字青柳字

向新田、大字谷保字中新田及び同字下新田の区域を国立市谷保六丁目に変更するものでございます。 

 町会並びに町名につきましては、原則といたしまして平成２年に策定し平成26年に改定いたしまし

た国立市町会町名整理に関する基本方針に基づいて決定しております。 

 初めに、議案に附属する国立市町区域変更調書をごらんください。表紙の次のページでは、町区域

の変更参考図により、谷保六丁目となる区域を示してございます。この参考図にありますように、変

更する区域につきましては、北は国道20号日野バイパスから、南は府中市境まで、西は泉一丁目及び

泉五丁目から、東は既存の谷保六丁目までとなってございます。 

 また、第41号議案の本会議資料といたしまして、本会議資料№５の旧新新旧町・字名地番対照表と、

本会議資料№６の国立市谷保六丁目新旧地番対照図を提出させていただいております。 

 まず、本会議資料№５、旧新新旧町・字名地番対照表でございますが、旧地番から新地番及び新地

番から旧地番を示しているものでございます。 

 次に、本会議資料№６の国立市谷保六丁目新旧地番対照図、Ａ１判の折り込んである図面でござい

ますけれども、黒字が旧地番、赤字で示しているのが新地番でございます。地番の敷設方法につきま

しては、町区域の形状を考慮しながら、おおむね北側から既存の住所に対して連続性を保ち、東西に

折り返しながら南方向につけております。 

 最後に、施行日でございますが、令和元年11月18日を予定しております。説明は以上でございます。

よろしく御審査くださいますようお願いいたします。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 今回は、この谷保の地域、６丁目という形に町区域の変更が行われます。世帯

としては何世帯と先ほどおっしゃいましたでしょうか。教えてください。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 平成31年３月１日現在の数字でございますが、65世帯でござい

ます。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 65世帯ということで、これまでも国立の中では町区域の変更がずっと行われて

きています。谷保という名前はとても私も好きなんですけれども、天神下や、そういった地域のこと

がよく想像できる、名前が変更していくんだなというふうにちょっと感慨も深いんですけれども、こ

れまで、このように谷保という形で町名が変更してきたことで、何か問題、支障などは起きていない

でしょうか、教えてください。あるいは、よくなった点などを含めて教えていただければと思います。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 市民の皆様からは、特に新地番に変更したことによる御不便な

点ですとかは特に聞いておりません。逆に、住所がわかりやすくなりますので、市民生活の利便性の

向上には貢献していると考えております。以上でございます。 

○【香西貴弘委員】 地番が新しくなるということで、そのことを実際11月から始まって、それを現

場、つまり電柱とか、そういうところに地番とかが今あると思うんですけども、そういったものを変

えていくというようなことを当然されていくということなんでしょうか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 街区表示板というものがございます。縦長で、国立市の場合は

緑色のものですけれども、11月の町区域の変更後、おおむね毎年２月ごろに設置の作業をしておりま
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す。おおむね１街区につき４枚程度を、東電柱ですとかＮＴＴ柱ですとか、場合によっては民間のフ

ェンスとかに地権者さんの了解を得て張らせていただいておるところでございます。以上でございま

す。 

○【関口博委員長】 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。青木委員。 

○【青木健委員】 町名地番変更ですね、順次やっていただいているんですけど、それ自体は大変結

構なことであるというふうに思いますけど、町名地番整理をされていくということでも、一向にその

区域における道路、狭隘道路についての手がつけられていないんです。町名、地番だけ変えたって道

路をきちんと整理してもらわなかったら、本当の意味はないわけですから、その辺についても、ぜひ、

今まで以上に力を入れていただくようお願いして賛成してまいります。 

○【関口博委員長】 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。 

 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々は、ここで退席をし

ていただいて結構です。 

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

 報告事項(1) 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 

○【関口博委員長】 それでは、報告事項に入ります。 

 報告事項(1)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。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(1)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、お手元の建設環境委員会資料№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

て御報告を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、資料に基づき建設環境委員会所管の事業、今回１事業でございますが、概要を御説明申

し上げます。 

 ７ページをお開きください。環境政策課が所管いたします市民による公園等の管理運営事業でござ

います。委員からの主な御意見でございますが、地元への愛着育成、緑の保全、市民のコミュニケー

ション促進、管理コスト削減等が期待できる有意義な事業である。公園協力会への参加を市が積極的

に呼びかけるべきである。制定から約20年が経過する国立市公園協力会要綱の見直しをすべきである。
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報償制度について、団体間の公平性、雇用創出の観点、報償額の適正化等見直す余地があるのではな

いか。遊び場維持管理協力員制度の見直しを検討すべき。既存他団体や個人協力者との連携も検討す

べきなどといったことが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、公園協力会の担い手確保の取り組み、事業のＰＲ、団体への働きかけ

を行っていくこと。公園協力会制度について、人数、活動内容、報償金、個人の受け入れなど、あり

方を検討していくこと。遊び場維持管理協力員制度のあり方も検討していくなどとしております。 

 以上が、建設環境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。 

 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。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 では、お願いいたします。今回、事務事業評価の結果が非常に丁寧な形で報告

書がつくられ、そして今回は、新たに市の考え方や対応がそこにつけられ、示されたということで、

議員としてもしっかりとこれを学んで、見て、対応が求められていくのだと思っておりますが、全体

を読ませていただきまして、大変丁寧に１つずつの答え、考え方を示されているのはよくわかりまし

たが、目的としてＰＤＣＡサイクルの仕組みを進めるために、今回、市の考え方や対応をここで示し

ていくのならば、私は、いついつまでにしますと、実施します、検討しますはたくさん書かれている

んですけれども、期日を決めた書き方などがさらに求められていくと感じたんですけれども、その辺

のところは、もちろん入っているところも何カ所かはありましたが、全体として、そういったことが

期日をここに書かない、あるいはどうこれからそこの部分は書いていけるのかお考えをお示しくださ

い。 

○【黒澤政策経営課長】 今委員おっしゃられたとおり、担当課によって若干記載がまちまちである

といったことはございます。しかしながら、毎年度、事務事業評価については行っておりますので、

当然、今年度の評価をまた来年度やってまいりますので、その中で各担当課で、検討するといったこ

とはどうだったのかといった進捗管理はこれから行ってまいります。 

 また、行政評価全体としましても、毎年度行っておりますので、その中で評価は行ってまいります

が、記載のいつまでにというものは、できるもの、できないものがございますので、今回、統一は図

らなかったところでございます。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。統一は図れなかったけれども、ＰＤＣＡサイクル上では、やは

りここは毎年見直しつつ、市の考え方を議会に示すときには、委員会に示すときには、期日などもこ

れからは示していくのがよりベターだろうと考えているというお答えだったと把握してよろしいんで

しょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 ちょっとベターまでは言い切れないかもしれませんけれども、当然、でき

ることはやってまいりたいというふうに考えております。 

○【高原幸雄委員】 今説明のあった７ページの②の公園協力会要綱に基づく活動について、今後こ

の要綱の見直しをしてはどうかという御意見が出されていることについて、市のほうは、委託も含め

て検討しますという、こういうことを考えているということなんですけども、この要綱に基づいて、

例えば今、公園協力会として申請されているのは、恐らく、例えば公園の地域の町会、こういうとこ

ろがほとんどだと思うんです。実態はわからないから、そういう質疑の仕方をするんですけれども、
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なぜこれがここで言われているように５名以上でなければならないということが、団体、協力会にし

ては重いことなのか、どうして見直しする必要があるんじゃないかという意見が出てきたのかという

のが、この文書だけでは読み取れないんですが、その辺の実態というのは、どういうことなんでしょ

うか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。現在のところ、多くの公園等を公園協力会が活動いた

だいて、公園の景観、美化、そういったところで大変貢献していただいておりますが、課題としまし

ては、やはり高齢化が進んでいる、なり手がいないとか、そういったところでは、することはするん

ですけど、自分たちのリズムでやりたいというようなお話もあって、そういった中でニーズが減って

くるとか、そういったことは課題としてはありますが、今後、この公園協力会については、大変重要

な事業だと思っておりますので、モチベーションを維持しながら、制度のあり方も含めて検討してい

きたいと考えておるところです。 

○【高原幸雄委員】 なんかいまいちよくわからないんですけど、町会にしてみれば、高齢化という

問題は、これは協力会だけじゃなくて、いろんな自主防についてだってそうです、高齢化が進んでい

る。やっぱりその町会でそういうことも乗り越えて、自分たちの地域については自分たちでかかわっ

てきれいにしていこうと。だから、活動を見ていると、いろんな方が参加して、私が見る限りでは、

谷保第一公園が主なんですけど、１丁目の町会の方々が非常によくやっていると思いますよ。だから、

市の考えは、ここで言われている８カ所の都市公園について、全部そういう一律の対応をしていくの

かということで、もうちょっといろんな意味で、市民の皆さんの参加している団体の皆さんの意見も

十分に、そういう中で出てきた意見の１つではあるんでしょうけども、十分に聞いて一律に、委託化

というふうにしたら、市としてもお金かかるわけでしょう。そういうことも含めてやると、市民がま

ちの美化だとか公園の持つ機能を十分に地域の皆さんが活用できるようにやるということは、住民と

しては非常にいい活動じゃないかというふうに思うんですが、その辺はどうなんですか。８つの都市

公園を全部委託化するという方向なんですか。 

○【清水環境政策課長】 そういったところの選択肢としては否定できないところはあるんですけど

も、今、先ほど申したとおり、この事業自体が大変有意義なものというふうに思っていまして、また

コミュニケーションづくりでも大変有意義なものとなっております。 

 ５人という設定をしているところについては、作業自体が、草むしりとか一定程度は人数が確保し

ないとそれなりに大変だというようなことがあって、あと草刈りしてとるというところの作業もあり

ますので、そういったところで当時設定したのではないかというような話は聞いておりますので、20

年たった今、あり方、ニーズについても検討する中で、本当に皆さんが活動しやすいようなところで

制度設計できればいいのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 これは、直接公園協力会にかかわらないかもしれないんですけど、今、ごみゼ

ロ運動ということで、主要な道路について、各地元の町会や自治会で清掃活動なんかをやっています

よね。ここで今、大きな課題になっているのは、以前は、枯れ葉だとかそういうものを掃くほうきが

市から支給されていたんです。よくよく聞いたら、多摩らいふの関係で予算がついていたので、これ

を活用してきたということもあるようなんです。参加している団体からは、ぜひ、ほうき支給を復活

してほしいという、こういう要望もあるんですけど、直接この議題とは関係ないんだけど、しかし関

連性はあると思うんで、その辺の市の考えをお聞きしたいんですけど。 
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○【中村ごみ減量課長】 ごみゼロのお話ということだったので、私のほうからお答えいたします。 

 市のほうでも、消耗品等で購入いたしまして、それはできる範囲で皆様のほうにお渡ししているよ

うな現状でございます。 

○【高原幸雄委員】 よろしくお願いします。 

○【香西貴弘委員】 この報告書の最初の２ページの部分なんですけども、ちょっとその部分でもよ

ろしいですか。一応簡潔に、次期の委員会に向けた対応についてということで、特に２番目のところ

ですか、御意見を踏まえ、事前質問の回答期限を遵守できるよう、政策経営課においても適正に管理

を行うとともに、御質問に対して明確に回答できているか確認に努めてまいりますというふうに書か

れているんですね。この国立市事務事業評価委員会の委員長から、多分、いろいろそういうやりとり

はあるんだと思うんですけれども、その中で、きちっとうまくまとまって、最終的にきちっと回答が

できたというか、そういうような、円滑に進んでいるのかなというか、そこら辺のことは課題として

あるのかなと、よりこの事業評価というものが市の中で、市役所の中できちっと浸透していくという

か、そういった部分において、もしかしたら課題があるのかなというふうに、ちょっとここで見えた

んですが、現状認識としておきたいなというだけでございますが、お願いします。 

○【黒澤政策経営課長】 この今御指摘いただいた質問の部分では、事前に私どもの事務事業評価シ

ートや関連資料を委員さんにお配りをしておりまして、それを御一読いただいた上で、それに対する

御質問等を会議の事前にいただいているといったことがございます。どうしても、担当課とのやりと

りの中で、回答を返すのが遅れてしまったりしたことがありまして、そこについてはもう少し改善を

図ってほしいよといった御意見をいただいたというところでございます。 

 これも、やっぱり１つ大きな課題でございまして、年々改善されているといった評価をいただいて

おりますけれども、引き続き改善をさせていただきまして、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

考えております。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)平成30年度事務事業評価委員会結果報告に対する市の対応についてを終わ

ります。 

 ここで、少し早いですけど、休憩に入ります。 

午前１０時５５分休憩 

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

午前１１時９分再開 

○【関口博委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(2) 国立市交通安全計画（素案）について 

○【関口博委員長】 報告事項(2)国立市交通安全計画（素案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。道路交通課長。 

○【中島道路交通課長】 建設環境委員会資料№25をごらんください。本計画素案は、現在、国立市

交通安全対策審議会へ諮問し、10月ごろまでをめどに答申をいただく予定でございます。また、６月

20日号の市報でパブリックコメントの掲載を行い、11月中の策定を目指しております。 
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 本計画素案の内容でございますが、表紙をめくっていただき目次をごらんください。第１章はじめ

