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  １．議  題 

(1) 陳情第32号 西福祉館の存続を求める陳情

(2) 第58号議案 旧国立駅舎条例案

(3) 第59号議案 国立市下水道事業の設置等に関する条例案

(4) 第61号議案 国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案

(5) 第60号議案 くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案

(6) 第67号議案 くにたち地域福祉館設置条例の一部を改正する条例案

(7) 第68号議案 国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の促進及び適正な

処分の確保に関する条例の一部を改正する条例案 

(8) 第70号議案 国立市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案

(9) 第71号議案 国立市特定公共物管理条例の一部を改正する条例案

(10) 第73号議案 国立市都市公園条例の一部を改正する条例案

(11) 第74号議案 流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案

(12) 第72号議案 国立市道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する

条例案 

(13) 第75号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案

(14) 第77号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案

（歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

(15) 第79号議案 令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案

２．報告事項 

(1) 市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定について

(2) 国立市都市景観形成基本計画の改訂状況について

(3) 国立駅南口における用地交換の検討に係る東日本旅客鉄道株式会社との協議状況につ

いて

(4) 矢川複合公共施設新築工事基本設計について
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審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

陳情第３２号 西福祉館の存続を求める陳情 １.１２.１３ 

不 採 択 

第５８号議案 旧国立駅舎条例案 

 

１.１２.１３ 

原 案 可 決  

第５９号議案 国立市下水道事業の設置等に関する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第６１号議案 国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第６０号議案 

 

くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第６７号議案 くにたち地域福祉館設置条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第６８号議案 国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の

促進及び適正な処分の確保に関する条例の一部を改正す

る条例案 

１.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７０号議案 国立市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７１号議案 国立市特定公共物管理条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７３号議案 国立市都市公園条例の一部を改正する条例案 

 

１.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７４号議案 流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７２号議案 国立市道における道路構造の技術的基準に関する条例の

一部を改正する条例案 

１.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７５号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案 １.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７７号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算(第５号）案 

（歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、

土木費） 

１.１２.１３ 

原 案 可 決  

第７９号議案 令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算 

（第２号）案 

１.１２.１３ 

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(1) 陳情第３２号 西福祉館の存続を求める陳情 

○【関口博委員長】 それでは議題に入ります。 

 陳情第32号西福祉館の存続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ありますが、これを受けることに御異議ありませんか。 

（「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します。趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【小倉康次陳情者】 おはようございます。西福祉館の存続を求める陳情者として、中１丁目に住

んでいる小倉と申します。貴重な時間をありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 このたび、国立第二小学校の校舎建てかえ問題に伴って、西福祉館が併設されるとの計画を出され

ております。私はその西福祉館について、地域のさまざまなイベントや集会、趣味の会等で使わせて

いただいている身近な施設だということで、本当に必要ではないかということを中心に陳情させてい

ただきます。 

 ＰＴＡや育成会、それから防災の会、福祉団体など、幅広い方々が日々寄り合い、御利用なさって

おられます。まちのオアシス的な寄り合い場所、気楽に立ち入れるということで署名もかなり集まっ

ております。また、署名も、私は立場上できないという方がいっぱいいらっしゃって、署名にはない

声もいっぱい聞いております。ですから、そういう方々のためにも、ぜひ地域の防災の拠点、それか

ら市の財産、それから私たちの身近な存在である寄り合い所、いつでも立ち寄れるいい雰囲気の住宅

街の場所にある、そういうことでお願いしたいということで陳情させていただきます。 

 それ以上のことは余りないんですが、福祉館をつくられたもともとの経緯からいって、地域の福祉

のために自由に使える市の財産という立場で、私たちはその場所をぜひ存続してほしい、経費削減と

か、そういうことにしないでほしいということで、さきの台風15号や19号のときに遠くへ避難された

方もいらっしゃると聞きます。そういうためにも、そういう場所があればいいのではないかと。すぐ

に入れる場所、ぜひそういう立場で存続をお願いしたいと思っております。以上です。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 おはようございます。陳情者におかれましては、市側の考えがまだまだこの地

域に住む多くの皆様に具体的に提示されていなく、情報が不足している中にもかかわらず、日ごろの

生活者の目線で、また地域のありようを考えながら、これまでの大切なコミュニティ空間である西福

祉館の今後について非常に気にかけていただいている、今回の陳情を出されたことと、そのような思

いから出されたことと推察いたします。西福祉館を擁する西地域に住む私にとっても、１人の地域の

利用の当事者として、事の大切さを肌身で感じているところでございます。まずは、地域目線、利用

者目線での問題提起に関しまして敬意を表したいと思っております。では、幾つか確認をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、西福祉館が今回の第二小学校改築と同時に移設されることについて、国立市側の述べている

理由、もしくは経緯などについては、陳情者はこれまで直接お聞きになったことはございますでしょ

うか。また、お聞きになられているのであれば、どのような内容であると御認識されていますでしょ
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うか。 

○【小倉康次陳情者】 第二小学校のマスタープランというのを、説明会に参加させていただいたと

きに、併設されると。それで併設後はどうなるのかということが書かれておりません。併設後はどう

なるんでしょうかということをこの場所で教えていただければ、それもいいと思いますけれども、ま

だ決まっていないならば残してほしい、そういう立場です。まだ決まっていないならばぜひ残してほ

しいと。併設されるならば、残してほしい。その地域に２つ別々の場所、ちょっと離れておりますの

で、別々の場所にあってもいいのではないだろうかと。それから、併設されるならば、併設後の形と

いうか、統合されてもとの場所がなくなるのではないだろうかという心配があります。そうではない

ようにしてほしいと。統合されてしまって、こちらはなくならないようにしてほしいという意味です。

以上です。 

○【香西貴弘委員】 あと２点、ちょっと質疑させていただきます。 

 まず１点、市側は同様な施設が近隣に２つ存在する、先ほども陳情者が言われておりましたが、２

つ存在することは基本認められないというふうに述べられております。例えば、そうであれば、条件

があろうかと思うんですが、ほかの機能を持った施設への転用であるとか、民間での活用などの観点

で、現在の西福祉館を生かしていく、残していくということがもしできるとすれば、そのようなこと

も陳情者としては御理解いただくことは可能なのでしょうか。 

○【小倉康次陳情者】 もちろん、民間活用という形でもいいと思いますけれども、民間活用すると、

大概は営利目的というのが中心になりますので、そういう意味では、福祉関係で営利目的というのは

うまくいくものなのかどうかという心配があります。 

 ですから、管理運営に対しての経費がどれほどかかるかわかりませんけれども、それを抑える手だ

て、例えば町会だとかボランティアだとか、そういう形で住民の方の協力も得ながら経費を削減でき

るような形で残せれば、ぜひそっちのほうで、市の財産として運営されたいというのが基本的な考え

です。民間活用してうまくいっている施設をあんまり見たことがありません。私、もともとも杉並区

に住んでおりましたけれども、ＰＦＩ方式というのを導入されたときに、本当に施設の管理が悪くな

って、掃除も行き届かないような施設がふえて、それから下請の会社が運営していたのですが、従業

員の給料もちゃんと払わないで逃げてしまったというような会社がありました。そういうことを知っ

ておりますので、そういう民間活用にならないようにされたほうがいいのではないかというふうに考

えております。以上です。 

○【香西貴弘委員】 もう一点だけ。新たな西福祉館、つまり移設後の西福祉館のありようについて

は、現段階でどのようなものとなるかはお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。 

○【小倉康次陳情者】 いえ、まだ全く聞いておりません。残してほしい希望だけで、いろいろ言っ

ております。よろしくお願いします。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 陳情を提出していただきまして本当にありがとうございます。これからの国立

の公共施設のあり方に対しての大きな一石を投じていただいたと、この陳情を大変大切に、大事に受

けとめております。その上で質疑させてください。 

 陳情代表者の小倉さんは、中にお住まいですけれども、やはり西にある福祉館を日ごろからお使い

なんでしょうか、伺います。 

○【小倉康次陳情者】 ここに傍聴に来られているギターサークルのかなでさんの練習を見学させて
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いただいたり、それから私の知り合いである町会の方がそこで資料の整理をなさっているときに立ち

寄って、その方と話し込んでいたり、いろいろ使わせていただいています。トイレをお借りしたり、

そういうことで立ち寄りやすくて、本当にロビーがあっていいなと考えております。以上です。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。場所はちょっと探しづらい場所だなと感じることもあ

りますけれども、入ってみると、ようこそという温かい感じがする行きやすいすてきな場所だなと、

私も常日ごろから思っております。今のお話から、中の方や富士見台の方も、よくこの館を利用して

いることがわかりました。今回、陳情を出されたこともよくわかりました。 

 次の質疑を幾つかさせてください。 

 先ほど香西委員からも、第二小学校の建てかえに併設される話、二小マスタープランの説明会に出

られたことはお聞きしましたが、この二小への福祉館の併設がだんだんわかってきたのは、この数カ

月というところなんでしょうか、十分に情報がお伝えしていない、いつ聞かされたという感じでしょ

うか、伺います。 

○【小倉康次陳情者】 マスタープラン自体が、説明会があるというのを聞いたのは、もう２カ月ぐ

らい前ではないでしょうか。マスタープランの立派な冊子があって、写真つき、イラストつきという

か、立派な冊子ができておりまして、その一角、北の一角、学校の敷地の北東方向の２階に複合施設

ができそうだというのが書いてありまして、あれ、これ、学校の中ではないかと。そうすると、学校

の中だと今みたいな西福祉館のセキュリティーではあり得ないだろうと。学校ですから、すごくシビ

アに学童を守ったりセキュリティーはしなきゃいけないんじゃないかと。そうすると、使い勝手は絶

対違うなという感じがまずありました。その範囲は、もとの西福祉館と比べようにはなりませんと思

います。 

○【小川宏美委員】 聞かされたのが２カ月ばかり前、かなり最近ですよね。そして驚かれて、特に

学校内に入るということで、学校のことを考えてセキュリティーも非常に大事だろうから、同時に併

設される福祉館がセキュリティーもきつくなるだろうと。これまでの自由な出入りなどがどうなるの

かを御心配されたことはよくわかりました。 

 次の質疑なんですけれども、今回の話というのは、私たち議会に説明を受けているのは、よく公共

施設の統廃合と言われるものの中で廃館にしていくパターンがかなり多いんですけれども、今回は単

なる廃館ではなく、第二小学校新設されるところへの併設という形にはなっていますが、それでもや

はり、繰り返しの質疑になって恐縮ですが、やはり西福祉館のこれまでの存続を望まれるということ

でしょうか。 

○【小倉康次陳情者】 これは、防災問題で、私も中の会のときに防災委員をやったんですが、国立

の防災備蓄という面では、非常に手薄ということを伺いました。それで備蓄倉庫も本当に少ないと。

それから、先日の台風15号、19号のときに、ある知人から、どこへ避難すればいいのかと聞かれたと

きに、あれ、この地域はどこだろうと。あなたの地域は、多分、公民館ぐらいじゃないかということ

で、多分、指定されている地域があるんだと思いますけれども、それを明確に僕自身がわからなかっ

たという意味で、本当に住宅地で身近なところで頑丈な建物があれば、それが要塞になって、そこに

備蓄もあるというふうになれば、もうそこでいいわけですから、余り統廃合して遠くになったり、ア

クセスが悪くなったりする場所でないほうがいい。それから、住民が管理していれば、その近くで鍵

を持ってあけられる。学校ならば、セキュリティーの会社が飛び出してあけるまでは待ってなきゃい

けない。そういうことではいかんのじゃないかというふうに思いました。それは、台風15号、19号の
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ときに、本当に心から思いました。以上です。 

○【小川宏美委員】 さきの台風の風水害のときのお話をしていただきました。地図上で見ますと、

二小と西福祉館というのは１区画というか、１ブロックなので、足の頑丈な私なんかから見ますと、

この数メートルを歩くことの大変さというのをかなり想像しておもんぱかるのみだったんですけれど

も、やはり高齢の方、しょうがいをお持ちの方もたくさんこれからもふえてまいります。そのような

ときに、１ブロックの遠さが非常に困難である、利用者にとって非常に不便であるというお考えでし

ょうか、伺います。 

○【小倉康次陳情者】 今の西福祉館から眺めると、第二小学校がほぼ見えるんです。それ自体は、

遠いのか近いのかということになると、僕も病気して背骨折ったりしていますので、結構大変です。

特に雨や風があったら、まず無理です。 

 今の場所は、本当に住宅地で、高齢の方がいっぱい住んでいらっしゃる一戸建てが多い地域なんで

すが、西福祉館ですね、そこからあの先まで歩くのか、300メートルか400メートルありますでしょう

か、二小まで。ですから、なぜ統合しなきゃいけないのか、経費削減のためだけだったら、やはりほ

かに経費の使いようがある、そういうこと言うと批判的になりますけれども、それをもう少し、何と

か工夫できないものだろうかということを優先していただきたいと。実際に歩いてみればわかると思

います。特に防災倉庫自体、訓練しているのはよく見かけますけれども、手押しのポンプを引っ張り

出して、結構なお年寄りの防災部長だとか委員がやっておりまして、あれを担いで遠くまで行くのか、

それとも併設された二小からこちらまで引っ張ってくるのか、それも容易なことじゃないと考えます。

近くにあったほうがいいなと。備蓄倉庫があったほうがいいなというふうに思います。以上です。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。最後の質疑になります。 

 西福祉館のこれからの使い方について、今お話しいただいた中にも御提案がありました。町会やボ

ランティアの参加によって、経費を抑える形で高齢者のデイサービスや備蓄倉庫、また保育施設、最

近非常に地域でも広がってきている子ども食堂など、場所が必要とされていることはあります。それ

らを地域で運営していく、あるいはその運営に企画などからかかわるようなおつもりというのはおあ

りでしょうか。そのところを伺わせてください。 

○【小倉康次陳情者】 私自身、やりたい気持ちはいっぱいあって、ボランティアはやりたいなと思

っているんですが、なかなか体が言うことを聞かなくて、実はここ２年ぐらいの間に何回も入院した

り背骨を折ったり肺を病んだりしておりまして、丈夫ではなくて、手伝いたい気持ちとそうではない

ところと、本当に今、逡巡しているところはあります。ぜひそうしたいと思っております。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございました。 

○【高原幸雄委員】 陳情大変お疲れさまです。今、２人の委員さんのほうからも出されておりまし

たが、陳情者に１つだけ確認しておきたいと思っているんですけれども、第二小学校に西福祉館が併

設されるということ、このことについては、今まで進んできた計画がそういう計画で知ったと、２カ

月前ですか、このことについては特に異論はない。しかし、今現在使われている西福祉館そのものを

存続してほしいと、こういうお考えでよろしいんでしょうか。 

○【小倉康次陳情者】 併設されて西福祉館は今までどおりの場所であれば、併設される第二小学校

のほうはより充実されていい施設になるだろうと、それは想像にかたくありません。本当に大事なこ

とですから、ぜひそうしていただきたいし、今の国立市の備蓄防災倉庫の不足からいったら、ぜひそ

れを充実していただきたいと。それから、今のところも残していただきたいと、そういうことです。 
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○【石塚陽一委員】 どうも陳情いただきありがとうございます。今、ほかの委員さんがいろいろ質

疑したので、私は１つだけお尋ねいたします。行政当局がいろいろ今までの話の中では、地域の皆様

に当館を、あるいは当館を御利用されている皆様方にも機会を捉えて説明をされたというようなお話

を聞いているんですけれども、例えば陳情者自身、あるいはお仲間でギターサークルのかなでさんの

方たちは、この状況についてのお話は受けたんでしょうか。 

○【小倉康次陳情者】 第二小学校の併設のマスタープランの説明だけです。西福祉館については、

なくなるとかなくならないとか、そういう説明は聞いておりません。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございます。そうすると、今、それが結局わからないということで、

今回のこの陳情を出されたということの認識でよろしいんですね。（「はい」と呼ぶ者あり）ありが

とうございます、いいです。 

○【関口博委員長】 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。 

 ここで、陳情第32号について署名が追加されておりますので、局長から報告いたします。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32号につきまして、その後賛成署名が64名追加され、外133名となりました。以上、御報告

申し上げます。 

○【関口博委員長】 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、当局に対して質疑を承ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 第二小学校の建てかえを検討する際のマスタープランが、今計画としては作成

されております。それに至る経過として、各町内会やそれから学校関係者、先生、子供含めて、そう

いう検討を進めてきたという経過があるんですけれども、西福祉館の利用者、あるいは館を運営して

いる、今は指定管理者になっていますか、こういう人たちを検討委員のメンバーに入れて議論してき

たということは実際今の陳情者の話を聞くと、そういうことでもないように聞き取れるんです。それ

は実際にはどうだったんでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 第二小学校のマスタープランの連絡協議会に関しましては、学校長、

それから教員、それから地域の自治会の推薦者ですね、それから育成会の推薦いただいた方、それか

ら地域のお住まいの乳幼児をお持ちの方、それから公募をいただいた西地域の方、こういった方々と、

それから行政のメンバーで協議を重ねてまいりました。 

 ですので、御質疑の利用者ですとか指定管理者の方がその中に含まれているかという御質疑に関し

ては、このマスタープランの検討委員会の中においてはございません。 

 ただ、マスタープランの検討委員会で報告をいただいて、マスタープランの案を作成していく中で、

西福祉館に関しては地域の方々に運営をしていただいております。実際にお話を、こういう形で報告

があって、市としてもこれからマスタープランをつくっていきたいんだけどということで、マスター

プラン連絡協議会の中でも、当然さまざまな御意見をいただく中で、西福祉館のあり方といいますか、

学校の中にコミュニティルームが欲しいですとか、地域の自治会、小地域の活動で使えるホール、こ

ういったものがあったらいいんじゃないかと。それから地域のつながりですとか他世代のつながり、

こいったものがあったらいいのではないかという御意見も、マスタープランの連絡協議会の中ではい
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ただいております。 

 その中で、事務局としては、先ほどもお話出ておりましたように、実際、西福祉館と第二小学校の

距離、これは200メートルを切るぐらいの近さであると思います。こういったところで、２つ併存し

ていくということは、ストックマネジメント上の考え方からも難しい。それから、より使いやすい施

設になっていくというところで、移転した上でやっていっていただきたいということをお話しさせて

いただいた上で、こういったような御意見もいただいております。 

 こういったようなところも含めまして、指定管理者の方々、地域の方々で運営していただいている

ところにお話をさせていただいて、それが４月ごろだったというふうに記憶していますけれども、そ

ういった中で、指定管理者の方々には御理解いただいて移転していくということで御協力もいただけ

るという旨のお話を伺ったところでございます。以上になります。 

○【高原幸雄委員】 今のお話、答弁ですと、いわゆる西福祉館を利用している利用者、あるいは管

理運営している指定管理者、こういう人たちの意見も聞いていると。 

 そのときに大事なこと、今論点になっているのは、併設に向けての御理解というのは、今、陳情者

からも話ありましたように、学校に併設されるということ自体は反対していない。ある意味、今後、

西福祉館をどうするのかということについては、やっぱりあのマスタープランの中にもちゃんとした

記述がないわけですよね。そのことを心配しているわけですよね。ぜひ存続してほしいというのは。

それについてはどういう御意見があるんですか。ないわけですね、結局は。 

○【古川資産活用担当課長】 先ほどもお話出ましたマスタープランの案の説明会、それからパブリ

ックコメントというのを実施しておりますけれども、これに関しては、地域の自治会の役員の方々に

実際チラシをお配りさせていただいて、今後説明会をさせていただきますと。パブリックコメントで

意見も募集しておりますと。そのチラシの中でも、集会施設、それから学童保育所の移転、それから

複合化についても含まれておりますので、ぜひ御意見をお寄せくださいということでアナウンスをさ

せていただいて、先ほど申し上げていましたように、自治会の方々にもお配りさせていただいており

ますし、連絡協議会だより、保護者に配っているお手紙もございますので、説明会をやるといった旨

のお話もさせていただいております。 

 その中で、移転していく、マスタープランの案の中では西福祉館は新たな第二小学校へ移転してい

くという旨の御説明もマスタープランの中に入っておりますので、そういったところで御説明させて

いただいたところでございます。 

○【高原幸雄委員】 ちょっと質疑に答えていないんですけど、移転することについての説明という

のは、十分、恐らく今答弁されたように理解を求めるという意味で住民の皆さんに説明されたのかな、

そういう感じは受けました。それはそれで、市の考えとしてそういうことを進めるということで、二

小の中に、ちゃんと計画の中に取り入れるということはいいんですけど、今、そうじゃなくて、先ほ

ど陳情者も十分に活用される、今後発展するというような言い方をしていますから、それはそれでい

いと思う。今ある現在の施設を、ぜひこれからも残して、地域で活用できるように、具体的にこれは

挙げていますよ。災害時の問題だとかいろんな問題で活用できるように、市民がそういう活動を行う

上での１つの拠点として活用できるようにしてほしいということですよ。だから、それに対する市の

考えというのは示されていないんじゃないですか、まだはっきりと。 

○【藤崎政策経営部長】 これ、移転後のお話でございます。これは一般質問でもかねてより御回答

申し上げていますけれども、大きなストックマネジメントの観点からいいますと、同じ集会機能で近
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くのところで併存というのはなかなか難しいということがございます。 

 一方で、全体のストックマネジメント、今後のさまざまな施設の更新等がございますので、そのス

トックマネジメントの中である程度財を生み出しながら進んでいく必要というのがまずございます。 

 そうした中で、今、私どもの中で残されたところが緊急的な行政需要がまずあるのかないのか、そ

れを確認した上で、もしもあるのであれば、そういった可能性もあるでしょうし、ないのであれば、

財を生み出すような形で、そういった形で考えていきたいといったところでございます。 

○【高原幸雄委員】 だから、緊急性というか、いわゆる存続してほしいというのは、今までの市民

の活動として地域として拠点になっていたそういうものは市民の財産だと言っているわけですから、

そういう意味では、やっぱり市は、市が考えているストックマネジメントというのは十分に市民の中

にこれが理解されているのかということにもかかわるんです。それは市の考えは考えとして、二小に、

今まであった西福祉館を併設して、今後、事業を行っていくということですけれども、しかし、緊急

性や、今、市民の皆さんが望んでいる現在ある西福祉館については存続を求めているわけであります

から、そういう意味では価値があるというふうに、私は考えるんです。ぜひこれは、あと討論でやり

ますけど、残してほしいというふうに思います。 

○【石塚陽一委員】 では、お尋ねしますけど、今、他の委員の質疑に対して、緊急性のある行政の

ニーズに応えるかどうかというお話出ましたけれども、これは問題、一番大事なのは、利用者、その

人たちの意思確認ですね。東福祉館もここで畳を入れかえたいとかふすまをきれいにしたいというこ

とで、土曜日に運営委員会が開かれました。そのときに、利用者からのアンケートに基づいて、まず

委員長さんから発表があったわけです。なぜかというと、そこを利用する人たち、恐らく地域の方で

あったとしても、全てが今までのアピールをしている、宣伝している中で行き届いていないと思うん

です。それを考えてあげなければ、やはりこういう問題が出てくると思うんです。今、例えば陳情者

の方から言われたことは、西福祉館と二小が二、三百メートルの距離、視界に入る届くところだとい

う話が出ました。しかし、高齢な方とか、あるいは病弱な方からすれば、その距離が果たして我々健

常者と同じような歩き方で行けるのかどうかという、使用の使い勝手、そういったところがすごく問

題だと思うんです。 

 今、一番肝心なのは、先ほど言ったように、利用者にも、例えばそういったものを全部、チラシで

もパンフレットでも配ったんですか、予備的な情報として、どうでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 利用者へのアナウンスかと思います。先ほど申し上げましたけれども、

説明会をやっていくという旨のアナウンス、これについては自治会にもお配りさせていただきました

というお話はさせていただきました。 

 その他も、チラシを、例えば北市民プラザですとか公共施設、幾つかに置いております。それから、

市報、ホームページも当然そうですけれども、連絡協議会に御参加いただいた委員さんですとか二小

の保護者についても、チラシをつくってお配りさせていただいたと、こういったところでアナウンス

をさせていただいたといった経緯がございます。以上になります。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございます。それは理解できるんですけれども、たまたま利用者の

中の１人である陳情者の小倉さんは中に住んでいるわけですね。西福祉館ですから、西の１、２、３

丁目あたりについては恐らくそういったＰＲがされていると思うんです。ですから、そういったケー

スの中から見ると、もしもそれが情報提供漏れということがあったんで、利用者の１人としては、そ

れはなくなっちゃ困るんだよということで、自分たちが一番そこが普段使いやすい、活動の場である
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わけですよね。そういったことは考えてさしあげなかったんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 実際に、今、西福祉館が話題の中心になっております。西福祉館にも、

当然、チラシ等は置かせていただいております。それから、北市民プラザ、南プラザ、駅前プラザ、

こういった駅前の施設にも置かせていただいていた。市報とホームページは、当然、告知はさせてい

ただいております。以上です。 

○【石塚陽一委員】 ありがとうございます。これ以上話しても水かけ論になってしまうのですけれ

ども、逆に、今、こういう陳情が出てくることによって、今我々が取り組まなきゃいけないというス

トックマネジメントで資産活用という問題が出てきます。これが後戻りができる状況にもあるんです

か、ないんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 ストックマネジメントの観点から言えば、総合管理計画で大きな目標

を３つ定めております。１つは、施設総量の削減、それから維持管理費を削減していくこと、西福祉

館というか、同じ機能を２つ持つということは維持管理費の増大にもつながります。ちょっとお時間

いただければお話しさせていただきますが、西福祉館、今、公共施設白書によれば、年間300万円ほ

どの維持管理費がかかっています。それから、平成27年に策定しました公共施設保全計画をもとにす

れば、改修も適時していかなければいけません。こういったところで、１回中規模改修というところ

で約4,300万円ほどかかります。そういった維持費も削減していかなければいけない、そういった命

題もございます。 

 それから、先ほど部長のほうからも御答弁させていただいた、財源を創出しながら今後施設の改廃

をしていく、改廃というか、更新をしていかなければいけない、こういったところがございますので、

まず大きな公共施設、第二小学校を建てかえるということで、この西福祉館を複合、集約していくと

いうことは、公共施設マネジメント上必要なことだというふうに考えております。以上になります。 

○【藤崎政策経営部長】 済みません、後戻りできるのかというところの御質疑でございましたけれ

ども、今回の設計というものが二小の建てかえというリミットのあるものと一緒にあわせて行ってお

りますので、なかなか後戻りというのは非常に難しい状況はございます。 

 ただ、そういったストックマネジメントの考え方であったりですとか、今回の、もうすぐ設計のた

たき台みたいなもの、基本設計が上がってきますので、より具体的な、目に見えてくるような形の資

料をもとにしまして、１月下旬ぐらいから改めて説明会とかそういったもの、また地域のほうに入っ

て少し説明を細かくやっていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○【石塚陽一委員】 最後にしますけど、御説明ありがとうございました。 

 要するに、例えばペーパーで書いて置いたから、あるいは市報に載せたからというだけで、市民全

員に周知されるとは限らないわけですね。ですから、その辺のところをもう少し丁寧に、少なくとも

現在の利用者に関しては最新の注意を払って、こういうふうな状況でこういうふうになりますよと、

安堵感を与えなきゃいけないわけです。ですから、行政側の立場は、わかります。しかし、利用する

市民の立場ということをもう一度考えていただければと思います。 

 あとは討論でさせていただきます。ありがとうございます。 

○【青木健委員】 それではお伺いしたいと思いますけど、場所の問題というのは、これは近くなる

方もいるし遠くなる方もいるわけで、どこに行っても、このことについては言えること、言われるこ

とであろうと思います。 

 そこで、場所的な問題でいったら、これはそれこそどこにあるかということについては自分の家の
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近くにほしいということ、ただそういうことになってしまいますので、そういう問題ではなくて、福

祉館として単館であるのと、それと今回二小の建てかえにあわせて学校内併設ということなんです。

併設されるということについて当局としては大きなメリットも見ているんだろうというふうに思いま

すから、それは何がメリットだというふうに考えられているんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 学校に併設することのメリットを御説明させていただきます。 

 まず、大きく地域全体として多世代、子供たち、今、学童保育所も一緒にというふうに考えており

ますけれども、多世代の交流する機会が向上する。今、西福祉館では、児童館も学童も含めて一緒に

活動する、そういった機会もあるようです。そういったもの、それから小学校での活動というところ

も含められるかもしれません。ですので、そういったいろんな世代で交流していくこと、その機会が

ふえるということ。それから、同じように、学童保育所ですとか西福祉館の活用されていない時間等

も使いまして、例えば子育てサークルですとか子育て広場というようなものをやっていく、そういっ

たことによって子育ち機会の環境の向上、それからいろんな方々が西福祉館、新しい西福祉館で顔見

知りですとかお知り合いになることで、圏域といいますか、地域全体での見守りですとか安全の向上

というところにも、地域全体としてはつながっていくというふうに考えております。 

 また、個別の施設としましても、駐車場を学校施設で敷地が広いですから、駐車場の数を確保する

ことができる、そういったところで、先ほどもお話出ました足といいますか、そこまで行く手段を多

様に確保できるのではないかというふうに考えています。 

 また、今西福祉館、エレベーターなくて２階への移動等大変だと思いますけれども、新しい施設は

当然のことのようにエレベーターがつきます。そういったところで施設の内部も使いやすい形になる

と思っております。それから、建って40年ぐらいたっている西福祉館を新しくすることによって現代

的な使いやすさの施設になってくる、こういうふうな効果があるというふうに思っております。 

 あとは、先ほど施設マネジメントの関係の利点も申し上げましたけれども、現時点で西福祉館の利

用率というのは、公共施設白書をもとにすると19％程度にとどまっております。こういった新しい施

設で移って使いやすくなる、行きやすくなるということによって利用率の向上、こういったところも

望めているのかなというふうに考えております。以上になります。 

○【青木健委員】 ありがとうございます。併設されることによって、それも新しいものということ

で、古い建物にはないいろんな施設が付加されると、機能が付加されるということについてはわかり

ました。 

 そこで、西福祉館の存続を求める陳情へのお願いということで、これは陳情者からいただいている

んですけど、そちらのお手元にはあるのかな、どうなんだろう。ないですか。この中で、要は、陳情

者が求めていることの中で、自由にとか申し込みなしで、それからぶらりと立ち入れる、それからト

イレ休憩だとか、そのぐらいと。自由に気軽に入れるというようなことで言われているわけです。こ

れは運用の問題になってきますけど、新たな二小の中に併設される場所においては、こういうことを

するというのは不可能なんでしょうか。私は、出入り口や何かを別にすれば十分可能な対応ではない

かなと。あとは、指定管理者ですから、指定管理される、受けられる方々の考えもあるでしょう。し

かし、別にこれが不可能になるというふうには考えないんですけど、いかがでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 これから設計を詳細に詰めていくことになりますので、まだ確定的な

ところではございませんけれども、委員おっしゃられましたように、基本的には施設の入り口は別に

なるというふうに考えております。マスタープランでもお示しをさせていただいておりますけれども、
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子供たち、学校の昇降口というのは敷地の真ん中あたりにできる予定になっておりまして、複合施設

の出入り口というのは北側、北東側に、別の場所にできることになります。ですので、セキュリティ

ー上、きちんと入り口ですとか動線が分けられる形になりますので、運用も当然学校側の運用と違う

形になってきます。 

 ですので、ぶらりと今の西福祉館と同様に立ち寄ったり、そこで談話をしに行ったり、それからト

イレに行くということも当然そうですし、あとは、ピロティーとかエントランス、こういったところ

も活用して、今まで以上に大きな集まりとか、そういったこともできていく、より使いやすくなるは

ずだと。この辺のところも、今後、先ほど部長の御答弁にもありましたけれども、利用されている

方々、管理されている方々の意見を聞きながら、より使いやすいものにしていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○【青木健委員】 ありがとうございます。それと、先ほど指定管理者についてちょっと話が出てい

ましたけど、たしか、遠藤議員だったかな、一般質問でやられた中で、指定管理者からの反対はなか

ったように、私、記憶しているんですけど、その辺はいかがなんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 先ほど４月にお話ししにまいりましたということでお話しさせていた

だきました。 

 その中で、移転ということもそうですけれども、今の西福祉館を廃止するということに関しても御

理解をいただいているというふうに思っております。そこで、移転すること、廃止していくことに関

して協力していくよという旨の御意見もいただいております。その後、都合、今までに３回ほど、さ

らに指定管理者の方々、地域の方々にお話をさせていただいて、新しい施設のことですとか意見交換

をさせていただいているといった状況になっております。以上です。 

○【青木健委員】 ありがとうございました。そうしますと、最後にしたいと思います。現行の西福

祉館、築40年以上たっているということなんですけど、耐震とかそういう問題はどうなんですか。 

 それから、建物自体のメンテナンス、これには、存続させたとしたら、かなりの資本投下していか

なきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますけど、その辺はいかがなんでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 今の西福祉館は、耐震については安全な状況でございます。ただ、先

ほど申し上げましたように、公共施設保全計画上では中規模改修が少なくとも１回以上、もしかした

ら２回になるかもしれないですが、予定をされています。ですので、金額としても、先ほど１回当た

り、その計画では4,000万以上かかるような予定になっております。以上です。 

○【青木健委員】 ありがとうございました。 

○【藤田貴裕委員】 まず、陳情者にとっては情報の公開の話と今のような西福祉館を引き続き使え

るのかという、ここが非常に大きなところなのかなというふうに思っています。 

 今、他の委員の質疑でありましたとおり、私は身近に使えないと困るかなというふうに考えている

んです。できれば、鍵があいていて自由にトイレ行って、あるいは自由に人々が集えるというような、

今まで西福祉館はそうだったのかな、従前のとおり使えるのがいいんだろうとは思いますけれども、

市の意思としてはどうなんですか。そういう可能性はありますというような答弁でしたけど、市とし

てはどうしたいんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 運用についてはこれから決めていくことになりますけれども、同じよ

うに使える、同じようにぶらっと立ち寄る、こういうふうな形でやっていく、そういうつもりでおり

ます。以上です。 
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○【藤田貴裕委員】 わかりました。新しく国立第二小学校につくられる新しい西福祉館というのは、

今の福祉館に比べて、床面積とか、その辺のことはどうなんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 これも今設計を進めている段階ですので確定的なことは申し上げられ

ませんけれども、今と同等程度、今より使いやすくしたいというふうに考えております。 

○【藤田貴裕委員】 今より同等程度で、エレベーターがつくということですよね。結構福祉館なん

かで楽器ですとかやられている方がいらっしゃると思いますけれども、音は出せるんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 学校に併設する利点の１つとして、学校施設も活用できる、そういっ

た可能性があるかというふうに考えております。これは、学校長や教育委員会とも話していく中で今

後運用を決めていかなければいけないと思っていますけれども、あくまで可能性の１つということで

捉えていただければと思います。例えば学校の特別教室、普通教室はさすがに難しさがあると思いま

すけれども、音楽室ですとか家庭科室、それからランチルーム、こういったようなところ、いわゆる

特別教室全般です。こういったところを学校が使っていない時間、セキュリティーをきちんと確保し

た上で、子供たちのプライバシーもそうですが、その上で地域の方にさらに西福祉館に加えて使って

いただく、こういうことも検討していきたいというふうに考えております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。新しい西福祉館自体はどうなんですか。音は出せるんですか。 

○【古川資産活用担当課長】 これも、設計を進めていきながら検討することになるかと思いますけ

れども、今の使い方、どういう使い方をされているかといったことも当然踏まえて、今後、建設をし

ていくことになりますので、今音を出す活動をされているということであれば、そういったことも加

味して設計を進めていきたいというふうに考えております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 あと、陳情項目の中に、防災倉庫の話が出ていますけども、この防災倉庫のあ

り方、国立第二小学校でどういうふうになるのか、あるいは今まであった西福祉館の防災倉庫はどう

なるのか、ちょっとそこを教えてください。 

○【古川資産活用担当課長】 防災倉庫につきましては、西福祉館の建物の扱いと少し考え方を異に

しているかというふうに考えております。 

 西福祉館に置いてあります防災倉庫、これは自主防災組織の倉庫になるかと思っています。ですの

で、地域の方々が自主的に防災に関する機材を置いて、自主的な活動のために置いていただいている

という状況にあるかと思いますので、これはお話をさせていただきながら、二小に移っていくのがい

いのか、それとも今の場所がいいのか、それとも別に適地があるのかといったことは、事細かに地域

の方々とお話をしながら決めていきたいというふうに考えております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 今後の話し合いということになるんですか。結構今後の話し合いというのは多

いと思うんです。新しい西福祉館も、今どきの生活スタイルだと、きっと洋式な部屋取りになるのか

なという気はするんです。中地域防災センターなんか見ていると、畳のところにも机と椅子が入った

りするんですけど、避難所ということを考えると、結構畳というのは便利かなということもあったり、

結構いろんな考え方がこれから出てくると思いますので、その辺はしっかり市民の方と、この館を使

う方と丁寧に協議をする必要があるのかなというふうに思いますので、ぜひ丁寧にやっていただきた

いということを強く言っておきます。 

 私も、この陳情を審査する前に、市の方が説明したいというから、ぜひ説明していただきたいとい

うことで来ていただいたんですけど、てっきり二小の建てかえの検討委員会の中で、市民委員だとか

自治会だとか育成会推薦の人が出ている中で、実はこういう意見があるんですよと。陳情はこういう
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ふうに書いてあるけども、こういう意見があるんですよというふうに説明していただけるのかなと思

っていたんです。そうしたら、そうじゃなくて、公共施設保全計画出して、市の考え方はこれから

20％床面積削減するんですよと、最初からそう言われて、私、びっくりしたんです。私、市の意見は、

いろんな計画読んでいますから知っています。市民が何を言っているのか聞きたかったんです。 

 とにかく、この二小の建てかえでは、私も傍聴したかったけど傍聴できずに、本当にその人の言っ

ている意見というのは聞けないわけですから、何らかの形で人づてに聞くしかないですから、そうい

う面では、私、その対応の仕方については憤りを感じましたので、もしも市民にこういうふうなこと

をやっているとしたら、なかなか理解を得るのは難しくなっちゃいます。これから公共施設を再編す

るときに、こういう陳情はこれからも出てきます。非常に丁寧にやっていただきたいなというふうに

思いますけれども、今後、どういうふうに市民に丁寧にやるのか教えてください。 

○【古川資産活用担当課長】 おっしゃるように、今後、御指摘いただきましたように、丁寧に市民

の方に御意見を伺いながら進めていきたいというふうに感じております。 

○【香西貴弘委員】 陳情者の心配事として、先ほど他の委員からの質疑の中でも回答はあったのか

もしれませんが、学校施設との兼ね合いでセキュリティーの問題や使い勝手の問題というのが提起さ

れていると思います。イメージとして、学校イコール囲まれていて、そこは不審者が入ってもらって

は困るということで、そこをがちっとセキュリティーする。つまり、敷地内にあるというイメージだ

と思うんですけれども、むしろ市が実際思われているのは、そこの一角を削って、この角っこに、複

合化されたとはいえ、ここにいわゆる福祉館機能、コミュニティ機能としての施設があるというほう

が、多分、そういうイメージのほうが正しいんじゃないかなというふうに思うんですが、敷地内とい

うふうになると、すごいセキュリティーということをイメージしてしまうんですけれども、私が今言

ったことのイメージでよろしいでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 学校教育の現場と、それから地域で使っていただく方々の部分、ここ