にから第５章今後の取組までの構成になっております。ページ数が多いものですから、少しかいつま

んで御説明させていただきますが御了承願います。 

 １ページ目の第１章はじめにですが、１、計画策定の主旨にありますように、東京都内における交

通人身事故件数は減少傾向にあるものの、市内における交通事故件数は増加傾向であり、市民の安

心・安全を脅かしています。そこで、子供、高齢者、障害者などの交通弱者も安心して移動できる交

通事故のない、安心で安全な町を実現するため、本計画を策定し、交通安全施策を推進することとし

ております。２、計画の位置づけでございますが、本計画は交通安全対策基本法に基づくもので東京

都交通安全計画との整合をとるとしております。 

 ２ページ目の３、計画期間ですが、本計画の第１次の期間を第11次東京都交通安全計画の策定に合

わせるため、令和２年度、2020年度から令和７年度、2025年度の６カ年としております。ただし、第

２次計画以降の期間は東京都交通安全計画の期間と合わせ５カ年としております。 

 次に、４、計画の目標でございます。市内から交通事故を一掃し、交通事故で亡くなる方やけがを

負う方をゼロとすることが最終的な目標でございます。国立市の事故件数ですが、人口10万人当たり

の事故件数では多摩地域で５番目に多いことから、平成29年度の事故件数をもとに、人口10万人当た

りの事故件数を多摩地域の平均程度にすることを目指し、交通事故件数を180件以下に定め、本計画

素案の目標値にしております。 

 次に、３ページから４ページでございますが、５、計画の推進でございます。国立市を初め、関係

機関等の役割を明示しております。 

 次に、５ページから32ページまでが、第２章交通事故等の状況です。交通事故のデータを整理した

ものになっております。 

 少し割愛させていただきまして、15ページ目をお開きください。２－２、事故発生件数に関する他

市との比較でございますが、先ほども御説明いたしましたが、多摩26市における人口10万人当たりの

事故件数と面積１キロ平米当たりの事故件数、道路１キロ当たりの事故件数、自動車保有台数１万台

当たりの事故件数を比較すると、国立市はそれぞれワースト５位、３位、４位、２位となっておりま

して、事故率が高いことが見てとれます。 

 次に、30ページ目をごらんください。11、交通事故等の考察になります。（４）子供の交通事故、

（５）高齢者の交通事故などの考察を記載しております。 

 次に、33ページ目をお開きください。第３章重点課題、サブタイトルが「～『住みたい』『住み続

けたい』まちの実現を目指して～」とあります。交通事故の状況などを分析いたしまして、４つの重

点課題を示しております。 

 １、子供の交通安全の確保。十分な注意力や判断力を身につけることで交通事故の被害者となるこ

とを避けることができるように、子供が交通ルールやマナーを身につけることができるような場を提

供することで、子育て世代に選ばれるまちであり、子供が交通事故の脅威にさらされることのない安

心で安全なまちづくりを推進します。 

 ２、高齢者の交通安全の確保。国立市における高齢者の交通事故は増加傾向にあり、今後も高齢者

の増加に伴い、高齢者の事故件数も増加していくと考えられます。そのため、これまで以上に対策を

進めることが重要と考えております。 

 ３、歩行者の交通安全の確保。歩行者は、事故発生時には被害者となることが多く、車両と接触し
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た場合、けがを負うことのほか、最悪の場合は死に至ることも考えられ、歩行者の安全を確保するこ

とが重要な課題と考えております。 

 ４、自転車の安全利用の推進。自転車事故は増加傾向にあります。交通ルールやマナーを知らずに

運転する利用者も一定数いると想定され、自転車利用者一人一人が、ルールやマナーを身につけるこ

とにより事故の発生を抑制できるものと考えています。なお、自転車の安全利用につきましては、後

ほど御説明いたします別紙の国立市自転車安全利用促進計画（素案）で安全利用の取り組みについて

記載しております。 

 次に、35ページから45ページまでが、第４章の基本方針・具体的施策について記載しております。 

 35ページから37ページが、基本方針１の交通安全意識の啓発でございます。交通安全教室や交通安

全運動の強化、運転免許証自主返納及び運転経歴証明書制度の普及、交通指導員の育成支援などに取

り組んでいきます。 

 37ページから42ページまでが、基本方針２、道路・交通環境の整備になります。横断歩道の整備改

良や交通弱者に優しい信号機の設置の推進、隅切りの確保、自転車走行空間の整備などに取り組んで

いきます。 

 42ページから44ページまでが、基本方針３、交通秩序の維持・向上になります。立川警察署と協力

して、取り締まりの強化や放置自転車の抑制、ゾーン30の設置などの取り組みを行っていきます。 

 45ページが、基本方針４、点検・救急体制でございます。通学路点検や重傷事故発生道路の点検強

化などを行っていきます。 

 46ページが、基本方針・具体的施策と重点課題の対応表になっております。 

 最後に47ページをごらんください。第５章今後の取組になります。ＰＤＣＡサイクルにより改善を

図っていく考えでございます。 

 48ページ以降は参考資料になります。以上で、国立市交通安全計画（素案）の報告を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 先ほどの課長の報告を聞いて、改めて私は、事故件数の発生ですとか、それか

ら、幾つかここにグラフが示してありますけれども、10万人当たりの事故件数、それから、１平方キ

ロ当たりの事故件数、道路１キロメートル当たりの事故件数、保有台数１万台当たりの事故件数。こ

れは先ほども課長が言っておりましたけれども、いずれにしてもワースト５の中に全て入っている。

これは国立市の道路事情というか、いわゆる生活道路が比較的、南武線から以北については整備をさ

れているという状況にあるんですけれども、その原因というのはそれぞれ、10万人当たりの事故件数

の原因は、現状がこうですから、これから諮問して議論されるということなんですが、今後の取り組

みの基本方針にもかかわる問題なんですけれども、その原因は一体どういうふうに分析をされている

のかということをちょっとお聞きしたいんです。 

○【中島道路交通課長】 事故原因ということですけれども、これはなかなか難しくて、国立市と同

レベルというか、人口面積ですけれども、狛江市だとか、清瀬市、そういったところを参考に聞いた

ところでございます。そうすると、やはり国立市と大きく違うのは、区画整理された面積が少ないと。

どちらかというと、国立市の南部地域に近いような道路事情であるということもあって、なかなかス

ピードを出すところがちょっと少ないのかなというところもありまして、実際に聞いた中では区画整

理されたところからスピードが出て困るというような苦情を受けているというところが１点ございま
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した。 

 それと、これは狛江市なんですが、通学路を約８年かけて、縦断的にカラー舗装、緑色のカラー舗

装ですけども、こういったことをやってきたということでございます。実際にやられているイベント

等は余り国立市と変わっていないというところもございますので、やはり事故の多いところは交差点

部分が多いというところでございますので、１つはそういった理由が考えられるのかなと考えてござ

います。 

○【高原幸雄委員】 いずれにしても、現実問題として事故が起きているという今の客観的な条件の

問題もありますけれども、今、課長が言ったような市の受けとめというか、分析はあると思うんです

が、さらに、例えば自転車事故の問題で私が特に最近感じているのは、自転車に乗って走行する、特

に若い人が、結構スピードが、自転車のスピードも相当出ていると感じているんです。特にやっぱり

歩道を、今は一般道の左端に表示されていますからここに移動しているということはあるんですけれ

ども、特に歩道の中を自転車で通行する場合も、高齢者なんかが多い場合にはすり抜けて走るような、

何というんですか、時々見受けられるんですけれども、そういう若い人たちの自転車の走行について

の認識というんですか、活用について、改めて事故にならないような、そういう取り組みは必要じゃ

ないかと思うのですが。 

 先ほど子供の安全だとか、高齢者の安全ということは言われているんですけれども、若い人たちが

自転車を走行する際の意識の啓発というんですか、そういうものの取り組みはどんなふうに考えてい

るんですか。 

○【中島道路交通課長】 後ほど自転車のほうで御説明しようと思っていたところはございますが、

自転車事故の多い世代というんですか、年齢層で考えますと、やはり高校生から19歳までの事故件数

が一番多いというところがございます。今、委員が言われたように小学校・中学校につきましては、

私どものほうで交通安全教室を行っております。しかし、高校には苦情等があれば私どものほうから

要望等はやってはきていたんですが、きちんとした交通安全教室みたいな形では今のところやってい

ないというのが実情でございます。 

 そういった中で、やはり安全啓発というのは重要な施策の１つだろうと考えておりますので、その

辺は、また、立川警察と共同で強化をしていきたいと考えてございます。 

○【青木健委員】 事故が、事故率というんですか、国立市内がそんなに高いとは、実際にはそうい

うふうに思っていなかったんで驚いていますけれども、毎議会のたんびに専決処分されて報告事項で

出てくる、あのようなことを考えるとそうなのかなという気もしますけどね。 

 交通事故というのは一方的にどちらが悪いということだけでもないわけです。みんなそれぞれが大

丈夫だろうという感覚の中で走行している、歩いたりしている、自転車を運転しているというような、

そういう中で起きてくるものだと思いますので、そういう意味で、子供だけではなくて、全世代にわ

たる啓発ということについて市にはお願いしてまいりたいなと思います。 

 そこでちょっと、41ページなんですけれども、３、公共交通の利用促進ということで出ているんで

すが、コミュニティバスであるとかコミュニティワゴンなんかを使ってくださいということなんです

けれども、これは召し上げられちゃった地域があるわけですよ。これを書くのはいいけれども、そう

いうところはどうするんですか。 

○【中島道路交通課長】 やはり高齢化が進んでおりますので、高齢者の事故等の報道も本当に毎日

のように出ておりまして、これからますます免許の自主返納がふえてくるだろうと思っています。そ
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ういったときに、やはり課題となっているのが、じゃ、移動をどうするんだということは当然ござい

ます。そういった中で、やはり公共交通の役割は重要だと考えてございます。いろいろな施策はやっ

てきているところではございますが、現在、なかなか要望のあるところに公共交通として導入するこ

とが難しい状態でございます。しかしながら、現在、一橋大学と協働で、こういった高齢者のことも

含めて、福祉的な交通の施策を考えているところでございます。少々お時間はかかろうかとは思いま

すけれども、できるだけ早目に具体的な施策を示すように頑張っていきたいと思っております。 

○【青木健委員】 それは、例えば南区のほうのことで言うならば、コミュニティバスがコミュニテ

ィワゴンになったと、それでも乗り手が少ないということで廃止しましたよね。廃止する前にやるこ

とじゃないですか。廃止しちゃって今はないんですよ。廃止されてしまって、ないところの住民から

見たら、公共交通を利用してくださいというのはかなり頭にくる文言ですよ。せめてなくす前に、そ

ういう措置をとってやっていただきたかった。いろいろなことをされているということはわかります。

だけど、なくしてしまった地域に対してその手当てがなされていないということについては大いに不

満があるところなので、それは早急にお願いしたいと思います。 

 それと、そのまま進めさせていただくと、今度はコミュニティサイクルですね。以前、メルカリだ

っけ……（「メルチャリ」と呼ぶ者あり）メルチャリか。やりましたけれども、試行ということでや

ったんですけれども、今回のこの事業については、どういう企業を予定して、ポートが何カ所とか、

それらについてはもう考え方は固まっているんですか。 

○【中島道路交通課長】 コミュニティサイクルにつきましては、既にハローサイクリングのシステ

ムを利用しまして、のりすけというブランドで実施しております。市役所の西側にもポートは設置し

ておりまして、ここで市内13カ所になって、電動アシストつきの自転車でやってございます。しかし

ながら、ポート数がまだ少ないということもあって、増設の御希望もいただいているところでござい

ますので、こちらは随時利用状況を見て、またふやしていきたいと考えてございます。 

○【青木健委員】 そうしますと、以前、試行的に行ったメルチャリというのは、あれは登録してい

る個人情報を持っていっちゃったままなんですよ。それはどうなっているんですか。 

○【中島道路交通課長】 こちらの使用時に、データについては基本的には事業者ということになり

ますので、市のほうではそのデータを持つということではないということでございます。 

○【青木健委員】 市がそのデータを持つことじゃないというのは、それはそうですよ。事業者が持

っているわけですから。事業者がそれを持っていっちゃったままなんですよ。そういうことについて

は何も思わないんですか。 

○【中島道路交通課長】 もともとの使用時に、規約の中でそのような形になっているかと理解して

おりますので、持っていったというよりも、それ自体が事業者の財産であると認識しております。 

○【青木健委員】 利用者って、事業者でしょう。事業者の財産でしょう。そうしたら、その財産を

持っているところが、この事業をやるのが一番じゃないですか。新たな業者を持ってきて、またそこ

に市民の個人のデータが行くことになるんですよ。ですから、前回の事業者がそのデータを持ってい

ってしまったままだということについてお尋ねしているんです。そのデータを、例えば次にやる業者

に譲渡するとか、そういうことはないわけですか。 

○【中島道路交通課長】 企業間でそういうことはあるのかもしれませんけれども、現在のところ、

そういった措置は行っていないということです。 

 先週、情報として私どものほうに入ったメルカリがやっていたメルチャリですけれども、こちらに
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ついては採算性が合わないということがございまして、一部別の会社に移行したと聞いております。