はセキュリティーはしっかり分けなければいけないと思っております。 

 ですので、敷地内にあるんですけれども、セキュリティー上はきちんと分けられる。それから、先

ほど申し上げた時間帯によっての使い方も変わってくると思いますので、きちんと分ける。その上で、

可変性のある形、こういったものをやっていかなければいけないというふうに考えております。以上

です。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。あと、転用、もしくは利活用する場合の条件について、先ほど

ちょっと触れられていたと思うんですけれども、部長、もう一度ちょっと教えていただけますか。 

○【藤崎政策経営部長】 １つ、現行の西福祉館があるといったことの中で、そこの中で、先ほど私、

申し上げたのは、緊急に、要は行政課題があって、それを解決する必要があった場合に、それを活用

するか否かというのが、まずステップとして検討すると。その次に、それがないということであれば、

財を生むような形で考えていきたいといったところですので、さまざまいろんな要素というものを全

庁的に検討する中で、あるのかないのか、それをちゃんと確認をしてから次のステップに進むという

形のお話でございました。以上です。 

○【香西貴弘委員】 いずれにしても、残すにしても、利を生まなければいけない、財を生まなけれ

ばいけないというのが、１つ、条件としてはあるんでしょうか。ということでしょうか。 

○【藤崎政策経営部長】 今後の、これも先ほどちらっと申し上げましたけれども、ストックマネジ

メントでさまざまな施設が老朽化をしていき、更新の時期を迎えてまいります。そうした中で、スト
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ックマネジメントの中でも生み出していきたいというのが基本原則の考え方でございますので、それ

はそういう方向で考えていきたいというところでございます。 

○【香西貴弘委員】 私は、陳情者と同じように、私も６月の第二小学校の改築マスタープラン案の

住民説明会に参加しておりまして、その前から一応私は知ってはおりましたが、参加者がどのような

反応をされるのかなというのを、むしろ気にかけておりました。 

 その中で、新しい学校施設はこうなる、またそこに複合施設として西福祉館が移設する、前向きな、

バラ色の話というのは結構、確かに聞けたなというふうに思います。 

 しかし、え、西福祉館、今のあそこからなくなるのという、純粋に、今までなれ親しんでいたとこ

ろが、ここがなくなるのかというのは、またちょっと、人によって確かに地域的には遠くなるなとか、

そういう感じられる方というのは、確かにいるんじゃないかなと。そういった反応が出ていたという

ことは、私もそこでキャッチをいたしました。 

 その中で、９月で一般質問を実はさせていただきましたが、その中で、今部長が言われていた、そ

のような趣旨も承知はいたしました。そのときに、一般質問のときの回答の中で、できれば、たしか

11月中には、ワークショップというか、広く、少しでも多くの人の意見を聞く、そういう場を設けて

いきたいというような趣旨も、私はお尋ねして聞いた覚えがございます。 

 また、課長とも一応やりとりをさせていただきながら、いつになるんですかということで、諸事情、

12月、どうかなというような話もされていました。しかし、残念ながら、来年１月になると。さまざ

ま諸事情はあるというのはわかるんですけれども、今回、その間にさまざまな臆測やうわさ、またさ

まざまな誤った認識も含めてですけども、広がり、地域の方々への不安のほうが徐々に広まってしま

っているということは、正直あるんじゃないかなというふうに思います。 

 ただ、その中で、だからどうこうということではありませんが、むしろ本当に大切な原点に帰るべ

きだというふうに思います。それは何なのかというと、まさに人口ボーナス時代から人口オーナスの

時代に入っていく中での公共施設の再編、改築という、これは簡単なことじゃなくて、撤退戦という

のは、本当に大変な労力が必要だ。また、きめ細やかな対応が必要だということではないかなと。ま

さに、その第一歩が、この問題ではないか。もし本当にこれまで、2017年３月に国立市として次の50

年の将来を見据えて心血を注いでつくっていただいた、つくられた国立市公共施設等総合管理計画で

すよね。心血注いでつくられましたよね。これを、今後の財政的な人口減少、プラス今後の施設を改

築していかなければならない、老朽化していきますから、それに対する危機感があるわけですよね。

危機感から生まれてきた。結果、９億円ぐらいですか、たしか毎年、平準化すれば足りなくなるとい

うのは、たしかきのう、黒澤課長、言われていたような気がしますけれども、９億円が足りなくなる

ということです。であるがゆえに、延べ床面積を初め、さまざまなところで、またどう財源を出して

いくのか。極端なことを言うと、今のところ、西福祉館を更地にして、そこを活用して…… 

○【関口博委員長】 香西委員、質疑につながりますか。 

○【香西貴弘委員】 はい。利を生むか、もしくはそれを次への財源にしていくということになるの

ではないかというふうに思うんですが、そういったこともあるわけですよね。 

 こういった意識、またそこから出てきた目標を、やっぱり広く語りかける、御理解をいただくとい

うことが、どうも後々になっているんじゃないかな。もしくは、足りないんじゃないかなと。現に、

今回の陳情に関して、そういった文言、また意見があるけれども、実は現場としてはこうなんだみた

いなことではなくて、利用者目線のみでの御指摘だと思うんです。それは重要ですけれども、その点
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について、私は、市当局の立場として、やはりもっとわかりやすく市民の皆様に、正面向かって説明

をする場というのを設けていかなきゃいけないんじゃないかなと。そういう場は、今後つくられるん

でしょうか。いま一度お聞きします。 

○【古川資産活用担当課長】 今回の説明会がおくれてしまったこと、またその間のアナウンスが足

りなかったこと、これは御指摘いただいて、正直しみる、感じるところです。 

 今後につきまして、先ほど１月にということで部長のほうからもお話をさせていただきましたが、

これは必ず約束をさせていただきたいと思います。 

 その上で、できる限り回数を重ねて、移転についてのお話もそうですけれども、どういう西福祉館

にしていったら一番いいのかということを皆さんでお話しいただく場ですとか、あとはそもそも学校

に複合するということはこういうことなんだというものを実感していただくようなこと、そういった

こともやっていかなければいけないというふうに感じております。 

 その中で、今御指摘をいただきました市の全体の置かれている状況、ストックマネジメントの状況、

こういったものもあわせてアナウンス、お話をさせていただく中で、皆様に御理解をいただいていく。

こういった取り組みを、今後進めていきたいというふうに考えております。 

 ここでさまざまな意見があると思いますので、そういった意見もいただきたいというふうに思いま

す。以上になります。 

○【香西貴弘委員】 最後に。今後は正しく縮むこと、これが難しいことだと思うんですが、それは、

いわゆる将来世代への責任の共有と痛みを共有していく、まさに遠くなる、これは痛みだと思います。

でも、実際、そういうこともお願いせざるを得ない。そこに正面に向かっていかなきゃいけないんじ

ゃないですかということを、私は声を大にして訴えたいなというふうに思った次第でございます。 

 いずれにしましても、市長、本当にこの計画というのはやっていくんですよね。大切な計画ですよ

ね。お願いできますでしょうか。 

○【永見市長】 前々から、私、言っておりますけれど、ストックマネジメントはどうしてもやらな

ければいけない。しかしながら、ストックマネジメントで集約をしていく。ところが、集約される施

設というのは、建てられてから40年、50年の歴史を重みを持っておりますし、40年間の各種政策、例

えば防災であれば500メートルのところに１カ所ずつ防災センターをつくって、貯水槽をつくってと

いう、当時の防災の考え方、被害を軽減して生命と財産を守っていくためには、こういう形で配置す

ることが望ましいんだという政策の集大成です。 

 それから、福祉館であれば、当時は、まだ子供たちが多かった時代に地域福祉の拠点をつくってい

く。それが今、高齢者、しょうがいしゃに変わってきているわけですけれども、その40年間の福祉の

政策の集約として今あると。ところが、時代環境が、これから50年考えると、そのままでは行き切れ

ない。当然、防災の質も福祉の質も、それからストックのあり方も変わっていくから、新しい政策を

そこに生み出しながら、地域をどうつくり上げていくかという構想図をつくりながらストックマネジ

メントはやり終えていく。その中の結果としては、面積と財の問題も合わせて生み出していくと。 

 ですから、政策の再編がストックマネジメントであると。結果として財と施設数、面積の削減、そ

して時代に合った新しい形の公共施設政策の配置であると。これは、とりわけコミュニティーに直結

する部分ですから、私からも住民の方々の十分御理解を得ながら進めていくということを指示させて

いただいて、今後も進めさせていただきたいと思っております。 

○【小川宏美委員】 この西福祉館の稼動率なんですけども、先ほど19％と伺いました。20％程度だ
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と思うんですけれども、陳情代表者の方から今回いただきました資料の中には、11月の非常にたくさ

んの利用者がいることを具体的に教えてもいただいたんです。他の施設と比べて、この20％程度の稼

働率というのは本当に低いんでしょうか。伺います。 

○【三澤まちの振興課長】 西福祉館は、19％というと利用率でいくと低い部類になるかもしれない

んですが、部屋の数が多ければ結果的に利用率が下がる。例えば１部屋しかない施設は必然的に利用

率が高くなるということは考えられますので、そういった意味では、利用者の人数も１万2,000人と、

ほかの福祉館に比べても遜色のない利用者数でございますので、十分利用されているものだというふ

うに考えております。以上です。 

○【小川宏美委員】 ですから、説明のときに、非常に低いんですという感じの説明をされると、実

際に利用者の方からいただいた資料を見ますと、本当にどちらが正しいのかなと思えば、今伺いまし

て、わかりました。１万2,000人ということは、他の施設と比べて稼働率は低くないということがわ

かりました。そして…… 

○【関口博委員長】 今、担当課長が手を挙げていますけど、どうしますか。いいですか。資産活用

担当課長。 

○【古川資産活用担当課長】 人数としてはたくさん使っておりますが、余裕が、20％の利用率であ

りますけれども、その分ほかの部屋がいっぱいある分、余裕がいっぱいあるというような認識をして

いただければと思います。 

○【小川宏美委員】 それはわかります、余裕がいっぱいあるということは。市長、ちょっと待って

ください。 

 今回のこの件、西福祉館の利用者は、例えば利用状況を今伺いました。利用のあり方をさらに伺い

たいんですけれども、どの範囲からどのような方々が使っているか、ちょっと説明していただけます

か。わかりますか。 

○【三澤まちの振興課長】 利用の範囲ですが、西の地域にございますので、西１丁目、２丁目、３

丁目、そのほか、先ほど陳情者の方は中地域ということがありましたけれども、あの中地域からも御

利用いただいている、西の地域以外からも御利用はいただいているという現状はございます。以上で

す。 

○【小川宏美委員】 はい、わかりました。西と中と、きょうの陳情者のお一人である富士見台のほ

うからも利用があるということですよね。 

 そして、今回の件なんですけども、指定管理者をしている方からは二小への併設、協力もしていく

ということを聞いていると伺ったんですけれども、市としては、指定管理をしてくださっている方々

に、施設の利用者に説明をどうしているか、してくださいねということはこれまで働きかけているん

でしょうか。きょうは、利用者のお一人が説明が不十分だということの陳情なんですけれども、その

辺はいかがですか。 

○【古川資産活用担当課長】 繰り返しになりますけれども、説明会をマスタープランの段階でさせ

ていただいておりました。今回、皆様から御指摘をいただきまして、今後、利用者の方も含めた説明

会になるのか、ワークショップになるのか、まだちょっとわかりませんけれども、そういった機会は

できる限り数多くやっていきたいというふうに考えているところです。以上です。 

○【小川宏美委員】 これからということですね、わかりました。 

 あと、先ほどもおっしゃったんですが、今後、西福祉館が緊急的な行政需要、ニーズがあるかどう
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か、これはどうやって調べていくおつもりでしょうか。 

○【藤崎政策経営部長】 その時点での、こちら、全庁に、例えば売り地が出たときにそこの用地を

使いますかみたいな形というのは、庁内で意向調査をしまして、それを集約をする中である、なしと

いう形を決めているといったプロセスがあるんですけれども、今回の場合も同様に意向調査をかけて

確認をしていくといった形になろうかと思います。 

○【小川宏美委員】 行政内部でするということですか。まずするんですね。私も、説明を今回受け

たときに、行政からヒアリングしたときですけれども、既に二小の併設後、西福祉館の土地は、財を

生み出すために売却していく方向にあると、私、聞いたんですけれども、それは決定なんでしょうか。

私はそれを聞いたんですけれども。 

○【藤崎政策経営部長】 先ほどから申し上げていますとおり、まず緊急的な行政課題として使う必

要があるかないかというのを、まず１つ確認をした上で、ストックマネジメントで財を生み出す形、

それは貸すのか売るのかといった形を検討していきたいと。それで、庁内で確定をしていきたいとい

う話でございます。 

○【小川宏美委員】 また説明を受けたときに今も感じたことなんですけれども、先ほど藤田委員が

言ったように、今回併設される可能性のある福祉館の話、陳情についての説明のときに、がーっと、

ストックマネジメントの９億円を生み出さなきゃいけない話、これからどのように財政が大変になる

か、ばーっとお話になるわけですね。そうすると、本当に西福祉館の問題をどう考えているのかなと

非常に疑問に思ってしまった、感情的にも含めて、藤田委員と同じ感情を持ちました。 

 今回の話は、今後、非常に他の地域への影響や波紋も大きいと考えます。特に福祉館のあり方です。

北福祉館、東の福祉館、これは公共施設の統廃合の観点からは、今、どのような計画にあるんでしょ

うか。 

○【古川資産活用担当課長】 それぞれの施設、個別のことについては、今現在、決まったところは

ございません。以上になります。 

○【小川宏美委員】 はい、わかりました。今回の件に関しては西福祉館の問題であるということで

すね。他のことはまだ決まっていないということはわかりました。 

 そして、これから超高齢少子化社会に、まさに入っているわけなんですけれども、公共施設のあり

方というのが非常に問われていくと思います。歩けていけるところにまちのオアシスとして公共的な

場が点在しているのが、私はいいと思います。今回は200メートルにすぎないという御答弁もありま

したけれども、やはり点在している、そんなまちのあり方がいいと思いますが、そのことに関してお

考えをお聞かせください。ストックマネジメントの観点からじゃなく。 

○【古川資産活用担当課長】 点在しているほうがいいという施設もあると思います。ただ、今回の

場合に関しては、二小に施設が移る、そして新しくなる。学校自体は、地域の方、恐らくどこにある

かというのは皆さん御存じだと思います。そういった意味で、ランドマーク的な場所に移るというこ

とになります。 

 ですので、そこへ移るということが、点在のお話ではありますけれども、移っていくということが

点在の話を超えて、より皆様に使っていただける、利用しやすくなる、そういう形になっていくだろ

うというふうに考えます。以上です。 

○【関口博委員長】 よろしいですか。ここで休憩といたします。 

午前１１時１４分休憩 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時３０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。 

 質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。小川委員。 

○【小川宏美委員】 今回、この西福祉館の存続を求める陳情に対してどう考えるか、私なりにかな

り悩みました。これまで公共施設マネジメントを行政として丁寧に進めてきたことも見てまいりまし

たし、自治体として非常に苦労していること、全体のこれからの行政運営のことを考えてどう位置づ

けるかに力を注いできたことも見てまいりました。 

 そしてまた、この公共施設等総合管理計画、ストックマネジメントの段階で市民にアンケートをと

ると、大方の方が公共施設の見直しは必要であるという回答をなさいます。が、各論に入ると、統廃

合を持ち出した瞬間に、今回のような、聞いていないという、非常に感情的な意味からも陳情が市民

感情として当然ながら出されてくるというところに、総論は賛成、各論反対というところになります。 

 そこで考えるのは、総論であるストックマネジメントというもの自体が本当に市民の皆さんに理解

されているのかということです。行政状況や次世代を考えたときに、公共施設の見直しが必要だとす

るのがコンセプトであって、行政の目指すところであることはわかります。しかしながら、具体的に

西福祉館が閉鎖されるという、廃館になるという具体的な内容でもって、どこまで住民利用者に向き

合ってきたのか、話してきたのかというと、やはり理解はまだまだされていないということも現実で

す。今回よくわかったことです。 

 また、西福祉館の存続を願うというのが、市民の、住民のエゴなのか、迷惑施設をつくってくれる

な、あるいはこの施設を残してくれというのは住民エゴなのかと考えると、私はそうは思わないこと

も、今回の陳情の御答弁からも、陳情代表者の趣旨説明も含めて、こちらの質疑に対するお答えも含

めてよくわかりました。 

 このように、これからも今回のことが端緒となって、この公共施設マネジメントに関する住民のそ

れぞれのお考えというのは、これからも議会を巻き込んでいくのだと思います。そして、今回の、先

ほど市長がおっしゃいました、地域をこれからどうやってつくっていくのかというのがテーマだとい

うことですよね。私は、今回の陳情ですけれども、つくづく生活の一部が奪われてしまうのではない

かと感じることへの共感を持ちました。だからこそ、市長がおっしゃるような、今このような陳情が

出たときこそ、地域をどのようにつくっていくのかということを陳情提出者の皆さんとまさに話し合

っていくときだと思いますし、説明も利用者に関しては来年の１月になるというふうに聞きました。

このときこそ、このような陳情に沿ったお声はこれから出ていくことも鑑みますと、やはり私は、こ

の陳情は採択していって次に生かしていくべきものと考えます。以上です。 

○【高原幸雄委員】 この陳情の西福祉館の存続を求める陳情については、採択の立場で意見を申し

上げます。 

 先ほど、当局に対する質疑をさせていただきましたけれども、これまでの経過を見ると、やはりス

トックマネジメントの具体化として二小の建てかえ問題、二小自体の建てかえについてはかなり検討

委員会をつくってプラン作成が行われたという経過はわかりますし、その際の西福祉館の併設という

問題の議論が、やっぱり現在、西福祉館を利用している利用者や、あるいは指定管理者の意見が十分

に反映されるということが不十分だと。十分にというより。ということを感じました。 

 先ほど部長も答弁しておりましたけれども、緊急性や、そういう必要性が今後の西福祉館のあり方
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について議論する際には、要するに廃止にするのかどうかということも検討するというようなことも

含んでの答弁だったのかなというふうに思います。これは今後、国立市の公共施設のストックマネジ

メント全体の計画から見ても、こうした市民の意見というのは至るところで起きる可能性があるとい

う点では、しっかり、やはり市民の皆さんに計画の全容と、それから福祉館、西福祉館の果たしてき

た役割も十分に理解してもらうということとあわせて、今後どうするかという計画についてもしっか

り説明する必要があるだろうし、そのことは、先ほどの答弁では、市の財政からのアタックだけがか

なり強調されたというふうに私は受け取りました。しかし、これまで市民が地域でいろんな社会活動

なり住民活動をやってきた、その拠点としての館がなくなっていくということについては、仮に西福

祉館が二小に併設されるということだけではなくて、こういう現在の場所に存続してほしいという声

も生まれてくるんだなということが当然推測できたわけで、そういう意味では、この陳情が言ってい

るように、地域のかけがえのない市民の財産だというふうな考えも十分に理解できます。そういう点

で市のほうも、この陳情については十分に受けとめてほしいということを申し上げて討論といたしま

す。 

○【石塚陽一委員】 では、簡潔に意見、取り扱いを述べさせていただきます。 

 私は、この陳情を受けて、私なりにさらなる手法を模索いたしましたが、具現化しなければならな

い時期にきているということ、そして将来を担う子供たちの学びの場である学校との抱き合わせのた

めに、今回、この計画を押し進めようとする行政のさらなる地域市民の皆さんの御理解と御協力を得

る努力を期待して、地域に誇れるすばらしい施設をつくっていただけることを願い、この陳情は、残

念ながらストックマネジメント施策を考慮して不採択といたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、会派として不採択の立場で討論したいと思います。 