以上でございます。 

○【青木健委員】 いずれにしても、あれはどこだっけ、見たのは大津市だっけ……（「そう」と呼

ぶ者あり）非常に大きく展開していた。中国の事業者だったかな。だけど、あれでさえ撤退したとい

うことがあるわけです。この事業だって、事業者の都合によって、またいつ撤退されるかわからない

ようなことでありますので、それらについてはもっときちんと情報を収集していただいて、こういう

言い方はどうなのかな、撤退しない事業者という保障はないわけですけれども、せっかくやった、あ

れはあれなりにメルチャリは利便性があったわけですよ。うちのほうなんかも公園にポートをつくっ

てくれて２台置いてあったわけですけれども、ほとんど自転車がないというような状況でそれなりに

利用されているんだなというふうに見ておりましたが、そういうことを、今後、新たな事業者に対し

て、何よりその辺は行政としてもしっかり指導をお願いしたいと思います。 

 それと、次の鉄道踏切、ＪＲ南武線の立体化、高架化の問題なんですけれども、現行の東京都の出

している計画ですと、都市計画道路だと１本しか救済されない。市役所から東側に関しては、踏切が

なくなるというめどがたたないということなわけですよね。市として、これらについてはどこまで踏

切をなくすというような考えで東京都と交渉されるのか、その辺だけちょっとお聞かせいただけます

か。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 今、御質疑のありました南武線連続立体交差事業でございます

が、現在、事業主体である東京都におきまして整備手法を検討している段階でございます。高架化に

するのか、それ以外の手法にするのかというのは、現時点では正式には決まっていない段階ですが、

仮に高架化による連続立体交差の場合は、おっしゃったように国立市役所前踏切から西の方向に、立

川市境までの青柳踏切まで９個踏切がございますので、まず連立によって救われる踏切の数としては

そのあたりが目安となると思います。国立市役所前踏切から東のほうの踏切の対応というところにな

りますと、まだ市としましては、今後検討していくという段階でございます。以上でございます。 

○【青木健委員】 これは一般質問等でもいろいろな議員がやられていますよね。でも、行政として

は、まだ検討もされていないということになるんですか。それでは東京都との交渉がおくれてしまう

のではないかと思うわけなんですけれども、せっかく連続立交をやるわけですから、行政としては１

つでも多く踏切をなくしたほうがいいでしょう。その分が事業費としてはかかってくるということは

ありますけれども、ただ、これが今の東京都の案で、市役所の西側、おたか森あたりから上げていく

というような計画になってしまったんでは、役所の横の都市計画道路だって全然救われないし、それ

から、谷保の地域の中でも、今度は踏切があるところ、ないところという新たな格差を生んでいくわ

けですよ。ですから、１個でも多くの踏切を救済してもらいたいと思いますので、これはもう、これ

以上質疑しません。ぜひ東京都との交渉においても、その辺については主張していっていただきたい

ということを申し上げたい。私は以上です。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、子供の交通事故について聞きたいと思いますけれども、幼児から中

学生ですか。どういう事故が多いですか。 

○【中島道路交通課長】 もちろん出会い頭の事故、交差点部分の事故が多いんですが、これは大体、

全部の年齢層を合わせて統計的には多いということでございまして、特にどこがというところでは、

ちょっと申しわけございません、分析ができていないんですが、一般的には車と歩行者、また、自転

車と車というような事故が多いと聞いてございます。 
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○【藤田貴裕委員】 それに対して安全対策というのが、さっきの自転車の安全教育だとか、そうい

うことなんですか。 

○【中島道路交通課長】 これもまた後ほど御説明する予定でございましたが、自転車につきまして

は、やはりソフト面とハード面が必要だろうと考えてございまして、ソフト面につきましては先ほど

委員が言われたように、交通安全教室だとか、啓蒙活動、こういったものをやっぱり重点的にやって

いこうと考えています。ハード的には、市内に何カ所か設置しておりますが、自転車ナビマークの設

置、また、隅切りの確保といったところもあわせてやっていこうと考えてございます。 

 46ページに、一応、子供の関係と、対応表の重点課題の子供の交通の安全の確保というところで、

各基本方針がございまして、その中の具体的な施策、これがそうだよというような形で重点項目のと

ころに丸をつけてございますので、ここら辺をちょっと参考にしていただければと考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 子供に対する安全教室は、今、学校でもやっているような気がしますが、さら

にそれをやるということですか。もうちょっと詳しく教えてください。 

○【中島道路交通課長】 お子様につきましては、小学校３年生を中心に、現在、自転車の乗り方、

またはルール等をやっておりまして、それ以下というか、未就学児につきましては、現在、私どもの

ほうではわくわく塾等ではやっておるんですが、重点的にはやっていなくて、ここで立川警察と、や

はりその辺もＰＴＡを含んだ形で何とかできないかということで安全教室の強化をしていこうと考え

てはございます。 

○【宮崎教育次長】 今、担当課長から答弁があった以外に、基本的に学校教育の現場では個別の安

全指導、安全教育を行っております。交通事故に関していいますと、通常、私どものほうに報告いた

だくものについては、登下校中の事故よりも、下校後、自転車での事故ですとか、あるいは土日です。

例えばボール遊びをしていて飛び出しによる事故、こういった事故が比較的多いのかなというところ

を認識してございます。 

 学校においては、まず、登下校における具体的な指導。これは交通事故だけではなくて不審者対応

も含めて、そういった指導を行うとともに、先ほど担当課長が申し上げたような集合的な、警察や安

全協会等と協力した自転車安全教室等。それから、学校の中でも例えば防災マップというか、安全マ

ップというか、どういったところで事故が多くて、これは子供たちが回ったり、地図に落としたり、

そういった汎用的な安全教育も行っているところでございます。学校現場においては、登下校中に対

する指導、それから、全般的な安全教育を現在もしっかり取り組んでいるといった状況でございます。 

○【藤田貴裕委員】 特に自転車の乗り方については、子供は非常にマナーが悪いと思いますし、交

差点にスピードを落とさず入ってきますので、びっくりするようなことが、多分ほかの自転車あるい

は自動車を運転している方はあると思いますので、しっかりとした教育をやる必要があるのかなと思

います。あと、安全マップをつくっているのは小学校４年生ぐらいですかね。あれ、３年。たしか４

年だと思いましたけれども、子供たちが実際に自分で歩いて点検をすると、そういうのも重要だと思

いますので、ぜひやっていただきたいと思いますが、スクールゾーンについて聞きたいと思います。

記載がありますけれども、これはスクールゾーン域内の安全を高めるということなんですか。それと

も、スクールゾーンをふやしていくということなんですか。 

○【中島道路交通課長】 スクールゾーンにつきましてはいろいろな課題がございまして、規制を行

っているところでは、やはり侵入してくる車の対応だとかというところがございます。そういった中

で、私どもも車どめみたいなものをお貸しはしているんですが、なかなかその辺の対応がきちんとで
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きていなかったりとかというのもありまして、やはりスクールゾーン内の安全確保は急務であろうと

考えております。わかりやすいスクールゾーンの表示だとか、そういったところも合わせて対応を行

っていきたいと考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 そうすると、これは既存のスクールゾーンの話なんですね。新しく危険な箇所

をスクールゾーンに指定していこうとか、そういう話ではないんですか。 

○【中島道路交通課長】 スクールゾーンにつきましては、まずは既存のスクールゾーンの安全対策

を強化していくというところがございます。しかしながら、新たな道路等の築造があれば、当然その

辺のルート変更ということも、この辺は、学校、教育委員会と立川警察とまた協議をしていく課題に

なろうかと思いますけれども、そういった見直しも、今後、道路の状況によっては必要ではないかと

考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 既にある道路で、ここはスクールゾーンに指定してほしいというところが多分

何カ所かあると思うんです。この議会の一般質問でも出ていましたけれども、警察の要綱か何かなん

ですか、小学校から半径500メートルで、中学校は入っているのかよくわかりませんけれども、具体

的にもうちょっとスクールゾーンを広くとれるように、広くというのは箇所をふやせるように働きか

けたいだとか、そういうのはないんですか。 

○【宮崎教育次長】 先ほど、まず500メートルというのは、これは関係省庁はそれぞれ交通安全計

画を毎年度設ける中で、文科省が設けている中に記載されてございます。基本的には、スクールゾー

ンというのは、最終的に、いわゆる交通規制の問題になってきますので、文科省、私どもあるいは学

校教育の立場からすると、できるだけ登下校においてはスクールゾーンが多ければ子供たちの安全は

より高まるというのはありますけれども、一方で、生活道路における交通施策をどのように行ってい

くかというところがございますので、一方的にスクールゾーンをどんどんふやしてくださいというこ

とはなかなか言いがたいなと。 

 私どもとしては、交通安全の担当課、警察、それから、地域の保護者、学校教員、あわせて安全点

検を行っていく中で、やはり必要な措置、できる限りの措置をとっていく。その中でスクールゾーン

をやることが一番望ましく、それ以外の方策がないということであれば、そういった要望を一緒に上

げていくということがやり方としてはあるかと思いますけれども、これまでしっかりＰＴＡ、学校と

協力する中で可能な対応をしてきた中では、スクールゾーンはまずふやしてくださいという立場で対

応しているところではないという状況はございます。 

○【藤田貴裕委員】 そうですか。結構、北の地域でもそういう声が、スクールゾーンにここを指定

してほしいなという声は、ＰＴＡの、あれは何と言うんですか、通学路の点検ね。それで結構上がっ

ていると思うんですよね。南部地域も多分あると思いますので、スクールゾーンに指定していくよう

な立場ではないという答弁は、ちょっとがっかりというか、せっかく交通安全、事故ゼロを目指して

いくという計画をつくるのに何かちょっと物足りないなという気がしますけれども、どうですか。 

○【中島道路交通課長】 スクールゾーンにつきましては、これはやはり先ほど次長から説明あった

とおりなんですが、交通規制とはやはり別物でございまして、スクールゾーンの中には一方通行だと

か時間指定だとか車両進入禁止とか、さまざまな交通規制がございます。そういった中で、通学路を

中心に、これはスクールゾーンに限らず、交通規制というのが、事故の状況だとか、学校の近辺の歩

行者の状況等を鑑みてやはり決めていきたいと考えておりますので、その辺はまた、実際は警察のほ

うで現地調査等をやりますので、協力して、強化に努めていきたいと考えてございます。 
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○【藤田貴裕委員】 先ほど来いろいろな規制の話が出てきましたので、ぜひそれだったらかけられ

るところはやっていただきたいと思います。 

 結構、交通安全に対する要望は多いんですよね。カラー舗装の話も多分要望は相当多いと思います

んで、こういうのを的確にやっていただくと、市民は国立市もやってくれるんだなと思うと思うんで

す。カーブミラーの要望も多分多いと思うんです。こういうような市ができることをやっていただく、

あるいは規制もいろいろと警察との協議が難しいと思いますけども、そこもしっかりとやっていただ

く、そういう姿勢を持っていただきたい、このように思います。 

 いっぱいやりたいんですけれども、私だけがやってもしようがないので、照明のところだけ最後に

聞きたいと思うんですけれども、やっぱり夜間の通学路は暗いという話とまち全体がちょっと暗いん

じゃないかしらという話が結構届いていますが、この照明の問題、今後どのように取り組んでいくの

か教えてください。 

○【中島道路交通課長】 道路照明につきましては、現在５カ年計画でＬＥＤ化を進めておりまして、

令和２年度には、一定のというか、ほぼＬＥＤ化が終わるというところまで進んでいます。そういっ

た中でやはりよく言われるのは、暗いというか、民家がないということで、どうしても暗く感じると

いうところもございまして、規定の明るさは確保できているんですが、その道路、沿道の状況によっ

て、そういったこともありますので、ただ、その場所、場所でそういった暗いということがあれば、

市のほうで調査して必要な対策を行っていきたいと考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 三小通りは何か要望はないですか。 

○【中島道路交通課長】 三小通りにつきましては、以前も商店会のほうでつけていた街路灯がござ

いまして、そちらの街路灯を商店のほうでもう維持できないということがあって、一部撤去をしたと

いうことがございますので、今言われたような暗さがあるのかなと思います。また、ちょっと現地を

よく確認して、どういった対応ができるのか検討していきたいと考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 おそらく市のほうにも三小通りの話は結構いっていると思うんです。特に、夜

の学童の後ですね。冬場なんかは暗くなったと、そういう話があると思いますので、今、現地に行っ

て対応したいという答弁だったんで、私は前向きにやっていただけるんだろうと受け取りましたの

で、ぜひやってください。以上です。 

○【香西貴弘委員】 また、話がちょっと根本に戻りますけども、この計画を策定した、もちろん東

京都、その前に国、都があり、そして市ということだと思いますが、これまで、いわゆる交通安全の

ための市の計画というものはどのようなものがあったんでしょうか。もしくはなかったんでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 交通安全対策基本法に基づくような計画は国立市にはございませんでし

た。今回が初めてということで、第１次ということで計画を策定することになりまして、その都度、

交通安全については対応をやってきたところでございますが、このようにきちんとした計画に基づい

て効果的にやっていくというようなところは今回が初めてというところでございます。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。体系的に、網羅的に行っていく、また、長期間計画を

立てて行っていく。やはり今までその意思が弱かったがゆえに、今の結果になっているということが

まず第一にあるのかなという、まず、そこはちょっと指摘できるじゃないかなと思います。とはいえ、

それは過去のこととして、今後、明確な市としての、ある意味、交通安全に対しての責務みたいなも

のは表明されているんでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 こちらは目標にもございますように、私たちは安全で安心なまちづくりを
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推進していきたいと考えておりまして、そのためには交通事故死亡者・負傷者ゼロと、これはもう最

終的な目標でございます。そのためにできる施策はやっていきたいと考えてございます。 

○【香西貴弘委員】 そういう中で、やはり強い意思というものをまず決めて、かつ、その強い意思

があるということは具体的な数、数値目標が出てくる、それが１つのあらわれではないかなと思いま

す。そういう中で、平成25年から令和７年まで、段階的に、実際は平成29年からですか。240件に対

して180件に、意欲的に減らしていこうという意図、ここをまず明確にしたということは重要ではな

いかと思います。とはいえ、先ほど数値があったようにワースト幾つという形で上位に来ている、こ

の現状、どうも平成25年から平成29年の数値を見てみると確かに減って、今ちょっとふえてきてしま

っている。結果、全体で見ればやはり高い水準での変動にすぎないのではないかなと私は感じており

ます。 

 そういう中で、ちょっとただ１つ、今後の参考になると思うのでお聞きしたいのですが、平成25年

から平成26年、ここで、いわゆる事故件数は大きく減っています。その内容を見てみると、乗用車乗

用中と自転車乗用中の事故件数が比較的大きく減っているように思いました。これは具体的な施策を、

何か対策をやったがゆえにこうなったという理由が何かございましたか。結構、ここのところは重要

かなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 これはなかなか難しくて、平成26年を境に増加傾向になってきているとい

うところがあります。それまで減った理由は、中央線の高架化とかそういったことは当然あろうかと

思います。多分その時期に大きな車のリコールなんかがあって販売がちょっと落ち込んだということ

も少し影響したのかなと思っていまして、正直言って、これだと、このせいだというような原因追及

までは至っていないところでございます。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。本当はそこが、こういう施策をやったから、こういう

対策をとったから、こういうふうになったんだよというのがわかれば、より説得力のある、また次の

対策、そこを確認していけばいいのかなとか、いろいろなことが出てくるのかなという気はしたんで

すけども。ありがとうございます。 

 あと最後に、先ほどコミュニティバスのこともちょっとあったと思うんですけども、極力免許を御

返上いただいて、コミュニティバス等を利用していただく。南部地域は、また別の、いろいろな要望

等あるとは思うんですけれども。その中で、私は西地域に住んでおりますが、くにっこ等を利用され

るお客様から、９時代、あと夜６時以降というか、たしか６時代だったと思いますが、ちょっとない

というか、そのあたりの時間帯まで利用できるようにしてほしいなという要望は正直あるということ

はちょっとお伝えさせていただきたいなと思います。今後ますますそういった要望は出てくるのでは

ないかなと。もちろん市全体のバランスというのもあるでしょうし、そのあたりのことはわかってい

るつもりでございますが、しかし、現場としての、地域地域の要望はありますので、そのあたりもし

っかりお伝えさせていただければと思います。以上でございます。ありがとうございます。 

○【小川宏美委員】 お疲れさまです。今回、この計画が示されたことは重要だと思いました。と申

しますのは、各委員が言っていましたが、人口10万人当たりでも面積１平方キロメートル当たりでも

道路１キロメートル当たりでも自動車保有台数１万件当たりでも、国立市は全て５位以内に、ワース

ト５位以内に入ってしまっているという現実があるからです。そこで幾つか伺わせてください。 

 先ほど香西委員は、2013年から2014年はかなり減りました、ここでの要因は何かと聞かれた質疑は

いいなと思ったんですが、逆に、2016年から2017年ではふえてきてしまっている、この要因もまだ分
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析ができてないということでよろしいんでしょうか。また、平成30年、2018年の数字というのは出て

いないんでしょうか。伺います。 

○【中島道路交通課長】 平成26年度に低くなったという点は、国立市だけではなくて東京都全体で

もやはり平成26年度が一番下回っているというところがございます。やはり徐々に増加傾向になって

きているということがございます。 

 この増加傾向の理由でございますが、これも正直言って詳しい分析等はできていないということも

ありますが、やはり高齢化に伴う事故等も当然あろうかと考えています。ただし、それだけではなく

ていろいろな要因で今現在ふえてきているんだろうと思っています。道路の状況の問題だとか、車自

体も結構性能がよくなってきているというところもあって、また、交差点部にはカーブミラーも設置

しておりますが、どうしても死角があるというようなこともあって、それに頼る傾向がどうしてもあ

るということも言われております。そういったいろいろな原因が重なって、現在ふえてきていると考

えてございます。 

 もともとが、やはり交通事故の件数は減ってきております。これは全国的にも交通事故の件数は減

っておりまして、都内ですと平成12年度から平成27年度までが６割ぐらい交通事故が減ってきており

ます。ですので、これはいろいろな対策を行ってきた結果だと考えてございますが、近年の状況は頭

打ちもしくは微増の状態ということでございます。 

○【小川宏美委員】 都内の状況は減っているというか、国立市の状況が非常に対策が求められてい

るということの問題のほうが大きいと思うんですけれども。 

 先ほど聞きましたが、2018年度の数字はまだ出てないんでしょうか。伺っています。 

○【中島道路交通課長】 立川警察のほうから速報という形ではいただいておりまして、全体の事故

件数が247件ということですので７件ほどふえてございます。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 そうですか。残念ですね。またふえてしまいました。では、2025年の目標件数

は180件にしたということ、67件減らさなきゃいけないということが具体的に今回は目標として示さ

れています。この180件という数字なんですが、先ほどもちょっとおっしゃったようにも思ったんで

すが、表９、ページで言うと15ページのところの多摩地域の平均程度とするという、その180件とい

うのはどこの数字をとったのか、もう一度説明していただけないでしょうか。この180件にした根拠

を、もう一度示してください。 

○【中島道路交通課長】 16ページの人口10万人当たりの事故件数ということで、こちらを26市の平

均を赤で示しておりますが、これ以下にするには国立市の今現在の事故件数を180件以下にしないと、

この数字にはならないというところでございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。ここでは平均値が人口10万人当たり241件となっていますが、

この平均にするには国立市の場合180件という数字だということですね。それはわかりました。では、

毎年10件ずつ減らしていかなければ、この数字にはたどりつかないということもわかりました。 

 また、ちょっと伺いますが、先ほど見ていただきました15ページのところで、例えば武蔵野市と国

立市、立川市が非常に事故が多いですね。立川市と国立市のまちの成り立ちの違いなどはあります

が、交差点部分で非常に事故が多発しているということはどこの自治体でも同じなんでしょうか。ま

た、国立市ではなぜ交差点付近で、どこのまちにも当然交差点はありますが、国立市はここで事故が

発生しやすい道路事情など、特殊性があればちょっとお示しください。 

○【中島道路交通課長】 大きな道路でやはり事故が多いというところは当然ございますけども、国
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立市の場合、幹線道路につながる生活道路の交差点部分で事故が多いというのと駅の周辺で事故が多

いというところは見てとれてございます。全国的にやはり交差点は事故の多い箇所と考えてございま

す。 

 立川市のほうで事故が多いと言われているようなところですと、立川通りだとか五日市街道といっ

たところが多いです。国立市の場合は甲州街道が多くなってございます。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 もう時間になっていますので短くしますが、説明を聞いても、やはり国立市は、

幹線道路と生活道路がぶつかるところで事故が起こっていると。他市でもそうだと思うので、なぜ国

立市がこれだけ多いのかというところの分析がまだちょっとすとんと落ちないなという気がします。 

 道路について書いてあるところは、どこが本当に重点課題、対応策もいっぱい書いてありますが、

これだけの、180件まで減らしていきたいという目標を立てながら、どこを一番やれば国立市の交通

事故が減るのかというところがいま一つちょっと見えないところが残念なんですけれども、道路のつ

くり方、整備や改良を重ねていくことを今やはり一番するのか、あるいは啓発をとことんするのか、

これはかなりとことんやらないと汚名返上はできないと思うんですが、今、どこに一番力を入れてい

くつもりで、この計画素案を示されているんでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 私どもはやはり自転車の事故が多いと考えてございまして、そのため、ま

た事故の多い箇所が、先ほど言いましたように交差点部分、こちらはミラーを設置していてもやはり

死角になるというところと、あと国立市の場合は一方通行が多いというところもございまして、自転

車は一方通行除外ということで、車のほうの目線から見たときに、どうしても自転車を発見するのが

おくれたりとかというところがあろうかと考えてございまして、一番やっていきたいのは今まで私ど

ももちょっとやってはいたんですけれども、なかなかきちんとした体制を組んでなかったというとこ

ろもありまして隅切りの確保ですね。こういったところにやはり重点を置きたいということがござい

ます。あと自転車のためのナビマークだとか、交差点部分の路面標示、そういったところを重点的に

やっていきたいと考えてございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)国立市交通安全計画（素案）についてを終わります。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時４分休憩 

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

午後１時５分再開 

○【関口博委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(3) 国立市自転車安全利用促進計画（素案）について 

○【関口博委員長】 報告事項(3)国立市自転車安全利用促進計画（素案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。道路交通課長。 

○【中島道路交通課長】 建設環境委員会資料№26をごらんください。先ほどと同じでございます

が、本計画素案は、現在、国立市自転車対策審議会へ諮問し、10月ごろまでに答申をいただく予定で

ございます。また、６月20日号の市報でパブリックコメントの掲載を行い、11月中の策定を目指して

おります。 
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 本計画の素案の内容でございますが、表紙をおめくりいただき目次をごらんください。１の計画の

位置付けから６の自転車利用の総合的な取り組みまでの構成になっております。少しページ数がござ

いますので、かいつまんで御説明をさせていただきますので御了承願いたいと思います。 

 ２ページ目をごらんください。１、計画の位置付け、（１）背景でございます。中段に書かれてお

りますとおり、国立市は地形的に平坦で自転車利用がされやすい環境にあり、比較的、自転車利用者

は多い状況にあります。また、放置自転車の撤去台数は年々減少傾向にあり、立川警察署管内の事故

件数発生状況及び自転車事故発生状況は、ここ３年で微増傾向にあります。特に交差点における出会

い頭の衝突事故が多く、また歩道上における歩行者と自転車の接触事故も問題となっております。こ

のような状況から自転車通行ルールの遵守やマナーの向上などの課題へ対応を迫られております。以

上のような背景のもと、自転車交通事故の削減や快適な通行環境の創出、自転車の安全な活用の推進

を計画的かつ効率的に行っていくため、優先整備路線を選定し、総合的な取り組みを行うため、国立

市自転車安全利用促進計画として策定するものでございます。 

 （２）の計画の目標でございますが、子供から高齢者まで誰もが安全で安心して自転車利用ができ

る環境整備としております。 

 めくっていただきまして３ページ目をお開きください。市内の自転車ネットワークや優先的に整備

を行う路線を設定し、自転車レーンなどの自転車走行空間の整備及び生活道路でのドライバーへの注

意喚起や自転車ルールの周知のための自転車ナビマークの設置等を行うため、自転車通行環境整備の

目標値、指標１、整備延長1.1キロから15.4キロに整備を推進するとしております。また、自転車事

故が増加傾向にあることから、交通安全意識の啓発や交通ルールの遵守を図り、自転車事故の削減を

目指し、目標値、指標２、自転車事故数111人を70人以下にするとしております。 

 次に、計画期間でございます。計画期間はおおむね10年としておりますが、第１期目につきまして

は、国立市交通安全計画の第１次の最終年度に合わせるように、令和２年度、2020年度から令和７年

度、2025年度までの６年間としております。ただし、２期目以降は５年ごとに中間の見直しを行い、

計画期間10年としております。 

 ４ページ目は、（４）計画の位置づけと構成になります。 

 次に、５ページから19ページまでが、２、自転車利用を取り巻く現状と課題になります。詳しい説

明は省略させていただきますが、５ページ目が（１）地勢と人口になります。７ページから16ページ

が（２）の自転車に関する交通事故状況でございます。16ページから19ページが、（３）自転車交通

環境の状況になります。 

 次に、19ページから22ページが、３、これまでの取り組み状況の紹介でございます。 

 次に、22ページから30ページまでが、４、自転車通行環境整備の選定でございます。道路空間の再

配分等を検討し、優先整備路線を定め、通行環境の整備を進めてまいります。 

 26ページをごらんください。②、③で示すように通行環境の整備を行う路線は大きく分けて２種類

ございます。②が、隣接地へ広がる広域的な自転車ネットワーク路線で、歩行者、自転車、自動車が

安全に通行できる走行空間の確保、整備を行う路線で、広域整備路線として位置づけております。③

が、主な生活道路で、歩行者、自転車が集中する駅周辺や市内東西南北を結ぶネットワークで、ドラ

イバーへの注意喚起、自転車ルール周知のための自転車ナビマークの設置等により、自転車利用マナ

ーの向上を目的とする路線で地域整備路線として位置づけております。具体的には、28ページの図４

－４をごらんください。図の赤色で示している路線が広域整備路線になっております。 
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 続いて、29ページの図４－５をごらんください。図の赤紫色と茶色で塗っている路線が地域整備路

線になります。茶色で示す路線は、本計画期間中に整備方針などを検討する路線になっております。 

 次に、31ページから34ページまでが、５、自転車通行環境整備形態の選定で、具体的な整備手法を

記載しております。 

 次に、35ページから36ページが、６、自転車利用の総合的な取り組みについて記載しております。

（１）利用ルールの徹底と（２）自転車利用促進について取り組んでまいります。 

 最後に、37ページをごらんください。（３）今後の計画評価と見直しの検討でございます。必要に

応じて、適宜、点検評価を行い、ＰＤＣＡサイクルに基づき次期計画に反映させていきます。 

 以上で、国立市自転車安全利用促進計画（素案）の報告を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。では、何点か伺わせてください。目標値も出ています