 まず、説明不足ということと、説明する方は、市民の思いをいっぱい聞いて受けとめて、それを反

すうする力がないと、こういう問題はうまくいきません。ストックマネジメントだけ前面に出たら何

だという話になるのは当然です。 

 その一方で、西児童館って残るんですよね。ストックマネジメントをやっても西児童館は残るんで

すよね。説明の仕方をちゃんとやったほうがいいと思います。新しい西福祉館については、セキュリ

ティーは万全にやってもらいたいなと思います。地域の人は自由に入れるもので、自由に国立二小に

入られると、それはどうかなという心配の声は当然あると思いますので、セキュリティー対策はしっ

かりとやる必要があると思います。 

 その一方で、ソーシャルインクルージョン教育をするんだったら、地域の力はなくては無理です。

税金じゃ、スマイリースタッフの方をふやそうだとかあれこれふやそうとしたら無理ですから。「み

んなの学校」を見ましたら、地域の人は自由に入っていました。実際、当時の校長先生の話も聞いた

ことありましたけれども、入って、そして授業も見ているみたいですね。授業を隠すんだったら学校

じゃないじゃないかと、そういう話を聞きました。非常に地域の人に支えられながらみんなの学校が

できているんだなと考えると、セキュリティーはセキュリティーで確かにそうなんでしょうけども、

この複合化を機に、地域と一緒になってソーシャルインクルージョン教育を進めていくという姿勢も

あったほうがいいのかなというふうに私は思っております。 

 それと、二小の防災訓練なんかで、検討委員会の人と顔を合わせます。そのときに言われたことは、

西福祉館なくなるって市は言っているよという話、私も聞いています。先ほど陳情者の中で、立場上

署名できないという話がありましたけれども、何となく私はわかるなというふうに思いました。私、
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実際聞いていますから、そういう話。 

 そして、そのほかにも、ついでだから意見を言っておきますけど、防災のことでも相当心配してい

ただきました。特に今の防災倉庫というのは鍵がかかっていますから、何かあったときに鍵を持って

いる人がいなかったら開きません。せっかくホースがあったり立ち上がりがあって、水道管にくっつ

ければ水を出せるようなシステムですけど、そういうのがあっても鍵がないとだめじゃないかと。せ

っかくだから、二小建てかえにホースと立ち上がりをつけて、鍵がなくてもちゃんと大規模災害が起

きたとき、初期消火というか、初期消火というと変ですけども、可搬ポンプを出して火を消せるよう

な防災施設をつくってほしい、そういう意見を言いましたというふうに私は聞いていますので、せっ

かくですから、この場をかりて言いたいと思います。 

 それともう１個、避難されるような時代になっていると思いますけれども、畳であっても椅子と机

を買っていただければ、それは普通にこうやって座ってやっていただけると思います。例えば北市民

プラザなんかでも、わらべうたであそぼうとかあります。床にちゃんと引いています。畳だったら、

あんなことをやる必要ないです。絵本の読み聞かせをするときだって、椅子に座ってやるよりか、親

子が一緒になって畳で本の読み聞かせをしたほうがいいです。 

 そういうこともありますから、畳といったら、いかにも腰に悪いとかあると思います。だけども、

こういうふうに畳の上に椅子もちゃんと置けるわけですから、中地域防災センターはちゃんとやって

いますから。じゅうたんとかいろいろ方法はあると思いますから、平時のときは畳というのはちょっ

と厄介ですけど、何かあると、私はいいのかなと思いますので、その辺も十分検討していただきたい

と思います。 

 それだけ意見を言って、残念なあれですけども、不採択にします。 

○【青木健委員】 それでは、私も不採択の立場から討論させてもらいたいと思います。先ほど質疑

をさせていただきまして、指定管理を受けられている方たちからも反対はないということであります。

新しくできる施設につきましても、今の構想でいくんであるならば、非常に現行の施設にはないよう

な設備が整っていて、使い勝手もよく、新しいものでありますから、きれいですばらしいものができ

るんだろうというふうに思います。 

 場所的にも、現行の場所よりわずかな移動なんです。ということは、これが移動したことによって

近くなる、遠くなるということについては、それは本当に現行の館の直近の方についてはあるんだろ

うとは思います。しかし、それは、逆に言うと、新しくできるところの直近の方については近くなっ

てうれしいということが言えると思いますので、場所的なことでいい、悪いということが判断をする

ということについては、今回についてはちょっと違うんじゃないかなというような気もしております。 

 いずれにしましても、今回の新たなものを伺っていると、多分、ウイン・ウインの関係なのではな

いかなというふうに思うんです。ただし、そういうふうに思ってもらえないということにおいては、

これは行政の努力不足ということもどうしても指摘せざるを得ない点だろうというふうに思います。

非常にいいものが新たにできるわけです。これは、自信を持って行政としても説明をしていただき、

先ほどほかの委員から出ておりましたけど、どうしてもストックマネジメントで話に入ってしまうと、

難しいです。今の施設にないこういうものを付加して、そして今の施設以上に利用しやすい、今の施

設同様に誰もが自由に出入りできる、そういうものにしていくんだというようなことであるならば、

こういう陳情は多分出てこないんだろうというふうに私は想像します。 

 そういう意味からも、今後、より丁寧な説明をしていただく、チラシ等を置いたからといって、そ
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れは説明ではないと。これは我々もよく言われていることですけど、ではないんだということを、お

互いさま、これは思いながら今後の丁寧な説明をしていただくということをお願いをさせていただい

て、不採択の討論にさせていただきます。 

○【香西貴弘委員】 会派公明党を代表いたしまして、不採択の立場で意見をさせていただきます。 

 先ほどのやりとりの中で、まず学校単位での施設を集約していく複合化のメリット等をわかりやす

く説明していただきました。また、移動後の福祉館の延べ床面積はさほど大きくは変わらない、また

内容的にも、より使い勝手のよいものにしていくことができる、その点はまだこれから、より具体的

なことはこれからではありますが、そこは約束していただいたというふうに思っております。 

 また、陳情者の心配事として言われていた学校施設との兼ね合いでということで、やはりそこの点

が一般的には確かにそのように思われるのだと思います。その点も、十分現状のものとほぼ同じよう

な形で使い勝手のよいものができる、アクセスしやすくなる、その点は十分実現できるということも

確認をすることができました。 

 また、西福祉館の運営経費が、このまま残しておいても非常にかかる。総合管理計画における次へ

の財に充てることができないままでは、持続可能な中での経営というのは非常に難しくなるのではな

いかということでも理解を示します。 

 いずれにいたしましても、大きな目で見た場合に、将来世代への責任の共有、また痛みの共有、そ

して正しく縮むことを、まさに今、この国立市も、本気になって、また利用者の立場プラス全体的な

立場をあわせ持って話し合っていくことが必要ではないかというふうに思います。 

 １月に説明会を持たれるということだと思います。現段階において、西福祉館の現在地での存続を

求めるということを採択したならば、これから行われる議論そのものが無になるとも言えると思いま

す。より自由な、まだ形をがちっとはめない状態でやはり意見を聞くということが重要ではないかと

思います。 

 最後に、意見として、先ほど自主防災倉庫の話がございました。これは、三和会自主防災倉庫でご

ざいます。やはりこの三和会という地域において防災倉庫があるということは意味があるということ

であります。これが二小に移るということになると、そこの地域の防災倉庫とは何ぞやという根本的

な問題が出てくるのではないかと思います。そういう意味においては、この点は別扱いで、やはりき

ちっと配慮していただきたい。この点は、強く申し上げておきたいというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、バランスだと思います。バランス感覚、また１月に多くの市民のさまざ

まな方に現状、また市の考え、そのことをしっかりと御説明いただいて、少しでも御理解が進むよう

に、どうかその点をいま一度お願いして、不採択の意見を述べさせていただきます。以上でございま

す。 

○【関口博委員長】 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） 

 挙手少数。よって、本陳情は不採択と決しました。 

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

 議題(2) 第５８号議案 旧国立駅舎条例案 

○【関口博委員長】 第58号議案旧国立駅舎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。 
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○【門倉都市整備部長】 それでは、第58号議案旧国立駅舎条例案について補足説明を申し上げます。 

 本条例案は、旧国立駅舎の歴史的価値を後世に伝え、まちの回遊性の向上及び魅力あるまちづくり

の推進に寄与することを目的として、旧国立駅舎を設置するため、条例を制定するものでございます。 

 第１条は設置の目的で、ただいま申し上げましたとおりの内容になってございます。 

 第２条は設置の位置を規定しております。 

 第３条は旧国立駅舎で行う事業を定めております。にぎわいの創出、憩いの場合の提供、まちの魅

力等の情報発信、歴史及び文化財の展示等、文化芸術の普及、その他市長が適当と認めるものを規定

しておるものでございます。 

 第４条は、旧国立駅舎に置く施設を定めております。広間、まち案内所、展示室、屋外スペースを

定めております。 

 第５条では指定管理者による管理ができる規定を設けており、第６条から第７条までは指定管理者

が管理を行う際の業務内容や権限を定めております。 

 第８条は休館日を定めております。休館日はいわゆる年末年始のみでございます。 

 第９条は開館時間を定めております。平日と休日、広間とそれ以外の２つの部屋の開館時間につい

て、別表第１に規定してございます。広間につきましては、平日は午前７時から午後10時まで、休日

は午前９時から午後の10時まで。まち案内所及び展示室につきましては、平日午前10時から午後７時

まで。休日は、午前９時から午後７時までを開館時間としております。 

 第10条と第11条は、施設の使用申請、承認について定めております。 

 第12条から第15条までは、施設の使用料等を定めております。使用料につきましては、使用料・手

数料の見直しに関する基本方針に基づきまして算出し、別表第２に規定してございます。なお、本施

設を利用する目的が非営利目的である場合については無料と規定しているところでございます。 

 第16条は承認の取り消し、第17条使用権の譲渡の禁止、第18条は使用者の現状回復の義務、第19条

は使用者の損害賠償義務、第20条は広告類の掲示禁止を規定しているものでございます。 

 第21条は委任の規定でございます。 

 最後に、付則でございますが、第１項は、本条例の施行日でございます。開設予定日の令和２年４

月４日土曜日から施行するとしておるところでございます。 

 第２項は、条例施行日の前におきましても、準備行為として使用の申請等ができることとしており

ます。 

 なお、補足資料といたしまして、建設環境委員会資料№92、旧国立駅舎条例施行規則案の概要につ

いてを提出しております。以上が補足説明でございます。御審査のほどよろしく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。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 済みません、質疑します。まず、営利、非営利に分けていると思いますけれど

も、どこまでが営利なのか、どこからが営利なのかよくわからないんですけど。例えば、若い世代が

いろんなアンテナショップ的なものをやってみたいとか、屋外スペースでやってみたいだとか、その

辺も営利になるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 営利、非営利という分けにつきましては、主目的がどちらかによろ

うかなというようなところで分けております。 

 例えば物品の販売、あとは企業等による販売促進活動、そういった、ただ単なるものを販売して、

例えばワークショップ等によって材料費だけをもらうというようなことについては営利には当たらな
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いで非営利ですとか、そういった幾つかの分けがあるんですけれども、基本的には、もうけ、営利を

目的とする場合は営利目的、いわゆる収益を目的としたものというのが営利目的というように考えて

いるところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 例えば、くにたちマルシェといったらどっちになるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 くにたちマルシェにつきましては、市の主催事業ということ、目的

がいわゆる農業振興というようなこともありまして、営利を目的としたものではないということから

非営利目的というように当たるというように考えております。 

○【藤田貴裕委員】 そうすると、物品の販売があっても、例えばさっきアンテナショップのほうで

言いましたけど、企業支援だとか若手のアイデアを試す場所にするとか、そういう場合は、市が絡ま

ないと営利になって市が絡むと非営利になるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 市の施策として、若手で活動しているこれからの方を、どういった

形で、例えば旧国立駅舎を使って皆さんに見てもらうとか感じてもらうとか、そこから大きく羽ばた

いていただくというような市の施策があれば、非営利というような形になろうかと思います。ただ単

に、若いからというような形で、例えば民間事業者さんがそういう目的をもって旧国立駅舎を使って

お金を取るというようなことがあった場合については、営利目的になるのかなということもあります。 

 実際、こういったときはどうか、こういった場合はどうかというさまざまな、明確に分けられるも

のであれば問題ないんですけれども、これはどちらかなというようなことも結構あろうかと思います。

そこら辺につきましては、開設後にきちんと、いわゆる規約ですとかマニュアル、ガイドライン、そ

ういったものをつくりまして、日々の積み重ねにおいて、こういったときは非営利だな、こういった

ときは営利だなということで、開設後、進めていきたいなというように感じております。 

○【藤田貴裕委員】 じゃ、まだこの条例ではそこまでは線は引いていないけど、今後、４月４日ま

でに出てくる、そういうふうに考えていいですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 そうですね。条例におきまして別表第２、備考の第５項ですね、こ

ちら、「営利目的とは、物品販売、入場料徴収、商業宣伝その他これらに類する行為を行うことによ

り、利益を得ることを目的とすることをいう」ということで、一応条例上は規定はしておるんですけ

れども、先ほど申し上げましたとおり、これから詳細については詰めていくというような形になろう

かと思います。 

○【藤田貴裕委員】 はい、わかりました。 

 第４条で、いろいろと置く施設を書いてありますけれども、これ仮にみんな人気で、予約待ちだっ

た場合、予約しない人は憩える場所というのはあるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 殺到して憩える場所がないのかどうかというようなことだろうかと

思います……（「予約で埋まったという意味です」と発言する者あり）予約で埋まってあろうかと思

います。実際に、事前に申請をいただくときに、申請があったからすぐに承認して、その日に例えば

イベントを開催するというような考えではなくて、ある程度事前にお話を、企画をいただいて、市の

職員、あとは主催者団体の方でちょっと協議をさせていただく場を設けようというように考えてござ

います。 

 その協議の中で、余りにも毎日広間においてずっと使っているよというようなことがあれば、当然

旧国立駅舎の目的といたしまして、憩いの場、あとは待ち合わせの場として活用するということもご

ざいますので、そのあたりは調整をしながら、この日にずらしていただけないかといったような御相
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談ですとかお願い、こういったことはさせていただきたいなというようには考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 基本的に、この場所を借りる人は誰でも入っていいですよという形で場所を借

りるということで考えていいですか。うちらの団体以外はだめですよと、そういう使い方は想定して

いないということでいいんですね。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 どういう団体がだめかという…… 

○【藤田貴裕委員】 基本的に、使うというのは、どうぞ誰でも参加してください、あるいは休憩し

たい人はどうぞという形で部屋を使うと考えていいんですね。うちの団体が使っているから、ちょっ

と来ないでくださいとか、そういう使い方は、この条例には考えられていないんですね。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 広間の使い方といたしましては、この広間の形状としましては、い

わゆる会議室みたいな形で閉じるものではございません。基本的に扉をあけてオープンな形でお使い

いただくということを想定しております。この団体が使っている、じゃ、全く一切広間に入れないか

というようなことはございませんので、例えば広間でイベントを開催する際には、必ず動線を確保す

ることを考えてございます。 

 ですので、例えばベンチで座っていただくとか、そういったことは、イベントの内容にもよるんで

すけれども、できるのかなというように考えてございます。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。 

 それと、第15条の第３項の「指定管理者は」のところです。「利用料金を定めたときは、直ちに公

表するとともに」のくだりですけども、指定管理者が料金変更するということはあるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 指定管理者制度に移行した場合ということなんですけれども、こち

らにも書いてありますとおり、指定管理者は利用料金を定めたときは掲示しなければならないという

ことが書いてあります。ただ、利用料金を、行政が今定めている使用料というものがあろうかと思う

んですけれども、使用料の範囲内で利用料金を定めることができるというように条例で定めておりま

す。ですので、使用料があります、利用料金がありますということで、指定管理者のほうは、市と協

議をしまして、利用料金を使用料の範囲内で定めることができるというような、こちらは規定でござ

います。 

○【藤田貴裕委員】 使用料というのはよくわからないんですけど、それは何ですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 使用料というのは、先ほど申し上げましたように、広間ですとか、

あとは展示室、こういった部屋を市民の――市民の方だけではないんですけれども、そういった方た

ちが、営利目的で借りたときに支払う対価である使用料、そちらのことを申し上げています。 

○【藤田貴裕委員】 その使用料の範囲内で利用料を決めるというのは当然のことだと思うんですけ

ど。ちょっと答弁してください。わかりやすく答弁してもらっていいですか。 

 この条例で、別表第２で、条例の中で使用料を決めるわけじゃないですか。指定管理者が勝手に変

えるということはあるのかという。ちょっとわかりやすく答弁してください。 

○【黒澤政策経営課長】 指定管理者制度を導入した場合の話ですけれども、利用料金制度という制

度をとる場合がございます。その際には、指定管理者が料金を決めるんですけれども、これは私ども

が設定したのは、条例提案している額がその上限になりますから、それ以上の額を設定することはで

きないといったことでございます。 

○【青木健委員】 それでは、ちょっと何点かお伺いしたいと思うんですが、第３条の事業です。６

項目ほど出ておりますけど、まちのにぎわいの創出、人々の憩いの場、またまちの魅力等の情報発信、
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歴史及び文化財に関する資料の展示、文化芸術の普及――文化芸術の普及というのはちょっとどうい

う分野になるか私はわからないんですけど、第２号、第３号、第４号については十分できることでは

ないかなというふうに思います。 

 ただし、問題なのは、それがどうやったら第１号のまちのにぎわいにつながるかということなんで

す。ここでただ書いてあってもお題目だけになってしまうわけで、それではまちのにぎわいの創出に

関することというのは、行政としては具体的にどういうことを考えられているのか。それでここに持

っているのか御説明いただきたいと思います。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちらのまちのにぎわいの創出につきましては、旧国立駅舎にござ

います展示室、あとは広間等を使いました、いわゆる展示室であれば定期的な常設展です。あとは、

常設展だけではない企画展、あとは広間等におけるイベント、こちらのイベントも市が主催する場合

もありましょうし、市民の方、または企業の方々がイベントを開催するということもあろうかと思い

ます。その結果、にぎわいの創出につながるというようなことを考えてございます。 

○【青木健委員】 今の御説明ですと、復原された旧駅舎、そのポイント限定のように聞こえるんで

すけど、まちのにぎわいですよね。まちの全体じゃないんですか。今の御説明ですと、イベントや何

かにおいて、そのポイントだけ。ということは、逆で言うと、今以上に周辺の商店街には人が流れな

くなる。直近にある商業施設ですか、そこにしか人が流れないような、そういう感じもするんですけ

ど、その辺のお考えというのはいかがでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 失礼いたしました。イベントですとか展示ということが、ちょっと

御説明が不足していたかと思うんですけれども、例えばイベントとしても、旧国立駅舎の中だけのイ

ベントというよりも、いわゆる回遊性をもたらすイベント、あとは展示においても、そこの旧国立駅

舎の中で展示をして、じゃ、そこで終わりかというよりも、その展示を見て、各市内全域を回っても

らうというような仕組みをつくることによって回遊性が生まれるのではないかというように感じてご

ざいます。 

○【青木健委員】 回遊性の話になりますが、これと離れてくるんでやりませんけど、道路の問題だ

ったりとか交通網の問題だったりとか、さまざまな問題点がありますので、それは課長のところだけ

でできることじゃないですから、十分に庁内で御検討いただきたいということは申し上げておきます。 

 それと、駐輪の対策ってどうされるんですか。自転車の利便性って、ぱっと行ってその場所に、短

時間であればちょっと置ける、買い物の時間置けるとかというのは利便性なんです。それは離れたと

ころの駐輪場に持っていってとめてくださいといってもなかなか難しいと思うんですけど、その辺の

ことはどうお考えでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 今、委員さんおっしゃるとおり、旧国立駅舎の周りには、周りとい