ので、そのあたりのことも聞いていきたいと思いますが、まず、７ページですが、自転車の死亡事故

が2017年に２件ありました。これは自転車乗用中と歩行中と書いてありますけれども、場所はどこで

しょうか。教えてください。７ページの上から５行目です。 

○【中島道路交通課長】 13ページを見ていただきますと、ちょっと図が小さくて申しわけございま

せんけれども、この中のオレンジ色は通常の人身事故でございまして、ブルーで囲ってありますとこ

ろが重傷事故、赤で囲っているところが死亡事故ということになっておりますので、この２件が死亡

事故の箇所ということになってございます……（「石田街道と」と呼ぶ者あり）石田街道といずみ大

通りの交差点と天満宮の南側に赤があるかと思いますけれども、この２点が死亡事故の箇所です。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。本当にみんなでこれを見るのが大変という感じですね。 

 石田街道のところをおりていって、ずっと南側に行って、これはどことの道路がぶつかって……

（「いずみ大通り」と呼ぶ者あり）いずみ大通り。そこが１件ですね。あと谷保天の南側というのは

どのあたりか、もうちょっと教えていただけますか。 

○【中島道路交通課長】 甲州街道の地下歩道を渡っていただきまして、南におりてきて、私道のち

ょっとクランクしている道路があるかと思いますけども、そこでの事故です。 

○【小川宏美委員】 それはどちらが自転車で、どちらが歩行中なんでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 石田街道といずみ大通り、こちらについては歩行中の事故ということで、

歩行者とトラックの事故と聞いてございます。もう１件のほうは自転車の単独による事故で死亡にな

ったというところでございます。 

○【小川宏美委員】 では、谷保天満宮の南側は接触とかではないということが、今、わかりました。

また、14ページに書いてありますけれども、やはり自転車事故の発生件数として多いのは高校生から

19歳までと、先ほど藤田委員もおっしゃっていましたね。致死率については50歳以上が高いというこ

とがわかりました。 

 それでもう一点伺いたいのは、いろいろな整備を今進めているところではありますけれども、22ペ

ージのさくら通りで進めている自転車道のことです。２メートル幅をもって自転車道というんでした

っけ、それで双方向に走行させるということですけれども、これに関して事故というのは今ないんで

しょうか。伺います。 

○【中島道路交通課長】 自転車道で事故というのは、今のところ、私どものほうには報告は上がっ
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てきていないところでございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。ただ、この市役所に来るときのさえき食品館があるところの向

かいの自転車道に入りたいんですけれども、横断歩道を渡って入るときに、思いっ切り真ん中に電柱

がどんとありまして、入れないのでおりて入るか、あるいはどうしても歩道のほうに行かざるを得な

くて、皆さん自転車道に入れないんですよね。ああいった電柱が、ど真ん中にあるわけじゃないです

けれども、かなり入り口のところに立っている、ああいったことの整備はこれからどう考えているの

か伺います。場所はわかりますでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 電柱ということでございますけれども、簡単に動くものと動かないものが

ございまして、また、隣接している土地の活用によってはやっぱり支障になったりということはあろ

うかと思います。ただ、今言われたように電柱が死角になって見えづらいとかということでございま

したら、注意喚起なり、何かやることができないかということでは検討させていただきたいと考えて

ございます。 

○【小川宏美委員】 ただ、自転車道をせっかくつくっても電柱が真ん中に入って入りづらくなって

いるような状況は、もうちょっと考えていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 済みません。今の箇所につきましては、私どものほうで現場を確認させて

いただきまして、何らかの検討ができないか、対策をしていきたいと考えてございます。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。そうしてください。本当に真ん中に立っているために、

入りたいし、歩道を歩く人のために使いたいと思いながらも、市役所に来るときに北側から渡ってき

まして、さえき食品館の向かいのところを左に、自転車道を通りたいんですが入れないという、その

ところです。見てきてください。市役所からすぐそばのところです。 

 28ページなんですけれども、予算が書かれている２点のところを伺います。これは約1,000万円で

しょうか。1.1キロを整備事業として進めるというところです。この予算は、ちょっとこの地図もな

かなか小さくて見づらい部分もあるんですが、1.1キロに1,000万円をかける、どういった事業をどの

ように進めていくのか、もう少し具体的に教えていただけないでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 こちらは走行空間の整備ということで、自転車道、自転車レーンを対象に

しているところでございますが、現在、さくら通りにつきましては自転車道整備予定になっていまし

て、今、進行中ということがございます。ですから、こちらのほうの事業費については載せてござい

ません。今、対象になるのは北大通りが対象と考えてございまして、こちらを自転車レーンという形

で整備をするということで、このぐらいかかるだろうというところで予算を示させていただいている

ところでございます。 

○【小川宏美委員】 今、北大通りはナビマークがついていますよね。それを自転車レーンに変えて

いくということは、つまり、どういう整備をしていくのか、もう少しお願いします。教えてくださ

い。 

○【中島道路交通課長】 31ページをごらんください。こちらのほうに自転車レーンの整備方針が載

ってございまして、これが標準ではございます。道路面にブルーのカラー舗装と自転車のマークをつ

けていくというところと、ところどころでございますけども、表示看板等も設置していく形になって

ございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。このような形で、車道に自転車レーンにするためのブルーのマ

ークをつけていくというのは、対象となるところは、今、さくら通り、北大通り以外は、例えば国立
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市内にどのようなところが考えられるのか、わかれば教えてください。 

○【中島道路交通課長】 やはり走行空間の確保ができる道路が限られておりまして、都市計画道路

を中心ということになろうかと思います。現在のところ、やはり都市計画道路の進捗も含めまして、

北大通りが先行すべきだろうと考えているところでございます。ほかはどこかということでございま

すけども、今のところ、まだ北大通り以外はちょっと難しいだろうと考えてございます。 

○【小川宏美委員】 そうですよね。なかなか見当たらないですよね。私もよく考えながら自転車を

使っていきたいなと思っておりますが、もう一点、29ページのところで、今度は地域整備路線として

3,100万円を使って12.3キロを整備していくというのが地図で示されていますけれども、これは先ほ

どと同じように、もう少し詳しく、どういった整備を進めるのか教えていただけないでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 34ページをごらんください。こちらの自転車ナビマークと、交差点によく

あろうかと思いますけども、自転車ナビライン、ブルーラインと呼ばれるものです。矢印のものです

けれども。それと事故の状況を見ながら安全啓発ということで下に書いてございますけれども、安全

啓発のイメージ図、こういった路面標示を交差点部に設置していくと。最近、自転車の「とまれ」と

いうところがかなり消えているなり、目立たなかったりというところもございますので、そういった

ところを中心的にやっていきたいと考えてございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。５年の間に、これはどの辺からスタートするんでしょうか。優

先的にこのあたりから進めるという順位づけ、平板にずっと全部やっていくのか。あるいは、このあ

たりから着手すると決めている、あるいは事故が多いところから始めるなど、その優先順位はつけて

いるんでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 まだ具体的にこの路線というところまでは絞り込んではいないんですが、

やはり通学路だとか駅周辺というようなところは整備もございますので、そういった進捗を見ながら

決めていきたいと考えてございます。 

○【小川宏美委員】 わかりました。通学などからの優先順位で考えていきたいというお答えでし

た。 

 最後に27ページなんですが、駅周辺などで事故も多発していることもわかりました中で、自転車の

乗り入れを抑制するというふうに書いてありました。地図もありますけれども、これは自転車の乗り

入れ、駅直近にできるだけつけたいという方が多い中で、この整備はうまく進むのか、その手応えと

いうか、そういったことを教えていただけないでしょうか。 

○【中島道路交通課長】 こちらの抑制という言葉でございますが、自転車の整備計画の中で入って

きておりまして、駅直近に駐輪場を設置することによって自転車を呼び込むことがないようになるべ

く抑制していくというような考えを示したものでございます。ただ、やはり駅、特に国立駅ですけれ

ども、こちらの南口については相当数の歩行者もおりますので、できるだけ押して歩くというような

マナーを啓発していきたいと考えてございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)国立市自転車安全利用促進計画（素案）についてを終わります。 

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

 報告事項(4) 都市計画道路３・４・８号線整備事業について 

○【関口博委員長】 報告事項(4)都市計画道路３・４・８号線整備事業についてに入ります。 
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 当局から報告を願います。工事担当課長。 

○【町田工事担当課長】 それでは、報告事項(4)都市計画道路３・４・８号線整備事業について御

報告申し上げます。お手元の建設環境委員会資料№22に基づき説明させていただきます。 

 都市計画道路３・４・８号線につきましては、通称北大通りとしまして、東は北２丁目の国分寺市

境から、西は北３丁目の都道43号線までの延長1,120メートルが完成していますが、都市計画道路と

しましては、都道43号線の西側、立川市境までの全延長1,330メートルとなっております。 

 今回、この都道43号線西側の210メートルの未整備区間、資料右側の位置図の赤く着色されたとこ

ろになりますが、こちらの整備の事業化に向けた準備を開始いたしたく、その御報告をさせていただ

きたいと存じます。なお、この未整備区間につきましては、東京における都市計画道路の整備方針第

４次事業化計画の中で優先整備路線に位置づけられているものでございます。 

 事業概要についてでございますが、資料の左側になります。（１）現状及び目的でございますが、

北地域の立川市境においては隣接市へつながる道路の未整備であるため、生活道路への通過交通の流

入のほか、公共交通や防災面などが課題となっています。今般、立川市に入ったところで接続されま

す南北方向の幹線道路となります立川都市計画道路３・３・30号線について、事業者であります東京

都から今後の事業予定が示されたことから、それに合わせ都市計画道路３・４・８号線を整備するこ

とで、生活道路への通過交通の抑制を図り、誰もがより安全で快適に移動できる道路空間を確保して

まいります。また、新たな道路ネットワークが形成されることで立川駅方面へのアクセスが良好とな

ることから公共交通の充実も期待でき、緊急車両のアクセスの向上や地域の防災力の強化も図られて

くるところでございます。このことから、都市計画道路３・４・８号線の事業化に向けた準備を開始

していきたいと考えているところでございます。 

 次に、（２）都市計画決定でございますが、昭和36年10月５日に計画延長1,330メートルの都市計

画道路として決定しているところでございます。 

 次に、（３）事業認可の概要になりますが、令和３年度に事業認可取得を予定しておりまして、事

業の名称としましては、国立都市計画道路事業３・４・８号日野駅国立線。事業箇所、国立市北３丁

目39番地から40番地まで。事業規模、延長210メートル、幅員16メートル、車線数、２車線。事業期

間、令和４年度から令和11年度までとしております。 

 次に、（４）事業費でございますが、現時点での概算になりますが、総事業費として約14億6,000

万円と試算しております。財源内訳としましては資料のとおりとなりますが、国や都の補助金を十分

に生かしながら進めていきたいと考えているところでございます。 

 最後に今後の予定になりますが、今回議会への報告をさせていただきまして事業化に向けた準備を

開始させていただきますが、今年度につきましては、年度後半に、まず初めに行うことになります現

況測量を実施いたしたく、次回の第３回定例会に補正予算を計上させていただきたいと考えておりま

す。その後、用地の測量や設計、関係者協議などを進めていき、令和３年度末ごろまでに事業認可を

取得し、令和４年度から事業をスタートしていきたいと考えておりますが、何より地域の皆様に十分

な周知及び説明をさせていただき、地権者様及び周辺住民の方々からの御理解と御協力をいただきな

がら、丁寧に、また、慎重に事業を進めてまいりたいと考えております。 

 以上で、都市計画道路３・４・８号線整備事業についての報告とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。青木委員。 
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○【青木健委員】 どうも御報告ありがとうございます。この事業自体に反対するものではありませ

んし、早期に３・３・30号線と合わせて開通することが、今の生活道路に流れ込んでいる車の解消と

いうか、減少に向けて大変重要な事業であるということを認識しておりますので、ぜひ進めていただ

きたいということを申し上げさせていただいて、その上で、これは、この前に御報告いただいた自転

車安全利用促進計画の28ページにあった北大通り部分ですね。自転車専用通行帯というのが出ている

わけなんですけれども、その北大通りの延伸であるこの３・４・８号線について、標準断面図を見ま

しても自転車専用通行帯の表示がないんですけれども、これはどうなっているんですか。 

○【町田工事担当課長】 こちらの資料のほうの標準断面図、イメージ図でございますけれども、車

道の９メートルと書いてあるところがございますが、これが片側ですと4.5メートル、それで車道が

３メートルであり、今回はもともと停車帯1.5メートルという設計でございます。今後、先ほどの自

転車計画でもございますけれども、その1.5メートルが自転車レーンになるような計画となるとは思

いますけども、今回はイメージ図として、特段車線の明記はしていないところでございます。 

○【青木健委員】 今後、そういう整備を進めていくという考えでいいわけですよね。 

○【中島道路交通課長】 先ほどの自転車安全利用促進計画の中でも、赤線で示した北大通りの路線

と、点線であった場所がこの計画になっております。３・４・８号線になっており、両方一体で私ど

ものほうは考えているところでございますので、今後整備を進めていきたいと思っています。 

○【青木健委員】 今後整備を進めるということであれば、やはりこの中にきちんと落とし込んでい

ただくというのが必要じゃないですか。これだけ見て判断すると、やっぱりその整備がされないじゃ

ないかというふうに誤解されますよ。そういう計画であるなら、今後はきちんと入れておいてくださ

い。こういう出し方をされると、ある意味、閣内不一致じゃないかと見られてもしようがないですよ。

すばらしい計画をつくられているんですから、自信を持ってしっかりと入れておいていただきたいと

いうことを申し上げさせていただいて私は終わります。 

○【高原幸雄委員】 それじゃ何点か、ちょっとわからないところがあるので質疑させていただきま

す。 

 １つ、事業概要の中で工事期間、事業計画（３）のところです。事業期間として、令和11年、2029

年度までとなっている。道路３・４・８号線については、立川路線の３・３・30号線との接続がある

わけですよね。そうすると、これは供用開始という点ではいつからになるわけですか。 

○【町田工事担当課長】 ３・４・８号線に接続されます３・３・30号線がやはり開通していなけれ

ば混乱もございますので、今の計画でございますと、東京都のほうから３・３・30号線の完成が令和

12年度、2030年度ということをお聞きしておりますので、国立市の３・４・８号線につきましては、

その１年前の令和11年度、2029年度に完成する予定でございます。それで３・３・30号線の進捗を確

認しながら接続させていただけたらと考えております。 

○【高原幸雄委員】 工事期間が2029年度まででしょう。接続はその後されるわけでしょう。そうし

たら、結局、供用開始は３・３・30号線が、仮にその時点で完成していれば接続すると、こういうこ

とでいいんですよね。 

○【町田工事担当課長】 ３・３・30号線の進捗を確認しながら、その辺は臨機応変に供用開始のほ

うは、先ができていれば供用開始することもできますし、また、途中の閉鎖管理などもありますので、

そのころになった状況によって供用開始のスタートは考えていきたいと考えております。 

○【高原幸雄委員】 立川の３・３・30号線がその時点で供用開始されていない、あるいは工事が完
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了されていないという場合は接続は無理だと、こういうことでいいですか。 