うか旧国立駅舎には駐輪場を設けるスペースというものがございません。ただし、周辺におきまして

国立駅南第１自転車駐車場がございます。そちらのほうにとめてお越しいただくというような対応を

するとともに、この施設には駐輪場がございませんということで、公共交通、または歩いて来ていた

だきたいというようなことを丁寧に周知していきたいというように感じております。 

○【青木健委員】 そうなってくると、これは利用者のマナーの問題になってくるわけなんですけど、

正直、そこに依存しているとトラブルが起こるということが考えられるのではないかと。放置自転車

の撤去にしても、よく言われるのは、何の権限があってやるんだ、持っていかれるほうにしては。そ

ういうことがあるわけです。 
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 そうすると、ここに勤められるというか、そういう方が、ここにとめないでくださいということが

言えるのかどうか。言ったとして、それが新たなトラブルの火種になるんじゃないかというようなこ

とも考えられます。周知徹底と言われますけど、利用者のモラルに依存していたらうまくいかないと

思います。かといって、では、その裏に外観的に見えないようにして駐輪スペースを設けるといった

ら、これは通勤、通学される方が必ずとめていってしまうということになると思いますので、非常に

難しい問題であると思います。今後、検討していただきたいと思いますけど、どうでしょうか。 

○【門倉都市整備部長】 施設をつくると、どうしてもそこに車だとか自転車で御来場いただく方、

いらっしゃると思うんです。旧国立駅舎が設置される場所が、駅の本当の前ということがございまし

て、駅前の放置自転車の対応ですとかそういったところも、最近は随分減りましたけど、その辺のと

ころに自転車が置いてあることで人の動線に邪魔になったりだとか、そこにぶつかることによっての

危険性だとか、いろんなことがあろうかと思います。利用されるときには自転車の駐輪場がございま

せんのでといったところのインフォメーションを十分させていただくともに、もしそこに来られた方

については、申しわけありませんが、あちらのほうに自転車の駐輪場ございますのでということで御

案内を差し上げたりだとか、その辺のところは徹底させていただきたいなというふうに思います。 

 開館といいましょうか、開業の当時は、自転車でちょっと行ってみて、そこに置いて、中に入って

みてと、いらっしゃるだろうなというように思いますけど、その辺のところは少し時間がかかるかも

しれないですけども、徐々に、その利用の方法については浸透させて十分安全な形で利用していただ

ければなというふうに考えているところでございます。以上です。 

○【青木健委員】 そういう御尽力、お願いをする以外ないのかなということを思いますけども、車

の場合は、とめればそれは駐禁とられるよね、反則、罰金もあるし、行政処分の点数も出てくるわけ

ですから、やらないですよ。ただ、自転車の場合はそれがないですから、平気で多分とめてしまう方

だっていらっしゃると思う。自転車全体を見る中で、非常にマナーを守って交通道徳も守りながら乗

られている方もいらっしゃいますし、そうじゃない方もいっぱいいる。これは何も自転車だけに言え

るわけじゃないですけど、歩行者だって自転車レーンを平気で歩いている人もいるわけですから、自

転車だけに言えることじゃないですけど、ただ、そういうことにおけるトラブルの種だけはできるだ

け摘むようにしていただきたいということはお願いをしておきます。 

 それと、営利、非営利というような分け方をされているわけなんです。営利、非営利については、

今後、先ほどの藤田委員の質疑でもありましたように、まだまだ検討する余地があるのかなというこ

とも思うわけなんですけど、政治的メッセージを含む団体ですとか、そういうメッセージを発信する

ような活用の仕方ということについてはどうなんでしょうか。 

○【中村法務担当課長】 政治的表現と公物管理権ということで、法務担当のほうから御答弁させて

いただきます。 

 こちら、条例のほうで使用の不承認事由ということで２つ定められております。政治的な行為、表

現になりますけれども、そういった場合には、こういった事由の中でも表現の自由との関係で限定的

に解釈されることになるのではないかと考えてはおります。 

 ただ、全くもって政治的表現ということになりますと、こちらの設置目的ですか、公の施設の設置

目的に合致しないということになりますので、こちらの内容が認められるのは、公の施設の設置目的

に合致する中で、その使命を十分達成させるような形のものとなりますので、純粋な政治的表現であ

れば設置目的の観点からは不承認ということになるのかなというふうに思います。 
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○【青木健委員】 法的にはそうなんでしょうね。非常に法律の表現なので、難しいというふうに思

いますけど。 

 ただ、端的にというか、簡単に言うなら、例えば永見市政に賛成とか永見市政に反対とか、そんな

メッセージは出ないですよ。私が賛成している、反対しているということではないですよ。そんな単

純なメッセージ、わかりやすいメッセージの発信の仕方はしないですよ。市民まつりにおいてもパレ

ードにおいて、多分に政治的なメッセージを含むような横断幕を掲げたりなんかしている団体もいる

わけです。そういう活用の仕方について、行政としてはどのように考えているのか。これは非常に表

現の自由と相まって難しい問題になってくると思います。 

 また、あえて申し上げるならば、一般の業界団体だったりとか市民団体の顔をしていても、それが

政党の支部であるようなものもあるわけなので、それらの利用についてどのように規制をされるのか。

政治的なメッセージを発信するということにおいてはできないわけですから、どのように規制、ある

いはストップをかけられるのか、その点だけお答えください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 メッセージというか、基本的には事前の申請がある前の、いわゆる

事前相談ですね、事前相談でまず１回、どういったものかというのがわかるかなと思います。 

 ただ、申請いただいた内容によって、じゃ、これは適切じゃないから不承認しますということを判

断するということにつきましては、地方自治法等の関係もございますので、なかなか難しいのかなと

いうところでございます。 

 ただ、いわゆる政治活動じゃなくて、そういった活動におきまして、例えば何か爆破予告があって

市民の方が非常に安全を確保できないですとか、そういう本当に明確な事柄がわかったときには、不

承認、または使用の停止ということも考えられるかなというようなことがございます。 

 ただ、実際に承認の申請をしてきて、もし、偽ってなのかもしれないですけど、申請をしてきた場

合におきましても、その内容を見て、承認をするのか不承認をするのかということについては、個別

に判断というようなことになろうかと思います。 

○【青木健委員】 非常に極端な例を、お互いさま出しているのかなという気もしますけど、爆破予

告があったらこれは、爆破予告があったけど、みんなで楽しく使いましょうって、そんなことは誰も

言わないでしょうし、思いもしないことだと思います。 

 要は、ボーダーライン上というか、どっちなのかなって判断に苦しむケースがかなり出てくると思

います。それも、あの場所だから、そういうケースが多いのではないかなということをちょっと危惧

するわけなんです。そういう政治的な使い方ということについては、多分、これは、この旧国立駅舎

の復原について多くの方から寄附をいただいた、また多額の寄附をしてくださっている方もいらっし

ゃる、そういう方たちは望んでいないと思います。 

 ですから、そういう寄附者の意向にも沿うように運営をしていただきたいということを申し上げて

終わります。 

○【関口博委員長】 ここで、まだ質疑が続くと思いますので、昼食休憩にいたします。 

午後０時１７分休憩 

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

午後１時２０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。 

 質疑を続行いたします。小川委員。 
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○【小川宏美委員】 では、お願いいたします。まず、第４条です。伺います。 

 スペースを貸していくことにつながる条例ですので、それぞれの広さを、まず広場から伺わせてく

ださい。第２野外スペースですか、屋外スペースまでお願いします。広さ、教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 お答えいたします。 

 広間が約83平米、まち案内所約23平米、展示室約52平米、第１屋外スペース、第２屋外スペースと

も約18平米、以上となります。 

○【小川宏美委員】 ありがとうございます。そのほかに、旧駅舎の中には管理室などもありますが、

それとあと別のスペース全体も教えていただけますか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 管理室が約41平米になります。全体といたしましては、延べ床面積

で申し上げますと199.13平方メートルとなります。以上です。 

○【小川宏美委員】 では、この199.13の中から、今おっしゃった以外のところのスペースの場所と

いうのは、あきはどのくらいあるんでしょうか。 

 済みません、条例に書いていないので、それは結構でございます。 

 第１屋外スペース、第２屋外スペースというのがありますけれども、これはこれまでいただいてい

る資料などにはそういう記載がなかったので、どこがそれぞれ18平方メートルぐらいずつになるんで

しょうか。位置を教えていただけますでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 旧国立駅舎の西側の私有地を想定しております。第１と第２、分け

ている理由といたしましては、多くの方に使っていただきたいということから区画を２つに分けてい

るところでございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 西側というのは、正面に赤い三角形の旧駅舎を見据えて、その西側にスペース

があるということですね。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 旧国立駅舎の西側の壁沿いの私有地というような形になります。 

○【小川宏美委員】 そこもオープンスペースとして貸していくということですね。わかりました。 

 まちの案内所なんですけれども、23平方メートル、ここはヒアリングしたときに直営でまずやると。

それも３年だということで、直営というのは全体ですからあれですけれども、まちの案内所に関して

の企画などは市が責任をもって３年間直営でやるということですか。３年と決めた、城山さとのいえ

とかもそうですけども、どのぐらい直営でまずやるか、スタート期間を何年に直営でするか、指定管

理者に移す前の３年と決めた理由を教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 まず、３年ということを決めたわけではございません。もともと大

体、短期的、中長期的というような形で分かれまして、中長期的におきましては二、三年というよう

な表現をさせていただいております。どうしてそこで分けたかということでございますけれども、ま

ず、いわゆる旧国立駅舎というような、先ほどいろいろな各部屋の御紹介をさせていただいたと思う

んですけれども、まち案内所、広間、展示室、こちらを兼ね備えた施設というのが市内にはございま

せん。また、駅直近ということで、どれくらいの方がいらっしゃるか、またはどのようなことがここ

で行われるかということが、ちょっと今の段階ではまだわからないと。 

 そういった中で、まず市が直営でどのような形となるのかというのを、責任をもって見ていくと。

それから、各種データなんかも集めまして、今後、指定管理者制度へ向けて、どういった形であれば、

またどういった方法であれば指定管理者制度に移行できるのかということを研究をして、２年後、３

年後に指定管理者へお願いをするというようなスケジュールをもって今進めているところでございま
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す。以上です。 

○【小川宏美委員】 わかりました。その指定管理者に移行するまでに二、三年はかかる、具合を１

年ごとに確認していきたいということで、二、三年、中長期的に時間を定めたということはわかりま

した。 

 そこで、市の職員がいる管理室というのが41平方メートルもあります。この条例にはその規定はな

いですけれども、市の職員がそこに常駐する形なんでしょうか。その規定はここには入れていない理

由は何でしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 市の職員の常駐につきましては、２名を想定しております。こちら

の市の職員がなぜ条例に記載していないかということにつきましては……（発言する者あり）失礼い

たしました。こちら、なぜいわゆる職員がいる管理室が、第４条の施設に入っていないかと申し上げ

ますと、公の施設だということから、いわゆる管理する部屋は第４条の施設には入っていないという

ようなことになります。 

○【小川宏美委員】 そういうふうに規定しなくても市の施設の場合はいいということですね。条例

上、規定しなくてもいいということが。 

○【永見市長】 地方自治法の公の施設を条例で定めなさいという規定の逐条には、なぜ定めるかと

いうと、広く市民に場所を周知すること、その目的が何であるのか、そして公の施設は直接市民の利

用に供する施設という定義ですので、それは何が市民が直接利用に供することができるかという施設

を明らかにすること、これが条例上求められている自治法の定めでございます。 

 したがいまして、それに沿ってこの施設というのはつくらせていただいている、そういうことでご

ざいます。 

○【小川宏美委員】 わかりました、ありがとうございます。今、２名の職員が常駐することもわか

りました。 

 それで、ここをオープンスペースというか、常に人が、駅からおりてきて出ていくときに誰でもが

入って出ていける場所を貸し出す、使用料なども今回は別表に定めている条例になっていますけれど

も、貸すとなると、借りる側とすると、設備状況ですね、環境などが大変気になるところです。お金

も払うわけですから、Ｗｉ－Ｆｉの状況や音響、照明などの状況はどのようになっているんでしょう

か。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 Ｗｉ－Ｆｉにつきましては、無料のＷｉ－Ｆｉを設置する予定でご

ざいます。 

 音響ですとかその他の設備につきましては、今後、発注をする予定でございますけれども、ちょっ

と詳細な部分につきましては、今まだ決まっていないというようなところでございます。 

○【小川宏美委員】 これからだということですけれども、ただ、それがどのようなレベルのものが

照明なり音響が入っているか、スピーカーなど、Ｗｉ－Ｆｉは入るようです。それによって料金って、

定めるときは本来それがどの程度のものなのかがないと、なかなか料金設定というのは難しいのかな

と思うんですが、そこで料金設定の中身を伺います。 

 営利を目的とした場合と無料に分かれましたけれども、例えば広間です。午前中３時間で5,000円、

午後４時間で7,000円、夜間が４時間で7,000円、前日となると13時間ですか、貸し出して１万9,000

円ということですが、その根拠をどこにとったか、他の施設との、公共施設との使用料との関係など

を含めて教えていただけますでしょうか。 
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○【関野国立駅周辺整備課長】 根拠につきましては、使用料・手数料の見直しに関する基本方針に

基づきまして算定した料金体系としております。 

 具体的には、人件費、あとは物件費、減価償却費等の受益者負担割合を乗じた額というような形で

計算をして使用料を定めてございます。 

○【小川宏美委員】 ここの受益者負担は何％ととった計算ですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 市内のほかの施設と比較いたしまして50％と見ております。以上で

す。 

○【小川宏美委員】 わかりました。その根拠がこの金額になったということですね。 

 展示室は、前日貸すパターンになっていますね。これを午前、午後、夜間など分けなかった理由と

いうのは何でしょうか。かなりここも広間と同じ――同じではありませんけど、狭くないスペースで

す。前日貸し出す、そのように決めた理由はありますでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 広間と違いまして、展示につきましては、ある一定程度の期間展示

をしてお客さんにごらんをいただくというような想定をしておりましたもので、細かい時間単位を設

けずに前日としたところでございます。 

○【小川宏美委員】 はい、わかりました。この条例に定まっている事業目的がかなうように、そし

て多くの方に国立の顔とも言える駅前の旧駅舎が利用されることを願っています。ありがとうござい

ます。 

○【香西貴弘委員】 旧駅舎の再築用地という形で、今、そこを囲っているような形になるのかなと

思います。当然、旧駅舎そのものも今建っているわけです。その用地そのものは、今、囲まれていま

すけども、それを外したときに、今通行帯になっているところとの境というのはどのような状態にな

るのでしょうか。要するに、はっきりとわかりますか。ここからここは敷地内だよと。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 旧国立駅舎の、いわゆる外構、私有地の部分につきましては、イン

ターロッキングブロックを引く予定でございます。今、ＪＲさんの土地につきましては、アスファル

ト舗装をしておりますので、明確に境というのはわかろうかと思います。 

○【香西貴弘委員】 わかるのであれば、ちょっと安心はしました。ただ、これは我々も気をつけな

きゃいけないという意味で思ったんです。先ほど政治活動ということを言われていましたけれども、

逆の意味で、我々もこの近くで常日ごろ宣伝活動をしているわけです。その中で、わかりますか、一

歩後ろに下がった段階でもし入ってしまっていれば、これは政治活動だめだということに、抵触する

のではないかなというふうにちょっと思ったわけです。しばしばよく見受けられるんですけれども、

ＪＲ東日本の土地にもかかわらず選挙活動、もしくは政治活動をやってしまっているということも

多々見受けられます。 

 これに関しては、駅舎においても、ましてや政治活動云々というのは先ほどありましたので、ここ

がまず明確になっていないと我々も安心して活動ができない。これは、我々当事者の感覚でございま

すが、ただ、市民に対してきちっといろんな意味でお伝えするに当たって非常に重要なポイントかな

と思っています。ですので、その点ではある程度はっきりはしていると。また、今後、我々も、しっ

かりその点は気をつけながらやっていかなきゃいけないのかなということを確認させていただきたい

なと思いました。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 それでは、何点かちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

 最初に、第４条のところで、先ほど小川委員のほうから面積が出されましたけれども、広間、それ
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からまち案内所、展示室、これらの活用について、部屋ごとに仕切りが入っていて一体として活用す

るということは不可能なんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 大正15年の創建当時に復原をするものでございますので、各部屋ご

とに壁によって仕切られているという状態でございます。 

○【高原幸雄委員】 確かに、全体、管理室を入れるとどのぐらいになるんですか。199平米と言っ

ていましたけど。利用勝手が非常に、83とか23とかってなると非常に狭さを感じるという部分もある

ので、いろんなイベントの企画の内容によっては部屋をあわせて活用できないのかなというように思

うんですけど。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 広間と展示室の間の壁については、壁ではなくて扉となっておりま

す。その扉、いわゆる建具につきましては取り外しすることが可能でございますので、いわゆる展示

室を舞台で広間を客席というようなことで一体的に使うことは、その部分については可能でございま

す。以上です。 

○【高原幸雄委員】 一体的に使うといっても、もちろんそれぞれの部屋を使うわけですから、料金

は合計で支払うというのは当然のことだというふうに思うんですが、そういう活用もできるというこ

とですね。 

 それからもう１つ、先ほど屋外スペース、第１、第２スペースの面積も出たかな。これって、つま

り旧駅舎の存置の問題で、底地を市が買いましたよね。その面積の範囲ということになるんですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 そのとおりでございます。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それは了解しました。 

 それから、第８条の関係なんですけれども、休館日を設けて、１月、正月は３日まで、それから暮

れは31日まで休みという、この休館日の設定というのは非常に役所的だなというふうに私なんか思う

んです。 

 つまり、どういうことかというと、市民が広く活用する際には、正月というのはむしろいろんなイ

ベントで活用できる期間じゃないのかと。市民にとっては休みでもあるし。だから、単純に役所的な

感覚で正月休み、年末年始休みということの設定がいいのかどうかというのは、これはちょっと議論

の余地があるんじゃないかなというふうに思うんですが、それはどうですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 まず、年末年始を開館しない休館日とした理由といたしましては、

ほかの施設とも同じかもしれないですけれども、人員体制ですとか、あとは費用面、こういったとこ

ろから年末年始を休館日としたところです。 

 ただ、多くの方に使っていただきたいというような観点から、それ以外については全て開館をする

というように考えております。 

 こちら、第８条の第２項に、前項の規定にかかわらず市長が必要があると認めるときは変更、臨時

に休館日を設けることができるということをしております。ですので、当然メンテナンスのためにお

休みをいただくこともあろうかというのも１つありますし、もう１つ、この年末年始につきましては、

例えばイベントの主催者団体、こういったことをやったらおもしろいんじゃないかということをお話

をいただければ、その都度判断をさせていただいて開館をするということもあろうかとは思っており

ます。以上です。 

○【高原幸雄委員】 １つの判断が必要だということですよね。わかりました。それは、ぜひ、市民

の皆さんの活用しやすい、あるいは開館の旧駅舎の、例えばいろんな意味で情報発信ということがあ
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りますから、それは十分検討してもらいたいなというふうに思います。 

 それからもう１つだけ、先ほど指定管理者の移行は二、三年後というようなことが、確かに前の市

長のときから、すぐ指定管理者に管理を委託するということじゃなくて、直営でまずやって、落ちつ

いたら指定管理者というようなことはずっと出ていましたから、それはそれでいいと思うんですけど、

今の休館の問題も、直接すぐ指定管理者に移行するわけじゃないので、指定管理者になればもっと管

理が緩やかというか、活用の仕方によって大いに活用の幅が広がるということもありますので、ぜひ

これは検討の余地があるんじゃないかということを申し上げておきます。 

○【石塚陽一委員】 第10条と第14条についてお尋ねいたします。 

 まず、第10条のところの使用の申請及び承認の「設置の目的を妨げない範囲」ということがありま

すけれども、これは第３条のところに書かれている６項目のうち５項目は理解しますけど、６項目め

の「前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの」は具体的にどのようなことを指すんでし

ょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 第６号につきましては、いわゆる公共性が高いもの、例えば人権で