○【町田工事担当課長】 先ほど申しました接続のところが、広い道ができていなければ開放は難し

いと考えております。 

○【高原幸雄委員】 もう１つ、この道路は、そういう意味では北大通りの延長ということで大事だ

と思うんですけれども、ただ、問題は国分寺市のほうのボトルネックがどういうふうに解消している

のかということにもかかわるわけですよね。交通量の問題、その他いろいろ考えるとね。だから、国

分寺市のほうの、いわゆるあそこの出っ張りが、どういうふうにこの期間までに解消するのか、ある

いは解消されないのか、その辺の見通しはどんなことなんでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 東側の国分寺市に続くところでございますけれども、国分寺市の都市計画

道路につきましても優先整備路線に指定されております。また、国立市の都市計画マスタープランの

中でも国分寺市の都市計画道路については整備要望をしていくという明記もございます。ですので、

国分寺市におかれましても優先整備ということで、また整備を進めていっていただけたらとは思いま

すけれども、国立市としましては要望までかなというところでございます。 

○【高原幸雄委員】 そういう意味じゃ、全く、ある意味で１カ所、そういう国分寺市の状況が解消

されているかどうかわからないと、こういうことですよね。行政区が違うからそういう問題があるの

かもしれませんけれども。 

 それからもう１つなんですが、これは事業費の関係で、都と国の補助金が９億4,500万円となって

いるんです。これは国と都の配分というか、合計はこういう金額なんでしょうけれども、それぞれど

ういう金額になりますか。 

○【町田工事担当課長】 こちらは道路整備の補助になりますが、国といたしましては10分の５を予

定しております。また、都のほうにつきましては、その残りの10分の５ということで、50％と25％を、

今、予定しております。以上です。 

○【高原幸雄委員】 それと最後なんですが、今議会でうちの北を活動地域としている柏木議員がこ

の問題で質問させていただきましたけれども、ここの３・４・８号線の該当する市民の人口はどのぐ

らいになるんですか。世帯数は、この間、報告がありましたけれども。 

○【町田工事担当課長】 今後の詳細な用地測量によるんでございますけれども、十数名と考えてい

るところでございます……（「十数名」「軒数」と呼ぶ者あり）軒数は10軒前後と考えております。 

○【高原幸雄委員】 世帯として10軒程度、人数として19名ということですか。 

○【関口博委員長】 十数名です。高原委員、今、十数名と言った。 

○【高原幸雄委員】 十数名か。 

○【町田工事担当課長】 住まわれている人数に関しましては、ちょっと把握していないところでご

ざいます。 

○【高原幸雄委員】 これは地域にとっては、そういう意味では基幹動線になるんですかね。東京都

の、いわゆる整備路線の中にも入っている路線だろうと思うんですが、市民に対する説明会、こうい

うことをしっかりとやってもらいたいと思うんですが、その辺の日程的な計画はどんなふうになって

いるんでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 住民説明会の開催という御質疑でございますけれども、今議会で事業開始

の報告をさせていただきました。そして、次回の９月の第３回定例会のほうで先ほど御説明させてい

ただきました今年度の後半に行わせていただきます測量のほうの補正予算を計上させていただきま
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す。その補正予算をお認めいただいて、業務を発注した後に、もろもろの準備が整った段階で住民説

明会を開催していきたいと考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○【香西貴弘委員】 お疲れさまでございます。この３・４・８号線を完成させていく、その目的は

生活道路への通過交通の流入を分散させていくということと、あと公共交通の充実、特に立川駅の方

面に対するアクセスを良好に、あとは防災面などというふうに書いていらっしゃいますけれども、ま

ず、防災面などのという点ですが、具体的にイメージできるように、もし、こういうふうになれば、

ここでメリットが出てきますということを教えていただければなと思います。 

○【町田工事担当課長】 防災面でございますけれども、１つとしましては災害時における避難路、

あともう１つとしましてはこれだけの幅員でございますので延焼遮断帯、あとは緊急物資の運送経路、

その点で防災力が上がるかなと。また、建物も今現在、それほど広い道ではございませんので、木造

密集地域等の解消にもつながるかと考えております。 

○【香西貴弘委員】 例えば救援物資のことも今言われておりましたけれども、流れとして、例えば

どちらからか国立市のほうに入ってこられるようになるとか、何かそこら辺のことを、もうちょっと、

もし想定されるのであればお願いします。 

○【町田工事担当課長】 やはり立川市内のほうに大きな総合病院等がございますので、現在に比べ

ますと、そちらへのアクセスが非常によくなって……（「防災倉庫がありましたよね」と呼ぶ者あ

り）はい。防災の面でもかなりの経路になるかとは思います。 

○【小川宏美委員】 この３・４・８号線ですけれども、北大通り、国立寄りのお宅はこれまで２回

ぐらい、真っ直ぐ車が家にぶつかってきて、きょうも伺ってきたら、ここに道路ができることは前か

ら知っているし、ここは本当に怖いと言っていらっしゃいましたので、道路の説明をきょう受けます

よと申し上げたら、じゃ、説明をいずれ受けるのだということで待っていらっしゃるようでしたので、

９月議会の後に丁寧に説明に入っていくということをよろしくお願いいたします。 

 それで生活道路のこととの、先ほどまでもずっと交通事故の問題も説明を受けておりましたが、こ

こは北大通りが立川市まで延伸すると同時に、真北から側道に向かって細い私道があるんです。そこ

との接点がかなり複雑になるんですよね。その辺はやはり事故が懸念されるんですが、どうお考えで

しょうか。伺います。 

○【町田工事担当課長】 計画道路に接続されます道路につきましては、また詳細に測量等を行って、

どのような接続をするか、その辺を検討した中で、交通管理者のほうとも協議をしながら安全な形に

していきたいと考えております。 

○【小川宏美委員】 場所はおわかりですか。わからない。この計画平面図と書いてあるところの真

北からちょっと行った、何メートルか、北側から側道に入っている細い道がある。そことの交通の安

全性が気になるなと思って今質疑したんです。 

○【江村都市整備部参事】 今、委員御質疑の路線については、多分立川３・３・30号線に取り込ま

せてしまいますので、おそらく歩道上になってくると思います。側道のほうは３・３・30号線につな

がったときに、おそらく左折のみで、直進は中央分離帯ができてしまいますので、側道の交通そのも

のは国立市側から立川市側に向かって３・３・30号線を左折するという交通形態になろうかなと考え

ます。 

○【小川宏美委員】 そうしますと、立川３・２・10号線のことも気になるんですけれども、ここが

また真っすぐ立川市の方向に行かないと、ここでまた真っ直ぐ立川市に行けないことになるんですが、
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その道路整備の状況はおわかりでしょうか。３・２・10号線のことです。 

○【町田工事担当課長】 立川３・２・10号線につきましては、国立３・４・８号線とほぼ同時に築

造していくと立川市の担当のほうとも確認しているところでございます。 

○【小川宏美委員】 そうですか。そうしますと、非常にくねくねしていたところが、ここは道路が、

立川市まで真っすぐ行くということが並行して同時期につくられていくということがわかりました。 

 もう一点、10世帯に立ち退いていただかないと３・４・８号線はできないということを伺いました

が、用地の買収面積で（４）のところの事業費の概算の中に約3,450平方メートル、うち国立市の土

地開発公社所有で1,335平方メートルは議会初日にも説明を向けたところですが、これはお金に換算

すると幾らぐらいになるんでしょうか。また、それは工面がもうできていることなんでしょうか。伺

います。 

○【町田工事担当課長】 用地買収費は、今現在、概算で約８億円を見込んでいるところでございま

す。 

○【小川宏美委員】 ８億円ということは、この14億円の中にもちろん入っているということですよ

ね。 

○【町田工事担当課長】 そのとおりでございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(4)都市計画道路３・４・８号線整備事業についてを終わります。 

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

 報告事項(5) 旧国立駅舎の管理運営に関する検討状況について 

○【関口博委員長】 報告事項(5)旧国立駅舎の管理運営に関する検討状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。国立駅周辺整備担当係長。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 それでは、報告事項(5)旧国立駅舎の管理運営に関する検討状

況につきまして、お手元の建設環境委員会資料№28に基づきまして御報告させていただきます。 

 旧国立駅舎につきましては、平成30年６月に工事着手し、令和２年２月に竣工、同年４月に開業す

る予定でございます。平成29年度に市民ワークショップをもとに活用コンセプトをまとめまして、平

成30年度にはそのコンセプトの具体化に向け管理運営に関する検討を重ねてまいりました。その検討

状況について御報告させていただきます。 

 まず、１の目的でございます。旧国立駅舎の設置目的といたしましては、国立市指定有形文化財と

しての旧国立駅舎の歴史的価値を後世に伝えることに加え、その活用を図り、魅力あるまちづくりに

寄与することを目的とするとしてございます。文化財を保全、継承する側面と、旧国立駅舎を活用し、

町の魅力発信拠点とする側面の２面を持ち合わせ、市への愛着を醸成する施設としてまいります。 

 次に、２の事業でございます。事業内容につきましては、１、にぎわい、交流及び憩いの場を提供

すること。２、まちの魅力等に関する情報を提供すること。３、歴史、文化及び芸術の普及に関する

こと。４、その他、旧駅舎の目的を損なわない範囲で市長が適当と認めることの４つを事業としてお

ります。 

 具体的なイメージにつきましては、ページをおめくりいただきまして２ページ目をごらんくださ

い。こちらは旧国立駅舎を真上から見た図でございます。右下の緑色で囲われた部分は広間でござい

ますが、主に１ページ目の事業の１、にぎわい、交流及び憩いの場を提供いたします。日常におきま
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しては、待ち合わせや憩いの場として、非日常におきましては、さまざまなイベント会場としての活

用を考えているところでございます。 

 次に、左下の赤色で囲われた部分はまち案内所でございます。主に１ページ目の事業の２、まちの

魅力等に関する情報を提供いたします。観光情報はもちろん、まちの情報を案内するとともに、地域

ブランド力を高めるくにたちスタイル認定品等の販売を考えているところでございます。 

 最後に、左上の青色で囲われた部分は展示室でございますが、主に１ページ目の事業の（３）歴史、

文化及び芸術の普及を行います。常設展示におきましては、旧国立駅舎の歴史的価値や国立大学町の

まちづくりの歴史などを展示いたします。あわせて企画展も開催していく考えでございます。 

 １ページ目にお戻りください。３の休館日です。休館日につきましては、12月29日から１月３日ま

でを想定しております。 

 ４、開館時間でございます。平日につきましては、広間は７時から22時まで、まち案内所、展示室

は10時から19時まで、土日祝日休日につきましては、広間は９時から22時まで、まち案内所、展示室

は９時から19時までの開館を考えてございます。 

 ５の使用料でございます。広間におきましては、原則として制限を設けないという考えから、営利

を目的とする場合以外は無料とすることにより、さまざまな方々に使っていただける施設にしたいと

整理しております。 

 最後に、６の運営体制でございます。短期的な運営として３年程度を想定してございますが、その

間は市の直営といたしまして、その後、指定管理者制度への移行を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 再度ページをおめくりいただき、３ページ目の運営体制をごらんください。ページの中央に、まち

案内・物販機能、イベント機能、展示機能と３つの機能が記載されています。まち案内・物販業務に

つきましては、事業者に委託することを考えてございます。そちらがピンク色の部分になります。イ

ベント機能、展示機能につきましては、市が主体的に企画、実施するほか、市民団体や企業の方々か

らの企画提案を随時受け付けまして、それを市が調整することを考えております。また、管理運営全

般に関する意見をいただくため、右上に記載しております連絡会を外部機関として設置することを検

討してございます。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 御報告ありがとうございます。かなり中身に関しても示していただいたんです

が、今、マスコミにも載りましたように、この旧駅舎のチーフコーディネーターというんでしょうか、

それを募集しているところですよね。その方にチーフとなっていただいて、こういったさまざまなイ

ベント企画や、既に休館日をいつにするかまで決めているんですけれども、その方のイベントのつく

り上げ方、また、にぎわいの創出の仕方等、今、報告いただいていることに、そごじゃないですけれ

ども、こうやっていきたいんだという、その方がせっかく来てくださって、なかなか、どういった方

がいらっしゃるのかも非常に注目しているところですが、ここで進めていることと、その方の関係性

というのを、どのように市は考えているのかちょっと伺いたいんですが。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 ちょうど今、委員がおっしゃられたとおりチーフコーディネー

ターの募集をしております。そのチーフコーディネーターの方にはさまざまなイベントの企画立案、

みずから市民の方々もしくは団体の方に直接営業をかける、またはそういった市内の方々から御提案
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いただきましたイベント等について調整をして盛り上げていくというようなことを考えてございま

す。 

 チーフコーディネーターにつきましては、みずからが楽しくわくわくする旧国立駅舎のイメージを

持っておりまして、それを具現化することができるような人を当局としては思い描いているところで

ございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 何か説明が。私はそこの２つがどうかみ合うのかをお聞きしたつもりなんです

けども。何かいろいろな御意見を伺うんですね。とにかく都市計画に関して、専門家がたくさん国立

市にいらっしゃいますから、募集したいという方も聞いていらっしゃるし、だけども、ここまで示さ

れると市でできるんじゃないのとも言われるし、報酬などの額がないので、例えばどの程度の人を市

が求めているのかが見えづらいとか、いろいろな声が来ます。ただ、本当にここまで示されていると

国立市でできるんではないかと思ってしまうんですが、チーフコーディネーターが、よりこれを魅力

的にして働いていただくという、その辺のところは市として大丈夫なんですね。今のお答えを聞いて

ちょっと不安になったんですが。申しわけありませんが。 

○【門倉都市整備部長】 一般質問のほうでもちょっと御質問いただいたところでございますけれど

も、まず、旧国立駅舎の再築をするといったところの目的、これはただ単にという文言がやっぱりご

ざいまして、見ているだけということではなくて、国立の町の玄関口として、ここを情報発信ですと

か、回遊性ですとか、そういったところの拠点にしたいという思いが国立市としても強くあります。

他の駅が同じようなまちづくりをしている中で、国立市として、固有のこういった景観ですとか、環

境あるいは人のなりわいですとか、成り立ちですとか、そういったものを大事にしながら、まず、こ

こに来ていただければ国立市のよさがわかっていただけるといったところがございますので、そのた

めにはどういった仕組み、仕掛けをするのかといったところも含めまして、これは過去に、これまで

実績があるような方に、どうやったら国立市が盛り上がるかといったところ、にぎわいを醸し出して

いただけるのかということを我々と一緒に考えていただく。そういった方を募集させていただいて、

地域の方々と一緒に国立市を盛り上げていきたいと、この思いがございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 熱く語っていただきましたが、門倉部長でも十分チーフコーディネーターがで

きるんじゃないかなと今思ってしまうほどなんです。 

 その方の任期は３年ということは、直営の期間の３年はその方にチーフをお願いするということで、

その後は指定管理に移行していくという考えは、これは決定でしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 短期的、３年程度は直営とし、将来的には指定管理者制度を目

指すというような考えでおります。今、委員がおっしゃられたとおり、チーフコーディネーターは３

年の任期で働いていただくということで考えております。ただ、その後、３年以降どういった形にな

るかはまだ検討中なんですけれども、そのチーフコーディネーターをやられた方、優秀な方であろう

というように思いますので、何かしらの形で旧国立駅舎の運営に携わっていただきたいと考えてござ

います。以上です。 

○【青木健委員】 済みません。ちょっと今さらと言われるかもしれないですけれども、１ページ目

の５の使用料です。営利を目的としない場合、それから、営利を目的とする場合というんですけれど

も、これはどういう形態のものを考えられているということなんですか。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 旧国立駅舎では、より多くの市民団体、企業等からの企画提案

を随時お受けして、活用コンセプトに沿った利用をしていただくことを考えてございます。一般的な
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公共施設の利用につきましては、適当な額の使用料をいただいているところでございますけれども、

旧国立駅舎におきましては、使用料があることからおもしろい企画が行われなくなってしまうことが

ないよう基本的に無償とすると考えてございます。ですので、先ほど申し上げました目的、事業に合

致するものであれば、基本的に営利を目的としなければ、使用料は無料で、営利を目的とする場合は

有料というような形をとっておるんですけれども、こちらにつきましては、施設管理のための一部の

費用を使用料で賄うとするという考え方ですとか、営利目的利用までも全ての無償としてしまうこと

については課題もあると考えまして、そちらについては有償として考えました。 

 例えばいわゆる都内の会社が販売促進目的で旧国立駅舎を利用したいというような、いわゆるまち

づくりに寄与しないというところまでは言えないかもしれないんですけれども、その都度、無料・有

料というような形で考えてまいりたいと考えてございます。以上です。 

○【青木健委員】 どういう基準なのかちょっと難しい判断なのかなということも思うんですけれど

も、そういう行政としての考え方であるということについてはわかりました。そこでお伺いしたいん

ですけれども、政治的利用については、これは許すんですか。 

○【関口博委員長】 政治的と言ったの。都市整備部長。 

○【門倉都市整備部長】 ちょっと今、ここで話をしていたので聞き取れなかった部分があって申し

わけないんですが、政治的なことでの利用は可能かということであろうかと思います。ここでは政治

的なところについては、私どものほうでは、内容に、駅舎の運営といいましょうか、利用の目的とは

違うということで、こちらのほうについては、今のところ使用の許可は考えていないというところで

ございます。以上でございます。 

○【青木健委員】 政治団体が直接申し込んでくればその判断はできると思うんです。ですけど、そ

の政治団体が表に出ていない団体もあるわけですよ、さまざまなね。そういうところがやることによ

って、例えば特定の政党のチラシをまいたりとか、そういうことだって十分考えられるわけですよ。

そういう利用の仕方をされるということが。そういう利用のされ方をしてしまってからでは遅いわけ

であって、その辺についてはどう考えているのかというのを再度お伺いしたいと思います。 

○【門倉都市整備部長】 先ほどのチーフコーディネーターの話ではないんですけども、これは私ど

もはそこに丸投げをするだとかということは考えているわけではありません。私どものほうでしっか

りここは管理をしていくということが、まず大前提であるのかと思いますけれども、まず、こういっ

た企画をやりたいだとか、こういったことでこの駅舎を利用したいだとかといったところが、まずそ

こに相談があろうかなと思います。そのときに具体的にどんなことなんでしょうかということで、こ

れが果たして町のにぎわいに即すのかどうなのか、この辺のところも内容をしっかりここで確認をさ

せていただきながら、利用していただけるのかどうなのか、ここも判断をさせていただきたいと思い

ます。このときに、私どものほうのヒアリングも大変大事になってくると思いますけれども、それに

反するようなことがあれば即座に使用をやめていただくだとか、そういった措置もできるのではない

のかなと考えておりますので、まずはどんな内容でそこを利用されるのかといったところをしっかり

ヒアリングをさせていただいて、判断をさせていただければなと考えているところでございます。以

上です。 

○【青木健委員】 これは明記すべきではないですか。政治的利用についてはだめだということにつ

いては明記すべきじゃないですか。だって、次の事業イメージの図を見ていくと、例えば外構部分、

これが置けるのかどうか、ちょっとここも私は疑問ではありますけれども、キッチンカー等にスペー
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ス貸し出しとあるじゃないですか。置いた車が、そういう政治的な何かを発信するような看板をつけ

ている場合だって考えられるじゃないですか。一旦許可しておいて、そういうのがあるからだめだよ

なんて言ったって、それは現場で混乱を来すだけで非常に難しいことだと思いますよ。担当職員だっ

て、大変な仕事上の苦痛を与えることにもなってくると思いますよ。明確に、政治目的での利用につ

いてはさせないということは書いておく必要があると思いますが、どうでしょうか。 

○【門倉都市整備部長】 今の検討の状況ということで今回の御報告でございますので、そのような

ところも踏まえて引き続き検討させていただきたいと思いますけれども、まず、旧国立駅舎の利用に

関しましては、できるだけ多くの人というんでしょうか、使っていただいて、国立市を盛り上げてい

ただきたいという思いがございますので、政治的なこと、そのほか、先ほど担当係長も言っていまし

たけれども、よそから来て、販売の目的だけ達して、国立市のほうに何もお土産も持たずにそのまま

帰るという、そんなことではいけないなと思っていますので、その辺の政治的なところの話だとか、

あと明記できるようなところの、してはいけないこと、この辺の明記の仕方についても、また、これ

からちょっと検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○【青木健委員】 ぜひ検討してください。せっかく付言をした、これは市民全体の象徴としてであ

りますので、特定の政治団体に使わせるためにやっているわけじゃないですから、それらについては

きちんと線を引いていただきたいということを申し上げさせていただきたい。にぎわいとか、交流と

か、こんなのは政治団体だって幾らだって理屈はつけられるんですよ。だから、その辺は明確にして

おかないと後々のことになると思います。 

 それと有料の場合です。今言っていた、例えばどこかの企業が来て販売をするとかというようなこ

とですけれども、その場合、この場所で税金というのはどうなるんですか。だって、それじゃ店と同

じですよ。税金を取らなきゃおかしいでしょう。これは使用料だけの問題じゃないですよ。 

○【門倉都市整備部長】 大変済みません、ちょっと時間がかかりましたけれども。申しわけありま

せん。ちょっと勉強不足でございます。使用料に関しまして、税の関係のほう、ちょっと研究させて

いただきたいと思います。申しわけございません。 

○【青木健委員】 ぜひ研究してみてください。駅ナカだって、当初税金が非常に安かったというの

を、石原知事の時代でしたっけ、これだって変えさせたという経過もあるんですから。ぜひ研究して

いただいて、私は取れるものは堂々と取ったらいいと思いますから、その辺はよろしくお願いいます。

以上です。 

○【高原幸雄委員】 管理運営について、運営体制ということで２番目に上がっているんですが、こ

れまで議会答弁では、最初から指定管理者への委託というのはしませんよというのが、議会でのこれ

までの長の答弁だったと思うんですね。そこで、今回初めて３年程度という期間が示されたわけです

けれども、ここの指定管理者制度への移行は望ましい形を検討しますということで、連絡会をつくる

ことになっていますよね。意見を聞いて。そうじゃないんですかね……（「最初から３年程度と言っ

ていた」と呼ぶ者あり）言ってたんだっけ、３年と。じゃ、それは答弁で。それで、この連絡会の構

成をどんなふうに考えているのかというのが質疑なんです。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 詳細については今後検討してまいりますけれども、学識経験者、

公募市民、商業団体、地域活性化を行っている団体など15人程度を考えております。この連絡会の役

割なんですけれども、連絡会の役割につきましては、先ほど申し上げた想定するメンバーで組織し、

旧国立駅舎の活用ですとか、あとは管理運営していく、いわゆる運営していく中で改善点があろうか
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と思います。その改善点等につきまして、提案または意見交換をするというような組織を、この連絡

会で考えてございます。 

○【高原幸雄委員】 だから、今言われたのは、この図の下のところの管理運営全般に関する意見を

いただくため、外部組織として旧国立駅舎運営連絡会（仮称）を設置しますということなんでしょう。

その構成団体は、今言ったように、まだこれから詰めていくということですか。今のところ、特定の、

特定というか、考えている団体はまだはっきりしていないということでいいんですか。 

○【関野国立駅周辺整備担当係長】 そのとおりでございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(5)旧国立駅舎の管理運営に関する検討状況についてを終わります。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時１１分休憩 

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

午後２時３３分再開 
○【関口博委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(6) （仮）矢川プラス兼複合公共施設の基本計画（案）について 

○【関口博委員長】 報告事項(6)（仮）矢川プラス兼複合公共施設の基本計画（案）についてに入

ります。 

 当局から報告を願います。富士見台地域まちづくり担当課長。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 それでは、報告事項(6)（仮）矢川プラス兼複合公共

施設の基本計画（案）について、建設環境委員会資料№41をもとに御報告をさせていただきます。 

 まず、本事業は、都営矢川北アパートの建てかえに伴い生じる約5,000平米の空地を活用し、保育

園及び児童館等機能を複合した施設を整備するものであります。また、本基本計画はエリア全体を指

す（仮称）矢川プラスと矢川複合公共施設について施設整備に入るための基本方針をまとめたもので

あり、保育園部分につきましては基本計画と別に本計画との整合性を図った上で策定をしてございま

す。 

 本基本計画の検討に当たりましては、これまで多くの市民の方からの御意見をいただき、平成31年

第１回定例会では施設案を２つまで絞り込んだ上で建設環境委員会に中間報告をさせていただいてお

ります。中間報告後、さらに市民ワークショップ、パブリックコメントを実施し、その意見を反映さ

せた上で庁内検討を重ね、このたび施設案を１つに絞り込み、基本計画案として報告をさせていただ

きました。 

 ２の計画コンセプトをごらんください。計画コンセプトでございますが、子供、高齢、にぎわいの

観点から、地域に元気を生み出すものであり、基本計画ではそれをさらに深掘りをしまして、「～矢

川プラスのあるくらし～まちなかの大きな家と庭」というコンセプトを示しました。これは目的がな

くてもふらりとこの場所に立ち寄れる場所、その場所を介して人と人とがつながり、敷地内だけでな

く周辺地域も巻き込んだにぎわいを生み出す拠点になってほしいという考えに基づいたコンセプトで

ございます。施設全体を地域の多世代が共有できる大きな家と庭になるように整備を進めてまいりま

す。 
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 １枚おめくりください。２ページ目には市民の皆さんからの御意見をもとに絞り込んだ計画案、そ