すとか平和、あとはごみの減量等々の啓発活動、こういったものを想定してございます。 

○【石塚陽一委員】 そうしますと、第14条のところの使用料の不還付というのがございますね。そ

の中に、文言中、「全部又は一部を還付することができる」というのがありますけど、例えば具体的

に、そこで暮れに第九を合唱するだとか、あるいは地元の商店街がイベントをやるときにオープニン

グセレモニー的なもので使うとか、そういったものを指しているんですか。それとも、逆にまだほか

に意味があって、この施設が非常に人気が出るかもしれないと。そうすると、自分たちが具体的に使

う予定が決まっていないにもかかわらず仮押さえをするというようなケースも想定されて、この不還

付というのが出ているんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 不還付そのもの、還付しないのはなぜかということでございます。

還付しない理由としましては、使用しなかったことを理由に、使用料の還付を認めてしまいますと、

使用することが不確実であっても安易に使用申請することにつながって、施設運営する上で支障が生

じるというおそれがあるから不還付というような形をとっておるところでございます。 

○【門倉都市整備部長】 今、課長のほうで答弁したとおりなんですけども、ちょっと補足させてい

ただきますと、今の質疑委員がおっしゃっていただいたとおり、１人の方が、どうなるかわからない

けれども、いいかげんに何個も何個もとってしまうということがあって、ぎりぎりになって使わなか

ったという話になりますよね。本来使いたかった方の利用というか需要に応えられない。駅前のとこ

ろで、駅前の位置的なものですね、ありますので、いろんな方が使いたいという思いがあるのと、い

ろんな方に使っていただきたいということがありますので、使いたい方は、そこで料金、発生するの

であればそこで納めていただいて、使わないということが早くに判断をしてほかの方に利用していた

だきたいという思いがあって不還付ということを前面的にこちらのほうにうたっているということで

ございます。 

○【石塚陽一委員】 今の説明でわかりました。やはりこれがなれてきますと、いろんな方が利用し

たいなと。申し込もうと思ったけど、ずっと押さえられていたと。逆に言えば、押さえたとしても、

使用する期日の前に、前もってキャンセルすれば戻るわけですよね。過ぎちゃったようなときには戻

らないということですね。わかりました。以上です。 

○【関口博委員長】 ここで、第58号議案について、上村和子議員から発言したいとの申し出があり
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ました。 

 お諮りいたします。上村議員の発言を許可すること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、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はできません。また、発言時間は１議題10分程度となっております。上村議員。 

○【上村和子議員】 委員長、そして委員の皆さん、ありがとうございました。委員外議員として質

疑をしたいと思います。 

 あらかじめ通告しておりますので、それを読みながら若干補足させていただきます。 

 旧国立駅舎条例案の第３条第２号に、「人々の憩いの場の提供に関すること」とあります。また、

第６条により、旧国立駅舎の広間などの活用、貸し出しができることになっています。また、別表第

１、第２において、１日のうち全日、午前９時から午後10時を最大として13時間の貸し出しが可能と

なる公の施設となります。 

 しかし、現実の設計を見てみると、その中に、市民が誰でも使えるトイレがありません。現状ある

のは、そこで働いている人のためにだけ使える小さなトイレだけです。なぜ市民が誰でも使えるトイ

レではないのか。その法的根拠を伺います。 

 また、市民が誰でも使える公共トイレが、公の施設である旧国立駅舎にないことが現実的な不便に

とどまらず国立のまちづくりの姿勢をあらわす１つの指標になるのではないかと考えますが、どうか。

このことも質疑したいと思います。 

 あわせて、2017年２月にユニバーサルデザイン2020行動計画ができました。それは、東京オリパラ

を意識してユニバーサルのまちづくりを未来に向けての遺産とするということがうたわれました。そ

れにより、この基準が改正され、2018年11月、新バリアフリー法ができております。そこにも基づく、

国立市の人を大切にするまちづくりだけではなく、このような国の動き、東京都の動きも含めて、私

は検討されるべきではないかということで質疑をしたいと思っております。 

 また、これまでの検討段階で、例えばデザインとして、これは文化財を生かしながら国立のまちづ

くりの今の、そしてこれからのビジョンも体現する、そういうデザインとして、例えば今ある宿直室

を宿直室として復原、看板を掲げるが、そこを多機能トイレとして、文化財として融合できる素材な

ども含めて、そういう検討はなされなかったのか、あわせて質疑したいと思っております。以上３点

質疑いたします。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 私のほうからは、ちょっと順番変わりますけれども、国立のまちづ

くりの姿勢をあらわす１つの指標となるのではないかと考えるがどうかというような御質疑に対して

お答えさせていただきます。 

 平成21年に策定いたしました国立駅周辺まちづくり基本計画につきましては、国立市第１期基本構

想から受け継がれてきている基本理念、人間を大切にするまちづくりを国立駅周辺のまちづくりに生

かすために策定されたものでございます。旧国立駅舎再築事業につきましては、基本計画に基づいて

行っているところでございます。 

 旧国立駅舎を再築するに当たりましては、文化財として図面や写真等の史実に基づいて忠実に復原

する一方、スロープの設置ですとか間口を若干広げるなど、可能な限りどなたでも使用することがで

きるよう取り組んできたところでございます。 
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 また、国立駅周辺まちづくり整備を進めていく上で、国立駅周辺における公共施設の役割、用途な

ども配置を検討してきた経緯がございます。 

 市民向けトイレにつきましても、国立駅周辺でトイレを設置するべきという声もあり、駅前市民プ

ラザ内に、ＪＲ国立駅と同規模の誰でもトイレが設置されております。 

 一般質問におきましても、都市整備部長が答弁いたしましたけれども、旧国立駅舎を御利用される

市民の方々への周知、御案内等につきましては、より丁寧な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。私のほうは以上です。 

○【近藤建築営繕課長】 私のほうからは、市民が使えない、その法的根拠のほうを説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、このことについて説明するときに、文化財保護法、建築基準法、バリアフリー法、この３つ

の法律が色濃く関係してまいります。 

 まず、文化財保護法と建築基準法の関係でございますけれども、駅前については防火地域というこ

とで延べ床面積100平米以上のものは木造として建てることができません。なので、建てるためには

文化財として認定をしなければなりません。ここがまず大前提というふうになります。 

 続いて、バリアフリー法の観点で申し上げますと、旧国立駅舎の用途ですけども、地方公共団体の

支庁または支所という形で指定されております。この用途につきましては、特別特定建築物というこ

とに該当しておりません。該当するものについては、誰でもトイレをつくらなければいけないという

ルールがございます。ですが、それに該当していないということがございます。また、高齢者、しょ

うがいしゃ等が利用する便所を設ける場合でなければ、誰でもトイレを設置する義務はないというふ

うに規定されておりますので、今回について、先ほど場所の話になってしまうんですけども、なかな

か誰でもトイレを確保するスペースがとれなかったということがございますので、今回については、

いろいろ法律的なものを精査した段階で、誰でもトイレを設置することができないということに至り

ましたので、今回については管理者のみのトイレを設置したという経緯でございます。以上でござい

ます。 

 続いて、例えばデザインの話です。そこに誰でもトイレをつくるという前提のもとで検証はしてい

ないんですけれども、この質疑を受けて考えたところ、今回、宿直室というのは床面が畳という形に

なります。畳の部分にトイレというのを設置するのは大変難しくありますので、この提案については

なかなか設置することができないというふうに思われます。 

○【上村和子議員】 今わかりました、このややこしい説明。私は法をうまく使うんだなと実は思い

ました。 

 そもそも駅前に木造の建築物はできなかったと。そこにどうしても建てるんだったら文化財にしな

きゃいけなかったと。そもそもでいくと、建てられなかったものを無理に建てようとするときの縛り

の文化財というのが、ずっと後々縛っていくんですけれども、だけど、そもそも論ではなくて、その

後、今度、トイレの話になっていくと、トイレをつくらなくてもいいという法律を見つけ出していく。

建築基準法上で、この駅舎は、地方にある支所、枝葉の支、支部の支ですけど、支庁的な役割に位置

づければバリアフリー法の中の誰でもトイレをつくりなさいという条件の建物に入らないと。入らな

いということは、逆に言うとトイレをつくらないと決めれば誰でもトイレをつくる必要がなくなった

と。だけど、働く人のためのトイレだったらつくれるから小さいトイレをつくったという、回り回っ

た理屈なんです。 
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 私が言っているのは、その中に、今、時代の要請にある新しい、新バリアフリー法とかユニバーサ

ルデザイン2020計画とか、これが置いていかれることが問題ではないかと。それをデザインとしてな

ぜ最後までこだわっていただけなかったか。今、多機能トイレもコンパクト化はできていきます。当

事者の意見を聞きながら、宿直室で、畳だったら畳の要素を生かして、そこをあけるとトイレになる、

横の納戸は授乳室にすればいい。おむつをかえるところにすればいい。そういうことをＵＤデザイン

のまちづくりは求めているわけです。それが人間を大切にしたところであるということを、私は言い

たかった。そこにこだわる職員さん、市長、副市長、最後までいたでしょうか。これがとても不安で

す。以上です。 

○【関口博委員長】 質疑を打ち切り、討論に入ります。青木委員。 

○【青木健委員】 本条例案には賛成をしてまいります。 

 ただ、今後、これが復原されたことによって、非常に皆さん過大な評価をされている面もあります。

特にまちのにぎわいなんかということに関しては、復原したからといってできることではない。行政

はもちろんそうですけど、地域、民間の尽力も大いにもらわなければできないことであって、それら

についてはぜひ協力をしてやっていただきたい。回遊性の問題なんかについても、１つの課だけでで

きる問題ではないです。庁内が連携をして、それらについては、今後まちのにぎわいの創出というこ

となんですから、ぜひ尽力をしていただきたいということは強くお願いをしてまいりたいと思います。 

 自転車の対策についてはまだまだ不十分な面もありますので、それらについても今後お願いをして

まいりたいと思います。 

 また、政治的メッセージを含む団体の利用及び活用なんですけど、そういう政治目的に使われない

ように、多分、これ、寄附をされた方もそんなことは望んでいないと思います。きちんとまちのため、

市民のために使われる、そういう施設としてください。爆破予告なんていうのはないと思います。た

だ、あったら、団体の利用を取り消そうかどうかとか協議する前に、まず避難させてください。以上

です。 

○【香西貴弘委員】 本議案に対しまして賛成の討論をいたします。 

 旧国立駅舎、いよいよその意向が固まり、いよいよ形ができ、そして４月からスタートというふう

になりました。これまで賛成、反対含めて、いろんな議論があり、またいろんな方の協力を得て、特

に一般財源等を使わないような形で、いろんな市民の方の、また市外を含めた方の協力があって、ま

さに今、１つの形ができようとしている。先日も、ほかのＪＲの駅を利用されている方から、ある意

味、どこでも同じような駅というふうに言われている中で、あそこに旧駅舎が１つあるというだけで、

また大学通りの側から見たときに、この国立駅の独自性が、国立というところの独自性がまたシンボ

リックにそれがはっきりとわかるようになる、これは１つ大きな、私は前進ではないかというふうに

思います。 

 先ほど青木委員からもございましたが、確かに形ができればそれだけではない。それから、また新

たな、これをどう活用していくかという大きな問題が出てくるとは思います。しかし、まずは４月の

開業に向けて、一切無事故で、また少しでもいいスタートを切れるように最善の努力を尽くしていた

だきたいというふうに思います。以上でございます。 

○【小川宏美委員】 旧国立駅舎ですけども、いよいよオープンに向けて今進んでいます。全ての部

材が歴史的なものである再築というのは、コンクリートによる再築とは比べものにならないほどの価

値があると聞いています。それが間もなく市民のものになるというのは、本当に喜ばしいことです。 
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 旧国立駅舎条例案により、たくさんの人が使いたいと思う場、そして先ほど部長がおっしゃった言

葉が心に残りました。たくさんの人に使っていただきたいとの行政の思いが本当に詰まった条例案だ

と思い賛成いたします。一言つけ加えますと、誰にとっても開かれた居心地のよい文化的象徴の場と

して、最大13時間貸し出すスペースの場ともなります。ですから、先ほど上村議員がおっしゃったよ

うに、トイレや授乳室があるといいと思います。ぎりぎりまでの検討、再考を求めます。 

○【石塚陽一委員】 本条例案には賛成の立場で討論いたします。 

 国立市の駅前のシンボル的意味からも、価値観のある赤い三角屋根の旧国立駅舎の再構築や歴史的

価値観とあわせ、国立市にとって深い意味のあるまちづくりに大きな寄与をするものと思います。つ

まり、近代的コンクリートづくりのビルが立ち並ぶ中央線沿線の駅前で、学園都市国立における文化

的遺跡としての威厳と繊細な景観をもたらすこの旧駅舎こそ、我がまちの語り部になると同時に、こ

こに住む人々の憩いの場としての使命を負っていただく旧駅舎のためにも、この条例案は必要と考え

ますので賛成といたします。 

○【高原幸雄委員】 この条例案には賛成の立場から討論いたします。 

 いよいよ４月からオープンということですけども、長い間市民の皆さんが国立のシンボルとして旧

駅舎の復原を望んできたわけです。市民が利用する際に、本当に利用しやすい施設として、またそう

いう意味では、そのことを通じて市民の、まちの発展につながるような、そういう施設の運営という

のが特に大事だなというふうに思います。そういうことを求めて、この議案には賛成といたします。 

○【藤田貴裕委員】 旧駅舎が見られるようになって、まちを行く人、ああ、結構できてきたと、そ

ういう声が結構ありますよね。道を歩いていても、結構そういう声を耳にします。非常に皆さん期待

しているんだなと思うと同時に、たくさんの寄附が集まった、その理由もよくわかるところでありま

す。 

 ですので、皆さんの思いに応えられるような、いい使い方をしていかなくてはいけないなと、そん

なふうに思っております。その際、営利の幅というのは相当狭くていいのかなというふうに私は思っ

ていますし、毎日のようにこの旧駅舎が使われ、にぎやかになっているととてもうれしいと思います

し、あるいは案内所の工夫をして、二度三度と、今度は国立市内の別の地域に行ってみようと、そう

いうような工夫をしていく必要があるだろうと、このように思っております。今後の旧駅舎のよい、

すばらしい使われ方を期待して賛成いたします。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 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(3) 第５９号議案 国立市下水道事業の設置等に関する条例案 

 議題(4) 第６１号議案 国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案 

○【関口博委員長】 第59号議案国立市下水道事業の設置等に関する条例案及び第61号議案国立市下

水道事業基金条例の一部を改正する条例案を一括議題といたします。 

 なお、採決は別個採決といたします。 
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 当局から補足説明を求めます。 

○【江村都市整備部参事】 それではまず、第59号議案国立市下水道事業の設置等に関する条例案に

ついて補足説明をいたします。 

 なお、建設環境委員会資料№66を配付してございますので、あわせてごらんいただきたいと思いま

す。 

 本条例は、下水道事業に地方公営企業法を適用するに当たり、同法第４条の規定により地方公営企

業の設置及びその経営の基本事項について定めるために条例を制定するものでございます。 

 それでは、条例案をごらんください。 

 第１条は趣旨で、地方公営企業法を適用するに当たり地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づ

き、国立市下水道事業の設置について必要な事項を定めるという規定でございます。 

 第２条は下水道事業の設置で、第１条の趣旨に基づき地方公営企業である国立市下水道事業を設置

するという規定でございます。 

 第３条は法の財務規定等の適用で、法第２条第３項及び施行令第１条第２項に規定されている財務

規定のみの一部を適用するという規定でございます。 

 第４条は経営の基本で、第１項は経営方針、第２項は事業の範囲等についての規定でございます。 

 第５条は重要な資産の取得及び処分で、予算で定めなければならない資産の取得及び処分について、

その金額及び規模についての規定でございます。 

 第６条は議会に同意を要する賠償責任の免除で、職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない賠償額の範囲の規定でございます。 

 第７条は会計事務の処理で、下水道事業の出納、その他会計事務及び決算に係る権限については、

会計管理者に委任することの規定でございます。 

 第８条は議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等で、負担つきの寄附または贈与の受領、係争

関係及び賠償責任の額の決定で議会の議決を必要とするものについての規定でございます。 

 第９条は業務状況説明書類の作成で、下水道事業に係る業務状況を説明する書類の作成、公表及び

記載すべき事項等についての規定でございます。 

 次に、付則でございますが、第１項、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 第２項、国立市下水道事業特別会計条例は廃止するものでございます。 

 また、本条例は地方公営企業法において条例で定めることが規定されているのは第３条、第５条、

第９条であり、条例で定めることができるとされているのが第６条、第７条、第８条でございます。

補足説明は以上でございます。 

 続きまして、第61号議案国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案について補足説明いた

します。 

 本条例は、下水道事業に地方公営企業法を適用するに当たり、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。 

 建設環境委員会資料№67として、国立市下水道事業基金条例の一部を改正する条例案新旧対照表を

配付しておりますので、こちら、建設環境委員会資料№67にて御説明させていただきます。 

 第１条は、「下水道事業に」の前に「国立市の」を加え、「管きょ等下水道施設の老朽化対策に」

を削除するものでございます。 

 第２条及び第４条は、「下水道事業特別会計歳入歳出予算」を「下水道事業会計予算」に改めるも
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のでございます。 

 第５条は、「歳計現金に」を「事業費その他の経費として」に改めるものでございます。 

 第６条第１項第２号は、「市債」を「企業債」に改めるものでございます。 

 付則といたしまして、２ページになりますが、この条例は令和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。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。一括して質疑を承ります。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 第59号議案の第６条の議会の同意を要する賠償責任の免除というところでござ

いますが、いわゆる「下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超える場合とする」、これはどのよう

なことを想定されているのか。ちょっと済みません、イメージができなくて。 

○【蛯谷下水道課長】 これ、想定されるものですが、職員がもし現場とかに行って公用車を乗って

いる場合に事故を起こしてしまったですとか、あと物件とか物を壊したりした物損が想定されていま

す。そのほかにもあると思いますけれども、主なものはそのようなものだと考えてございます。 

○【香西貴弘委員】 ありがとうございます。あと、同じく同条例の第９条第２項のところでしょう

か。業務状況説明書類をつくるというふうになっておりますが、ここには「11月30日までに作成する

業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、５月31日までに作成する業務状況説明書類

においては同日に属する事業年度の予算の概要及び下水道事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなけ

ればならない」というふうに書いてあるんです。いわゆる決算、予算もそうなんですが、この議会の

ほうに４つの特別会計の中で１つ、今まで出ていると思うんですけれども、例えば決算であれば10月

の初めにやるわけですよね。そういう意味においては、ここは11月30日までにというふうになってい

るというのは、これとの関連性というか、変わってしまうんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 こちらの業務状況説明書をつくることが地方公営企業法の第40条の２で規定

されてございまして、年に２回以上作成して市長に提出しなければならないという規定がございます。 

 国立市といたしましては、上半期、下半期で半年に１回ずつ、年２回を作成して提出する予定でご

ざいまして、ちょっと時期の、今回こちらの上半期ですと４月１日から９月30日までのものについて

は11月30日までで前年度の決算を載せて提出することとなりますけれども、こちら、一応時期的なも

の、市の決算は10月になってございますので、内容はほぼ同じようなものが出てくるとは思うんです

けれども、内容的には同じようなものですと、また別々のものということで考えていただければよろ

しいかとは思います。 

○【黒澤政策経営課長】 一般会計でもそうなんですけれども、予算と決算、御認定いただきますけ

れども、そうしますと住民に公表しなければいけないというのは決まっておりまして、ですから、今

までも市報で予算と決算の状況をお知らせしております。そのことを、同じことを定めている条文と

なります。 

○【青木健委員】 これは法律でこういうふうに、国の法律の変更なんですが、そもそもなぜ下水道

事業は公営企業に移行しなければいけないということになるんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 こちら、下水道の公営企業会計に移行する理由ですけれども、下水道会計の

健全化と経営の効率化、経営内容の明確化と透明性の向上を図るために、平成27年１月27日付で、総

務大臣からの通知によりまして、平成31年度までに地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行す

る旨の要請が出されてございます。その通知の要請にのっとりまして、国立市におきましても令和２
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年４月１日から移行できるような準備を進めているところでございます。 

○【青木健委員】 今までも公営企業会計のほうに移行しなくても、当市においては健全に運営をさ

れてきているというふうに私は理解をしておりますけど、あえて国の法律の改正によってこういうふ

うになるわけなんです。ということになりますと、第２条にあるんです。「都市の健全な発展及び公

衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため」と出ているわけですよね。と

いうことは、先般の台風19号じゃないですけど、都市型災害の中で、今、風水害というのが大変大き

な問題ともなってきております。また、今の二号の処理場の性質からいっても、別段50ミリを超えな

い雨量であっても20ミリ程度のものであったとしても、処理をしないで直接管に流すという方法もと

られているわけなんですけど、これらについては、国の責任においては、例えば50ミリを70ミリの対

応に変えますとか、そういうことについては何か附帯をしてきているものというのはないんでしょう

か。 

○【蛯谷下水道課長】 今回の移行に伴って、そのような決め事というのは特にございません。 

 ただ、東京都のほうで、東京都の緊急豪雨対策の方針がございまして、その中では、多摩地域区部

につきまして豪雨の対策を考えていく方針がございます。以上です。 

○【青木健委員】 これは企業会計に移行しなくても、今でも二号の処理場においては３次処理まで

して多摩川に流しているわけですよね。ですから、別段、これをしなくてもできているんですけど、

ただ、それに対して、それだけでは通常でも追いつかないというような状況が年に何回も、今の気候

の中では出てきているわけです。ですから、公共用水域の水質の保全ということを考えるならば、現

在の50ミリ対応ではとても足りないということについて、国が何らかの措置をすべきと思いますが、

それについては全くないということでよろしいんですね。 

○【蛯谷下水道課長】 そちらについては入ってございません。 

○【青木健委員】 では、それについては、これはまた政治的な問題にもなってくると思いますので、

別のところでやらせてもらいたいなと思います。 

 それと、いただいた資料の中の第６条の解説なんですけど、先ほど香西委員のほうからも出ました

議会の同意を要する賠償責任の免除ということなんです。30万円以内であれば、今までみたいに車両

の事故については議会に報告する必要がないということになるわけなんですよね。 

 ということは、これは公営企業に移行しているからこういうことになるんだろうというふうに思い

ますけど、他のことにおいては、従来どおり、接触等について報告をされるということになるんです

か。そうすると、同じ庁内の中にあってアンバランスが生じるんじゃないかということを考えるんで

すが、どうなんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 地方公営企業法が適用されても、職員は市の職員という身分で変わりござい

ませんので、そういう対応は従前どおりに対応していくものだと考えてございます。 

○【青木健委員】 従前どおりということは、一々また報告されるんですか。正直な話、軽易な事故

というと、これは語弊があるのかもしれないですけど、あえて誤解を恐れずに言うとするならば、軽

易な事故と人身ではない物損的なものについて一々議会に報告をして、それで毎度毎度部長が、今後

このようなことのないように職員を指導、努力してまいりますということもどうかなというふうに思

っていたんです。ですから、これで報告をしないでいいということであれば、ほかもそうすればいい

んじゃないかなという意味で、私、申し上げたんですけど。 

○【蛯谷下水道課長】 御説明が足りませんでした。申しわけございませんでした。 
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 こちら、30万以下は議会にかけなくてもいいという内容ですけれども、こちらの規定につきまして

は、国立市が規定する市長の専決事項の指定についてにおいて、市長が専決できる職員の賠償免除額

は30万円以下と規定されてございますので、事故の報告につきましては、専決処分の関係で報告とい

う形になると思います。以上です。 

○【青木健委員】 済みません、法律の順位からいったらちょっとおかしいんじゃないかなと。専決

の規定よりも条例のほうが上のはずだと思うんですけど。（発言する者あり）じゃ、市長、答えて。 

○【永見市長】 96条の議決事件と、それから市の法律で定める自治法の第96条の議決事件、列記さ

れているのでさまざまありますけれども、それと、それからそこを経なくて金額で幾ら以下のものは

専決ができますよということを定めていて、その内容によって第96条に該当して専決したものは報告

義務がありますよという、これは自治法でもともと定められているものですので、公営企業適用かど

うか、自治法適用かどうかとは別にして報告はあり得るというふうに理解しております。 

○【青木健委員】 じゃ、今までどおり報告されるということで理解をいたします。そうすると、第

６条は何なのかなということも改めて思うんですけど、それは私のほうが今理解が追いついていない

ので、後でゆっくりと黒澤さんにでも聞こうかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○【石塚陽一委員】 １点だけお尋ねします。 

 当局は、この地方公営企業法を適用するに当たって、今回、発生主義、複式簿記に移行されますよ

ね。そうすると、この会計方式の改革でどのようなメリットを期待しているんですか。 

○【蛯谷下水道課長】 今回、地方公営企業法に移行することになりまして、今おっしゃっていただ

いたとおり、複式簿記になっていきます。公営企業会計の中で複式簿記を使っていきますと、予算・

決算の書類としまして貸借対照表ですとか損益計算書、キャッシュフローなど、財務諸表を作成する

こととなりますので、当該年度の収益と支出の結果、利益、あるいは損失があったかといったような

事業の経営成績のほか、年度末時点で保有している資産や負債がどの程度あるのかという財政状況な

ども把握できるようになります。 

 そのため、下水道会計の健全化、経営の効率化、経営内容の明確化と透明性の向上が図られるとい

うところがメリットとなってございます。 

○【石塚陽一委員】 私も銀行出身ですから、やはり現金主義、単式簿記でくると非常に読みにくい、

理解しにくい面があったわけです。ですが、今度は複式簿記になれば、現時点の価値観からキャッシ

ュフローを全て見られるということではすごくわかりやすい内容になるので、これはどんどん行政と

しては進めていくほうがいいと思います。あとは討論で言います。 

○【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、一括して討論に入ります。石塚委員。 

○【石塚陽一委員】 本条例案については賛成の立場で討論いたします。 

 今回の条例案は、一般の企業会計に準じた会計方式を取り入れるという画期的な改正であると考え

られます。従来の会計簿記は、先ほどの質疑でも述べていますが、１つの物事を比較推考する上で前

と後ろが仕分けられて、単年度収支ではその後の推移が把握しにくいケースも想定されますけど、今

回の発生主義、複式簿記の企業会計方式に移行されますと、全ての過程の流れとあわせ、現在の価値

観も推測できる状況になります。市民の皆さんにとっても、非常に行政の財務内容は理解しやすい形

態になるのではなかろうかと思いますので、歓迎できるものであります。よって、私は本条例案には
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賛成してまいります。 

○【関口博委員長】 石塚議員、第59号と第61号、両方とも賛成ということでよろしいですか。 

○【石塚陽一委員】 結構です、済みません。両方ですね、第59号と第61号と賛成してまいります。 

○【香西貴弘委員】 先ほど別の委員からもありましたとおり、まず、この下水道事業における企業

会計方式の変更、これによっていわゆる見える化が進むということではないかというふうに思います。

いわゆる特別会計をも含め、財政全般にわたって少しでも見える化をしていく、これは大きな流れで

はないかというふうに思います。 

 また、先ほども念のための確認をさせていただきましたが、第59号議案における決算、予算等に関

しましての報告は議会に対しましては今までどおりということで、特段変更があるわけではないとい

うことと承知いたしました。特段、そのこと以外におきまして反対をする理由はございませんので賛

成といたします。 

○【関口博委員長】 皆さん、御注意いただきます。 

 各条例ごとに採決いたしますので、第59号議案と第61号議案というふうに、別に賛否を言っていた

だけますか。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 失礼いたしました。第59号議案並びに第61号議案、ともに賛成でございます。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 まず、第59号議案についてお諮りいたします。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。 

 続いて、第61号議案についてお諮りいたします。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。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時２４分休憩 

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

午後２時３９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。 

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

 議題(5) 第６０号議案 くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案 

 議題(6) 第６７号議案 くにたち地域福祉館設置条例の一部を改正する条例案 

 議題(7) 第６８号議案 国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の促進及び適正な処 

            分の確保に関する条例の一部を改正する条例案 

 議題(8) 第７０号議案 国立市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案 

 議題(9) 第７１号議案 国立市特定公共物管理条例の一部を改正する条例案 

 議題(10)第７３号議案 国立市都市公園条例の一部を改正する条例案 

 議題(11)第７４号議案 流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案 

○【関口博委員長】 第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案から、第74号議案
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流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案までの７件を一括議題といたします。なお、採決

は別個採決といたします。 

 当局から補足説明を求めますが、その順序につきましては、初めに第60号議案、第67号議案、第68

号議案、第71号議案、第73号議案及び第74号議案の補足説明をしていただき、次に第70号議案の補足

説明をしていただくことといたします。 

 それでは、初めに第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案の外５件について、

補足説明を求めます。生活環境部長。 

○【橋本生活環境部長】 それでは、第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案外

５件につきまして、補足説明をさせていただきます。 

 まず初めに、一連の使用料・手数料の見直しにつきまして、総括的に御説明をさせていただきます。

お手元の建設環境委員会資料№79、使用料・手数料の見直しについてをごらんください。 

 これまでの経過でございますが、平成30年９月より、行財政健全化検討委員会を設置し、議論を重

ねてまいりました。さきの９月議会で各常任委員会に見直し内容案を御報告した後、パブリックコメ

ントと市民説明会を実施しております。そこでの意見募集結果につきましては２ページ以降に記載し

ておりますが、内容につきましては、去る11月12日付で委員各位にお配りした資料と同内容となって

おります。 

 恐れ入ります。11ページをお開き願います。 

 今回料金改定を行う条例の一覧でございます。全部で11本ございまして、各常任委員会にて御審査

いただくこととなっております。 

 それでは、第60号議案の説明に入らせていただきます。また、あわせまして建設環境委員会資料№

77、本条例案の新旧対照表を御参照ください。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しの基本方針に基づき、市民プラザの使用料の額を改定

するため、条例の一部を改正するものでございます。見直しの考え方でございますが、各施設の面積、

用途に応じて大・中・小等の区分に分け、原価計算に基づき、各区分の平均額から標準料金を設定し、

乖離のあるものについて施設間の均衡を図りつつ、改定するものでございます。 

 具体的な改正内容でございますが、別表第２の使用料について、北プラザ多目的ホールにつきまし

ては、午前の2,300円を1,800円に、午後と夜間の3,000円を2,400円に改定するものです。南プラザ多

目的ホールにつきましては、午前の2,600円を1,800円に、午後と夜間の3,500円を2,400円に、会議室、

和室につきましては、午前の1,400円を800円に、午後と夜間の1,800円を1,000円に、調理実習室につ

きましては、午前の1,700円を800円に、午後と夜間の2,300円を1,000円に改定するものです。 

 次に、備考第１項でございますが、南プラザ会議室を無料開放できる規定に改正するものです。 

 次に、付則第１項でございますが、この条例は、令和２年４月１日から施行するものとしておりま

すけれども、別表第２の備考第１項の規定は、令和２年１月４日から施行することとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、この条例による改正後の規定は、施行の日以後に申請を行う利

用に適用し、施行日前に申請を行った利用については、なお従前の例によるものとしております。説

明は以上でございます。 

 続きまして、第67号議案くにたち地域福祉館設置条例の一部を改正する条例案について、補足説明

をさせていただきます。また、あわせて建設環境委員会資料№91、本条例案新旧対照表を御参照くだ

さい。 
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 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しの基本方針に基づき、福祉館の一部の使用料の額を改

定するため、条例の一部を改正するものでございます。見直しの考え方でございますが、各施設の面

積、用途に応じて大・中・小等の区分に分け、原価計算に基づき、各区分の平均額から標準料金を設

定し、乖離あるものについて施設間の均衡を図りつつ、改定するものでございます。 

 具体的な改正内容でございますが、別表の使用料について、くにたち立東福祉館の大会議室の区分

に見直した談話室と娯楽室の同時利用につきまして、午前を700円に、午後と夜間を800円にする規定

を追加するものでございます。なお、条例上の変更はありませんが、当該福祉館の集会室につきまし

ては、小会議室から中会議室の区分に、青柳福祉センター児童ホールにつきましては、中会議室から

大会議室の区分に見直しを行い、使用料を変更するものでございます。 

 次に、付則第１項でございますが、この条例は令和２年４月１日から施行するとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、この条例による改正後の規定は、施行の日以後に申請を行う使

用に適用し、施行日前に申請を行った使用については、なお従前の例によるものとしております。 

 なお、改定が行われる施設の指定管理者には、個別に説明を行うとともに、利用者へも説明を行っ

ているものでございます。説明は以上でございます。 

 続きまして、第68号議案国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の促進及び適正な処

分の確保に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説明をさせていただきます。また、

あわせて建設環境委員会資料№75、本条例案の新旧対照表を御参照ください。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しの基本方針に基づき、廃棄物等処理手数料の額を改定

するとともに、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、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。 

 今回の改正する内容でございますが、まず、第60条の一般廃棄物処理業の許可に関する欠格事項に

ついて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正の趣旨を踏まえ、成年被後見人等の権

利が尊重され、不当に差別されないよう、条例第60条第３項第４号アの引用条文を改正するものでご

ざいます。 

 次に、別表に定める手数料の見直しの考え方でございますが、原価計算結果に基づき改定を行うも

のでありますけれども、粗大ごみ処理手数料、有料処理袋に係る事業系ごみ及び家庭ごみ手数料並び

にし尿雑排水処理等手数料のうち、家庭系については近隣市との均衡を図るため、排出抑制の視点、

経済的配慮等を総合的に勘案し、料金改定は行わないこととしております。 

 具体的な改正内容でございますが、市長が処理する廃棄物等（この表で別に定めるものを除く）を

臨時に排出した占有者または事業者につきましては、１キログラムにつき40円を55円に改め、市長が

処理する事業系一般廃棄物等または一般廃棄物等とあわせて処理する産業廃棄物（この表で別に定め

るものを除く）を排出する事業者につきましては、１キログラムにつき40円を55円に改め、市長が処

理する廃棄物等を市長の指定する国立市内の処理施設に運搬した占有者または事業者につきましては、

１キログラムにつき30円を45円に改め、市長が処理する廃棄物等を市長の指定する国立市外の処理施

設に運搬した占有者または事業者につきましては、１キログラムにつき27円を42円に改め、動物の死

体の占有者につきましては、１体につき3,000円を4,500円に改め、し尿（事業系廃棄物に限る）及び

雑排水を市長が認めた施設から排出する者につきましては、１リットルにつき９円を25円に改めるも
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のでございます。 

 次に、付則第１項でございますが、この条例中、第60条第３項第４号アの改正規定は公布の日から、

別表の改正規定及び次項の規定は令和２年４月１日から施行するとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、改正後の別表の規定は、同表の改正規定の施行の日以後に排出

され、または運搬される廃棄物等について適用し、同日前に排出され、または運搬された廃棄物等に

ついては、なお従前の例によるとしております。 

 なお、このたびの廃棄物等処理手数料の改定のうち、事業系一般廃棄物等処理手数料の改定につき

ましては、ごみ問題審議会において、第10期及び第11期答申でも、速やかな適正化の実施を要すると

の評価を受け、所管課で改定を検討した経過があり、去る11月18日に開催されました当該審議会にお

いても今回の改正について説明をし、特に意見はございませんでした。また、このたびの手数料改定

に先立ちまして、本年10月に国立市一般廃棄物収集運搬許可業者及び当該許可業者を利用する市内排

出事業者に対し説明文の送付を、また、本年11月に排出事業者に向けた説明会を実施しております。

今後も引き続き丁寧な説明に努めてまいります。説明は以上でございます。 

 続きまして、第71号議案国立市特定公共物管理条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説

明をさせていただきます。また、あわせて建設環境委員会資料№74、本条例案新旧対照表を御参照く

ださい。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、市の所有する水路等及び

これらに附属する工作物または施設等の占用料の額を改定するため、条例の一部を改正するものです。 

 今回の改正する内容でございますが、まず、第９条第１項では、現に流水が存するもの及びそれに

準ずる水路及びそれに附属する工作物等（以下「水路等」という）と、それ以外の赤道及びそれに附

属する工作物等（以下「赤道等」という）の２区分に分けまして、占用料の徴収について定めており

ます。 

 水路等の占用料の額については、別表にて東京都河川流水占用料等徴収条例に規定する市部の額を

標準として改定し、赤道等の占用料の額については、東京都道路占用料等徴収条例に規定する区部の

額を標準にして、一部激変緩和措置を設けて改正する国立市道路占用料徴収条例第２条に規定する額

に準ずるものに改定するものでございます。 

 次に、付則第１項でございますが、この条例は令和２年４月１日から施行するとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、改正後の国立市特定公共物管理条例の規定は、この条例の施行

の日以後の期間の特定公共物の占用等に係る占用料について適用し、同日前の期間の特定公共物の占

用等に係る占用料については、なお従前の例によるものとしております。説明は以上でございます。 

 続きまして、第73号議案国立市都市公園条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説明をさ

せていただきます。また、あわせて建設環境委員会資料№85、本条例案新旧対照表を御参照ください。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、都市公園の使用料の額を

改定し、都市公園において入場料等を徴収する場合の使用料の特例を指定管理者に適用させ、及び使

用権等の譲渡、転貸しを禁止する規定の対象に、有料公園施設の使用の許可を受けた者を含めるため、

条例の一部を改正するものです。 

 今回の改正する内容でございますが、まず、第11条第３項の入場料等を徴収する場合の使用料の特

例について削除し、本特例を指定管理者に適用させるため、条例中の別表第３に規定し直すものでご

ざいます。 
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 次に、第14条の譲渡及び転貸しの禁止について、有料公園施設の使用の許可を受けた者も含める改

正でございます。 

 次に、別表第３の使用料については、都市公園を占有する場合及び業として写真撮影等を行う場合

など、国立市都市公園条例第４条第１項各号に掲げる行為を行う場合は、東京都立公園条例及び同施

行規則に規定する市部の料金を標準として改定するとともに、入場料等を徴収する場合の使用料の特

例を追加し、有料公園施設である谷保第三公園や、河川敷公園の野球場、サッカー場を利用する場合

は、原価計算結果に基づき、１面１時間当たり使用料を現行1,000円から650円に改定するものでござ

います。 

 次に、付則第１項でございますが、この条例は令和２年４月１日から施行するものとしております

が、第14条の改正規定については、公布の日から施行するものとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後に申請を

行う都市公園の占用または使用について適用し、同日前に申請を行った都市公園の占用または使用に

ついては、なお従前の例によるものとしております。説明は以上でございます。 

 続きまして、第74号議案流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説

明させていただきます。また、あわせて建設環境委員会資料№86、本条例案新旧対象表を御参照くだ

さい。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、広場の使用料の額を改定

するとともに、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。 

 今回の改正する内容でございますが、まず、第10条については文言整理を行うものであります。 

 次に、別表第１の広場の使用料については、東京都立公園条例及び同施行規則に規定する市部の料

金を標準として改定し、入場料等を徴収する場合等の使用料の特例の規定を追加しております。 

 次に、別表第２の有料広場施設使用料については、少年野球場兼ソフトボール場を利用する場合、

原価計算結果に基づき、１面１時間当たりの使用料を現行1,000円から650円に改定するものでござい

ます。 

 次に、付則第１項でございます。この条例は令和２年４月１日から施行するものとしておりますが、

第10条第２項の改正規定は、公布の日から施行するものとしております。 

 次に、付則第２項でございますが、改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日

以後に申請を行う流域下水道処理場広場の使用について適用し、同日前に申請を行った流域下水道処

理場広場の使用については、なお従前の例によるものとしております。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】 次に、第70号議案国立市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について、