して、３ページ目には鳥瞰のイメージ図をお示ししてございます。まず、建物でございますが、２ペ

ージ目の計画図に沿って御説明を差し上げますと、保育園と複合施設の２つからこの敷地の中に建物

が建つことになっております。この２つの施設が一体感を持ったものとなるように、同じ円弧状のつ

くりとなっております。いずれも施設の外から見える印象も大事にしており、メーンとなるエントラ

ンスはメルカードの商店街のほうに向けてございますが、南武線側の保育園との間に屋外のデッキ広

場を設け、ここに保育園にお迎えにきた保護者や児童館で活動する子供たちがデッキを利用している

様子などが南武線の電車からも見えるようなつくりにしてございます。 

 そして、施設内でございますが、１階には児童館、そして、さまざまな活動で使用できる地域活動

ホールのほか、イベントやふだんの休憩でも使えるように広いホールとエントランスを配置し、２階

には子育てひろば、幼児教育センターを設け、事務室はそれぞれ１階と２階に設けてございます。ま

た、複合施設の利点を最大限発揮できるように、各部屋の空き時間や有効活用、そして、各機能をイ

ベント時に一体的に利用できるようなしつらえを意識して計画をしてございます。 

 空き室スペースの有効活用も非常にいろいろな御意見を頂戴しておりまして、例えば２階のホール

の吹き抜けには、これは中高生からの意見で非常に多かった自習用のカウンターデスクを設けておっ

たり、あるいは子育てひろばの吹き抜けのところには遊具を設けるなどの工夫もしてございます。屋

外広場につきましては、屋内との連動性を持たせ、さまざまな地域活動の発表の場としても使えるよ

うにし、広場側から２階テラスへ上がれる階段をつけ、広場の様子を２階からも眺めながら休憩でき

る計画にしてございます。施設のより詳細なしつらえ等は今後設計で詰めてまいりますが、誰もが利

用できるユニバーサルデザインにも十分に配慮をし、今後検討を詰めてまいります。 

 最後に、４ページ目をごらんください。今後の計画でございます。これまでの経過は省略をいたし

ますが、本議会後、基本計画を策定し、順次、基本設計、実施設計へと入り、これまでの計画どおり、

令和４年度、2022年度中の施設開設をめどに進めてまいります。 

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。青木委員。 

○【青木健委員】 どうも、御説明ありがとうございました。ちょっとお伺いしたいんですけれども、

２ページ目の平面図を見ると、これは一般来場者のパーキングというのはないの。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 中間報告でも第１回定例会の際に御報告を差し上げた

んですけれども、一般来場者用のパーキングはこの施設の中には設けておりません。ただし、イベン

ト時に使用できるような臨時荷さばきパーキングというところを割と広目にとっているのと、車椅子

の方が御使用できるようなパーキングを設けております。これは、なぜ一般向けのパーキングを設け

なかったかといいますと、いろいろと市民の方の御意見も聞く中で、ここに車で来て、車で帰ってい

ただくような施設にはしてほしくないという御意見がございました。また、この周辺には民間のパー

キングもございますので、そうしたところと連携をする中で、より限られた敷地を有効に活用してほ

しいと、そういった意見から一般車両用のパーキングは設けられていないところでございます。以上

です。 

○【青木健委員】 そういう考え方もあるでしょうけれども、両面あると思います。パーキングがあ

ることによって、この施設を利用しながら周辺でお買い物をするという方だっていられるはずです。

だから、そういう方については片側だけの考えで排除してしまっているわけですよ。一般のパーキン
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グを設けるべきじゃないかということを私は前も言ったと思うけれども、そう思っておりますので、

その辺については再度考えてもらえるとありがたいなということを申し上げさせてもらいたいと思い

ます。 

 それと、この建物、外観図で見るんですけれども、ガラス面を非常に多く使用されていますよね。

一面的には外光を取り入れたりなんか、非常に明るさというような問題でいいことだと思うんですけ

れども、これはヒートロスの多い建物ですよね。その分の光熱費というのかな、そういうコストがか

かると思いますけれども、それは織り込み済みという考えでよろしいんですよね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 委員御指摘のとおり、やはり建物を建てた後のランニ

ングコストというところは、今、十分に検討させていただいているところでございます。それと、パ

ース図の中では確かに外からの見ばえというか、そうしたところも意識しながらガラス面を多く指定

をしていますが、例えば２階の子育てひろば等、やはりプライバシーの問題、子供の安全面から、そ

こはガラスではなく、例えば少しすりガラス状にしたりとか、あるいは壁にしたりと、いろいろなこ

とが考えられると思いますが、今、御指摘いただいたようなヒートロスというところも十分に踏まえ

まして設計において検討していきたいと思っています。以上です。 

○【青木健委員】 そこで、できればこれはペアガラスを使うとか、そういうふうにすることによっ

てヒートロスについてもそれなりに抑えることもできると思いますが、その辺は今後、詳細設計の中

で検討してみてください。以上です。 

○【香西貴弘委員】 このネーミングのことを、まず最初にお聞きします。この矢川プラスは、いわ

ゆる保育園と、あと矢川複合公共施設を一緒にするから矢川プラスとなったという理解でよろしいん

でしょうか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 これは保育園と複合施設を一緒にしたという御理解で

はなくて、この施設をつくることによって、例えば使う方にとっても、地域にとっても、いろいろな

プラス要素を加えていきたいと、そういった成長していくような施設になってほしいという思いから

矢川プラスと、今、これはあくまで仮称でございます。以上です。 

○【香西貴弘委員】 今、青木委員からもちょっと言われていましたが、駐車場云々というよりは、

私はむしろ、この地域まで来て、そこでとめて、車からおろして、終わったらまた迎えに来るみたい

な、いわゆる駐停車というんですか、できるような場所というのは、例えば中に入ればいいんですよ

とか、そういったことは想定されているんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 今、委員から御指摘いただいた件ですけれども、地元

の周辺の方の御心配等もございますので、例えば雨の中御利用される方が施設の周辺で一旦駐停車を

されて施設に送り迎えをされる、当然考えられます。ただ、どこの場所でその逃げ道になるかどうか

については、今後また地元の方の御意見を丁寧に聞く中で決め込んでまいりたいと考えています。今

のところは、施設の中に車を乗り入れて、そこで駐停車というのは考えてございません。以上です。 

○【香西貴弘委員】 あと、この基本計画案等もずっと見ている中で、多分大丈夫なんだとは思うん

ですけれども、いわゆるここの高低差というんですか。実は、きのう私はこのあたりをずっと自転車

で回って、どういう地形になっているのかなと。要は、都営の方々、高齢者の方、また、どちらかと

いうと、さまざまな、最近はサ高住とかを含めて、あのあたりは北側のほうから高齢者の方が結構多

いのかなと。そういう中で、もし少しでも高さというか、高低差がそこら辺は解消されている、その

ようなつくりになるほうがよりいいのかなと。これを見る限りは全然高さのこととか何も書いていな
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いので。ただ、きのう見にいった限りではかなり平らに近いかなという、その点は大丈夫なのかなと

私は思ったんですけれども、そういうような配慮とか、何かそういうことが、ちょっと注意点として

あるとか、何かそういうようなことを考えられたことはありますでしょうか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 委員御指摘のとおり、実は、ここの敷地と、それから、

歩道の高さの中で最大で50センチから70センチ高低差がある場所はございます。ただ、これは計画の

際もそうですけれども、これから設計に入っていく中で、やはり歩道からバリアなく施設の中に入っ

ていけるように、そこは十分に検討してございます。例えば高いところを全部すき取って平らにして

いく、あるいはなだらかな動線をもって施設の中に入っていく、そこは十分に考えておりますので、

それは設計の中で詰めてまいります。以上です。 

○【香西貴弘委員】 あと、これは大前提なんですが、基本的にこの中にある複合公共施設というの

は、この地域は営利目的のための企業とか、そういったものは入らないということで、入れないとい

う考え方でよろしいんですよね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 この施設は、大前提としまして、東京都から無料で、

無償で土地をお借りしてつくるものでございますので、基本的に営利活動はできないという形になっ

ています。ただ、目の前にメルカードの商店街があったりということがございまして、この施設自体

は施設内だけでにぎわいを生み出すものではなく、そうした周辺の商店街を含めてにぎわいを生み出

すものですので、商店街で買ったものをその施設の中に持ち込んでいただいてゆっくり休憩していた

だくと、そんな視点の中で考えているところでございます。以上です。 

○【香西貴弘委員】 まず、この複合施設、保育園もそうですけれども、ここに人が集まり、にぎわ

いを持たせる、その後に、ある意味、商店街と連携しながら、今度は商売上というか、経済的な活動

がより活発になっていく。こういう中で、これは直接的には関係ないかもしれませんけれども、１つ

は、例えば郵便局のような、いわゆるお金ですよね。いろいろな金融機関というか、そういったもの

がこの地域にはないというようなことを聞いたりとか、あと交番が、たしかこのあたりは余りないと

いうか、ましてや人が集まってくることになるというようなこともあって、この地域が本当に変わっ

ていかなきゃいけないときが来るのかなということをいろいろな地域の方からの声も含めて考えたと

きに、そういったことがうまく連動していけばいいなとつくづく思っております。以上でございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(6)（仮）矢川プラス兼複合公共地域の基本計画（案）についてを終わります。 

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

 報告事項(7) 富士見台地域まちづくり協議会の設置について 

○【関口博委員長】 報告事項(7)富士見台地域まちづくり協議会の設置についてに入ります。 

 当局から報告を願います。富士見台地域まちづくり担当課長。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 それでは、報告事項(7)富士見台地域まちづくり協議

会の設置について、建設環境委員会資料№43をもとに御報告をさせていただきます。 

 市では平成30年２月に策定をいたしました国立市富士見台地域まちづくりビジョンを具現化し、超

高齢社会、人口減少社会において、誰もが安心して暮らし続けることができる魅力ある町を実現する

ため、平成30年度より３カ年の計画で、国立市富士見台地域重点まちづくり構想の策定に取り組んで

ございます。このたび、本構想を市民との協働の中で策定していくため、住民主体の協議会を設置す
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るため御報告をさせていただきました。 

 協議会では、これまでの市議会を含め、いただいたたくさんの御意見をもとに構想の内容について

意見交換を行うほか、行政としての考えもきちんと示した上で構想作成に向けた検討を行ってまいり

ます。また、富士見台のまちづくりは、これまでたくさんの市民の方にかかわっていただきながら進

めてまいりました。そのため、協議会が全てを決定するというものではなく、協議会みずからが広く

市民の声を聞く場となるオープン参加型の会議、富士見台ミーティングと称しましたが、こちらを主

催し、そこで出た意見をもとに構想案をまとめてまいりたいと考えてございます。 

 委員の構成でございますが、富士見台地域内の自治会や商店会に現在声がけを行っているほか、商

工会関係者、医療関係者、民生委員、学識経験者、それに公募市民を加えた20名程度で考えてござい

ます。医療関係者や民生委員につきましては、市の都市計画マスタープランにも示しております健康

医療福祉のまちづくりを推進していくという、そうした観点から委員に加えてございます。また、学

識経験者２名のうち１名につきましては、現在、市と共同で富士見台のまちづくりを研究している東

京大学の小泉秀樹教授にお願いする考えです。小泉教授は、これまで千葉県の柏市の豊四季台団地の

再生や日野市の多摩平団地の再生にかかわってこられた豊富な知見をお持ちのため、協議会全体のコ

ーディネートをお願いしたいと考えてございます。もうお一方の学識経験者の方につきましては、ま

ちづくりや都市計画分野に限定せず、広い視野で現在人選を行っているところでございます。また、

本構想はＵＲ都市機構の進める国立富士見台団地の再生計画ともかかわりが深く、市、住民、ＵＲ都

市機構の３者が足並みをそろえ進めていく必要がございます。そのため、本協議会につきましてはオ

ブザーバーとしてＵＲ都市機構にも参加いただきたいと考えてございます。 

 最後に協議会の予定でございますが、令和元年度、今年度から令和２年度、2020年度の２カ年で協

議会を８回、また、協議会が主催する富士見台ミーティングも８回程度を予定してございます。 

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。青木委員。 

○【青木健委員】 たびたび済みません。富士見台、今後の国立市の発展のために、ぜひこれはやら

なきゃならない事業であるということ、それについては理解をしておりますけれども、私がずっと言

っている消防署の誘致について、行政の考えもきちんと示す中でということで言われましたので、そ

の辺については、じゃ、議会からの声ということについても伝えていっていただけるということで理

解してよろしいですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 そのとおりでございます。 

○【青木健委員】 ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。当市の発展、そしてまた、

それと並んで安心・安全なまちづくりというのは大変重要なことでありますので、ぜひよろしくお願

いします。以上です。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(7)富士見台地域まちづくり協議会の設置についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

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

○【関口博委員長】 これをもって建設環境委員会を散会といたします。 

午後２時４７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１７日 

 

 

 

    建 設 環 境 委 員 長       関  口     博 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