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70号議案国立市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

案につきまして、補足説明をさせていただきます。なお、建設環境委員会資料№78の本条例案新旧対

照表を配付してございますので、こちらを用いて御説明させていただきます。 

 本条例案は、国立市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づきまして、道路占用料の額を

改定するものでございます。 

 まず初めに督促手数料、第６条の督促手数料につきましては、督促状１通40円を郵便法に規定する

通常はがきの料金の額に相当する額に改めております。 
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 次に、第２条関係の別表でございます。道路占用料金でございますが、東京都道路占用料徴収条例

に規定する区部の料金を標準として改定するものでございます。その理由でございますが、国立市の

住宅地の公示価格は都内で24番目でございますけれども、多摩地域で国立市より上位の武蔵野市、三

鷹市はほぼ区と同料金であり、また、国立市より地価の低い区が２区あるということが、その理由で

ございます。なお、改定に伴う影響の大きい占用実績の、占用数量の多い占用物件につきましては、

激変緩和として現行との差が２分の１程度となるように占用料を設定しています。また、地下埋設管

については、管径ごとの区分を細分化しています。 

 それでは、法第32条第１項第１号に掲げる工作物でございますが、電柱や電話柱の各第一種から第

三種の占用物件につきましては、激変緩和の措置を行っております。一番下段にありますその他の柱

類は、新たに追加しております。 

 ２ページをごらん願います。最初の共架電線その他上空に設ける線類は激変緩和の措置、次の地下

電線その他地下に設ける線類は都と同額に改正し、次の路上に設ける変圧器から広告塔までは激変緩

和の措置を行っております。次のその他のものは、新たに追加するものでございます。次の法第32条

第１項第２号に掲げる物件、こちらは埋設管でございますが、従来の外径が0.1メートル未満を２区

分にしています。外径が0.07メートル未満は現在と同じ占用料です。次の0.10メートル未満のものは、

激変緩和の措置を行っております。次の、従来の外径が0.1メートル以上１メートル未満は６区分し、

それぞれ激変緩和の措置を行っております。 

 次に、３ページの外径が1.0メートル以上のものも、激変緩和の措置を行っております。 

 次に、法第32条第１項第３号に掲げる施設、法第32条第１項第４号に掲げる施設、法第32条第１項

第６号に掲げる施設の占用料は、都と同額に改正しております。 

 次に４ページ目、道路法施行令第７条第１号に掲げる物件ですが、看板、標識、旗ざお及び幕と、

アーチ式工作物の車道を横断するものは都と同じ占用料に改正し、新たにアーチ式工作物のその他の

ものを追加し、次の令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号に掲げる工事用材料の置き場

につきましては号ずれの整理を行い、占用料は東京都と同額に改正します。次の令第７条第12号に掲

げる器具につきましては、号ずれの整理でございます。 

 次に、５ページの備考でございますが、第１項から第３項は電柱、電話柱、共架電線の説明を新た

に追加しています。また、第４項から第７項までは、文言の整理でございます。 

 最後に６ページの下段になりますが、附則でございます。第１項では、この条例の施行日は令和２

年４月１日とするものでございます。第２項は、改正後の本条例の規定は、この施行日以後に発生す

る督促状に係る督促手数料及び施行日以後の期間の道路の占用に係る占用料について適用し、施行日

前に発生した督促状に係る督促手数料及び施行日前の期間の道路の占用に係る占用料については、な

お従前の例によるものといたします。補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○【関口博委員長】 説明が終わりました。一括して質疑を承ります。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 済みません。大変失礼しました。 

 第60号議案、まず聞きたいと思います。備考のところですけれども、利用者のいない場合は無料開

放とするところですが、これ「駅前プラザに限る」を「北プラザを除く」という、これはどういう意

味なんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。ただいまの補足説明でもお話しさせていただいたと
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ころであるんですが、現状無料開放しているのが北市民プラザの談話室、音楽練習室、それと駅前プ

ラザの会議室、この２カ所だけだったんですけれども、いやいや、南プラザも無料開放すべきじゃな

いかということで考えました。表記上、ちょっとわかりづらいんですけれども、意図としてはそうい

うことです。 

○【藤田貴裕委員】 北プラザも引き続き利用したい場合は、無料で使えるということですか。 

○【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。 

 済みません。次は第68号議案について伺いたいんですけれども、これも別表なんです。他市に比べ

て値段的にはどのような改定をしたんでしょうか。従前他市より安かったと思うんですけれども、そ

れは他市と比べてどういう水準になったのか、済みません。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えいたします。主に今回のところで大きなものが、多摩川衛生組合に

搬入する処分料なんですけれども、こちらが当市は、国立市は27円という金額でして、こちらの構成

市である稲城市、狛江市、府中市に関しましては、ここは42円ということで、そこの水準に追いつい

たということでございます。以上です。 

○【関口博委員長】 １キロ当たりですね。 

○【中村ごみ減量課長】 １キロ当たりでございます。 

○【藤田貴裕委員】 合わせたということですね。よくわかりました。 

 それと第70号議案、第71号議案、それぞれ国立市の減収幅を教えてください。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。本条例の改正に基づく影響でございますが、２万8,000円

の減額を見込んでいるという、おおむねそのぐらいの金額を見込んでいるところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 済みません。第70号議案全体でどうなのかということと、第71号議案全体でど

ういうことなのか、ちょっと教えていただいていいですか。 

○【中島道路交通課長】 第70号議案の道路占用料徴収の減額になりますけれども、こちら影響額が

電柱と埋設管、こちらが主なものなんですが、これで大体2,400万円ぐらいになります。そのほかに

まだちょっと、昨年度実績で考えますと、足場だとか工事用の囲い、あと看板類、こういったものが

ございますので、全体では1,700万円から1,800万円ぐらいの減額というふうに考えてございます。 

○【清水環境政策課長】 失礼いたしました。改めまして第71号議案の影響額でございますが、こち

らのほうはやっぱり水路のところに係る電柱とか、電線とか、そういったものも対象になるんですけ

れども、２万8,000円ほどの減収を見込んでいるところでございます。 

○【高原幸雄委員】 １つは今回の使用料・手数料の見直しで、全体的に財政改革審議会、今後の検

討、財政改革の中で、ちょっといろいろ資料があるから埋もれちゃっているんだけれども、約3,000

万円の増額になるという数字が出ていますよね。先日各条例についていろいろ、ちょっと聞き取りさ

せていただいたら、今、例えば道路占用料の徴収の条例については減額もかなりあるということです。

それで、廃棄物の例の問題では、かなり事業者の単価がアップするということで、増額になるという。

そうすると、全体的に3,000万円という、その内訳はどんなふうになるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これ11本、全体でですね。この所管の委員会のところだけでよろしいでし

ょうか。（「いや、全体でいいです」と呼ぶ者あり）あっ、全体で。全体としては、総額でいいます

と大体4,500万円から4,600万円の増を見込んでおります。減になるものが、全体で、例えば市民総合

体育館条例につきましては約350万円の増、市民芸術小ホールの条例につきましては約50万円ほどの
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減、くにたち地域福祉館設置条例につきましては約２万円の増、市民プラザ条例につきましては約

1,378万円ほどの減、道路占用料につきましては、先ほどあったとおりでございます。また、特定公

共物管理条例についても、先ほどあったとおりでございます。都市公園条例、流域下水道処理場広場

条例ですが、マイナスの約60万円、くにたち福祉会館条例、これはあすの分ですが、約２万6,000円

の増、手数料徴収条例ですが、こちら約1,000万円の増、廃棄物の関係が全体で約5,140万円ほどの増

でございます。これ、今全て差し引きしますと、4,500万円から4,600万円ほどの増ということになり

ます。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 そこで非常に負担というか……（発言する者あり）どうぞ、はい。 

○【黒澤政策経営課長】 失礼いたしました。プラザ条例、先ほど私、1,300万円と申し上げたと思

います。失礼いたしました。これ137万8,000円の減でございます。失礼いたしました。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それで、廃棄物のほうの、何ですか、収入がえらい大きいんで

すけれども、これは主に、先ほど多摩川衛生組合の関係だとか、いろいろお話ありましたが、その事

業所が持ち込みで持ってくる場合の単価が非常に大きく上がったという話があるんです。それはどん

な、例えば事業所というと、国立市内で見ると個店の商店は個別に出しているわけですよね。すると

事業所というと、どういうところが対象になるんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 許可業者のほうに処理を委託している事業所というのが、日量10キログラ

ム以上のごみを排出する事業所が対象になっています。以上です。 

○【高原幸雄委員】 10キログラム以上の排出、日量10キログラム以上の事業所が対象だという言い

方なんだけれども、具体的に、例えば市役所だとか、どういうところがあるんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 市内でいいますと、許可業者に委託している業者が400業者ぐらいあるん

です。なので、ちょっと具体的にどこどこという形では申し上げられません。済みません。 

○【高原幸雄委員】 それはわかりました。業者が400も入っているということです。それはそれで

日量10キログラムですから、かなり多いということはわかるんです。それともう１つは、立東福祉館

の値上げの関係なんですけれども、これまで使用の仕方がちょっと、今まで普通の部屋割りと違う部

屋割りで使っていましたよね。それが今度の見直しの際に、狭い部屋も値上がりするというような関

係になっているんですけれども、それはなぜなんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。立東福祉館は小さな部屋１カ所、１カ所ですと、料

金そのままなんですけれども、２階の部屋です。それを一括で利用されようとしたときに、その広さ

がカテゴリーの中区分に該当してしまう、該当するということなので、そのときに関してだけは値上

げということで対応させていただいたということでございます。大会議室ですね、済みません。大会

議室の区分になったとき。 

○【高原幸雄委員】 大ですね。はい。そうすると、青柳福祉センターもそういうことですかね。 

○【三澤まちの振興課長】 はい。青柳福祉センターの児童ホールにつきましては、単独で今まで中

区分だったかと思うんですが、面積上65平米ございますので、大区分となったということでございま

す。以上です。 

○【小川宏美委員】 まず市民プラザのところを聞かせてください。建設環境委員会資料№80を見て

おります。よろしいでしょうか。これが一番見やすかったので、済みませんが。10ページのところで

すけれども、北市民プラザですね。これは適正価格に合わせて、それぞれ、今私はホール大というと

ころを見ておりますが、かなり下がります。下がるのはいいんですけれども、値上げをするときには



－ 52 － 

かなり丁寧な説明が必要と同時に、下がるときなんです。これまで、例えば午後、夜間3,000円払っ

ていた方が600円下がると。そのときにも私は、なぜじゃあこれまで3,000円取っていたんだという説

明というのは必要だと思うんですが、そういったところへの配慮、どう考えていらっしゃいますでし

ょうか。配慮じゃないですね、説明の仕方。 

○【三澤まちの振興課長】 当時の料金設定が今回のように原価計算という形ではなくて、先行する

施設の料金に合わせて設定したということがあったようでございます。ただ今回はそれをそうではな

くて、原価計算から出したということで、そもそも根拠が違うということで差が出てきているという

認識でございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 ただ、原価計算を出していなかったというのは、言ってみれば行政の怠慢とい

うか、そうも言われかねません。それで今そういうふうにしてみたので下がりますというのでは、ち

ょっと説明が足りないのかなと思いますので、この辺のところは下げるということで喜ばれて利用が

ふえればいいんですけれども、そういう質問があったときへの御回答は、今よりはもうちょっと丁寧

にお願いしたいと思います。 

 続きまして、第67号議案の地域福祉館のところなんですけれども、建設環境委員会資料№80の７ペ

ージでございます。先ほど高原委員の質疑によって、この地域福祉館における立東と青柳福祉センタ

ーの値上げによって、料金改定によって、効果額は２万円とおっしゃったんでしょうか。それでよろ

しいでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 おおむねその程度でございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 それで、北３丁目のくにたち立東福祉館なんですけれども、集会室も上がりま

すよね。これは中区域に、面積上、中、25から40平方メートルのところに当たるわけなんですけれど

も、この集会室、値上げするところの稼働率というか、利用状況はどうなんでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 恐れ入ります。全体ということになりますが、立東福祉館の利用率は

19％程度でございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 それで、では今の中、集会室のことを言いました。談話室なんですけれども、

ここが、示してくださった資料を見ますと、適正価格が322円なんだけれども、今もう既に400円いた

だいている。ここはやはり50円でも下げる、あるいは300円にすべきかなと、このデータの出し方を

見ると思います。特にこの立東福祉館など、そういうふうに考えるんですけれども、50円下げない、

あるいは100円下げられない、ここのところの理由はどのように説明なさいますか。 

○【三澤まちの振興課長】 面積に純粋にスライドさせて料金を設定するとどういうことが起きるか

というと、大きい部屋はより高く、小さい部屋はより安くなるということで、特に大きい施設に対し

ては影響が大きいということですので、それぞれ緩和したということでございます。小さいところは

下げ幅を緩和して、大きいところの上げ幅も同時に緩和して、なるべく使いやすい施設を目指そうと

いうことで料金設定をいたしました。以上です。 

○【小川宏美委員】 それで２万円の効果額を出す、この市民地域福祉会館なんですけれども、例え

ば今の集会室、19％の稼働率のところを200円上げて、400円のところを600円にする。500円のところ

を200円上げて700円にすると、利用状況はどのようになると推定していますか。 

○【三澤まちの振興課長】 現状、立東福祉館を有料で利用されている団体というのが、おおむね５

団体程度です。多くは減免の団体があるということで、その金額によって使わなくなってしまうとい

うことは、事前に説明もしておりますので、そういった影響はないんじゃないかというふうに見込ん
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でおります。以上です。 

○【小川宏美委員】 はあ、そうですか。５団体で、利用しないということはこの先もないだろうと

いう見込みの中での値上げ、説明をしたときに200円、かなり上がるわけですよね。そのことに対し

て御意見はありましたか。 

○【三澤まちの振興課長】 事情を含めて御説明させていただいておりますので、特段その反対とい

ったようなお話は聞いておりません。以上です。 

○【小川宏美委員】 青柳福祉センターに関しても、同じようにお声は聞いていますか。 

○【三澤まちの振興課長】 青柳福祉センターはまた事情が別でして、減免団体に利用いただいてい

るんですが、ここ数カ月さかのぼっても、有料で児童ホールを利用しているというケースはなかった

ということでございまして、指定管理者のほうからも特段その反対の声ということはございませんで

した。以上です。 

○【小川宏美委員】 わかりました。では次の、別のところに行きます。 

 都市公園条例ですので、第73号議案ですね。ここなんですけれども、ここもかなりの、今回改定に

なります。ここは一番大幅な動きがあるところでしょうか。理想とする適正価格と今回の改定料金が

かなり違いますけれども、この辺のところはもう早くからこのように気づいていたんでしょうか。あ

るいは今回、改めてこのように値段が変わらざるを得ないような状況になったのでしょうか。伺いま

す。 

○【清水環境政策課長】 この改定は、やはりこの基本方針が示されまして、その見直しに基づいて

原価計算して算出したということで、そこでわかったということでございます。 

○【小川宏美委員】 そうしますと、例えば現行料金をいただいているこの金額というのが、かなり

決めるときに、決定のときにずれていたというか、そのことを今どのように認識していますでしょう

か。 

○【黒澤政策経営課長】 こちら過去に、行革の一環のときに1.5倍したという経緯がありました。

それが平成20年前後だったかと思います。済みません、ちょっと今手元にないんですけれども、その

とき行革の一環で1.5倍にしたと。もともとあった料金に単純に1.5倍掛けてさせていただいたという

ことがございます。で、今回については、全庁的に原価計算を基礎とした見直しを行った結果、もと

の金額程度まで下がったということでございます。 

○【小川宏美委員】 はい、わかりました。では適正な見直しをしたということで受けとめておりま

す。 

 最後です。ごみ、事業系のごみ処理の手数料のところですけれども、10月に説明文の送付をして、

説明会を行ったということでした。事業所から、今回15円上がって55円になることに、説明会などで

は意見としてはどんな意見が出たのでしょうか。伺います。 

○【中村ごみ減量課長】 説明会のほうでは、具体的にいつから実施するのかということですとか、

あと事業者によって、生ごみを処理する場合に、事業所で処理する場合に、生ごみ処理機、これが実

際にはどの程度稼働できるのか、実際に減るのかどうかというような、そういった具体的なお話がご

ざいました。以上です。 

○【小川宏美委員】 それに対してどのように答えたんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 そのお話は市役所のハーベストでそういった処理機を使っていまして、そ

の状況についてハーベストに聞き取りしまして、お答えしています。以上です。 
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○【小川宏美委員】 済みません。それが役に立ったんでしょうか。その事業系の事業所さんたちに。 

○【中村ごみ減量課長】 その処理機をもともと使っているというのをその事業者さんは知っていま

したので、実態としてどうなんだということでお答えさせてもらっています。で、実態としてはハー

ベストで発生する生ごみをその機械を使って減量しているということで、お答えさせていただいてお

ります。以上です。 

○【香西貴弘委員】 第74号議案を用いて確認させていただければと思います。何も第74号議案だけ

ではなく、あらゆるもので備考のところに結構入っている条文なのかなと思うんですけれども、「国

立市外の者（市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者をいう。以下同じ。）が使用する場合

の使用料の額は、当該使用料の1.5倍の額とする」ということで、差をつけるということは、もうこ

こは結構いろいろなところに入っているのかなと思うんですが、この場合、基本的にはその団体とか

の所在地、もしくはその代表が基本的に国立市である、もしくはではないというところで、１つ判断

をされるということになるんでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 この公園の利用申し込みについては、登録している団体の申請者等が予約

されているということの中で、そういった市内、市外、そこでわかるようなものとなっております。

以上でございます。 

○【橋本生活環境部長】 まさに今、質疑委員さんがおっしゃったように、会社だとするとその所在

地がどこにあるか、また、サークル的なものですと非常にどうなんだというのがありますので、その

中で市内の方がいれば、市内の方が申し込めば市内料金にもなってくるというふうな中の整理の中で

ですね。ですから、ある程度聞き取りをしながら、市内、市外というのの整理というのはしていると

ころでございます。 

○【香西貴弘委員】 あと済みません。同じく備考のところに、使用者が金品、入場料、出店料その

ほかこれらに類するものを徴収する場合の使用料の額は、当該使用料の３倍の額とするという、これ

は別に改正云々ではないと思うんですけれども、既にあるやつですよね。ただ、基本額が変わるので、

今ちょっと質疑させていただいているんですけれども、結局ある場所で出店料そのほかを取る場合は、

例えば1,000円だとすれば、その3,000円の使用料を払ってくださいねという、そういう意味ですか。 

○【清水環境政策課長】 はい。お見込みのとおりでございます。そのとおりでございます。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。その使用料をどう徴収していくかというのによっては、すごい

何か、いい土地の利用の仕方になるのかなというふうに何となく想像した次第です。それはそれとし

て、申しわけございません。 

 あともう一点、済みません。道路交通関係になるんですか、先ほどの第70号議案のところでござい

ますが、先ほど1,700万円から1,800万円ぐらい減額になるよということを言われておりました。ちょ

っと極端に上がること、また極端に下がることというのは、下がるのはいいじゃないかと言う人もい

るかもしれないですけれども、いわゆる経営する側からしてみると、決していいことではないんだろ

うなと思うわけであります。今回この1,700万円か1,800万円ぐらい減額になりますということに関し

て、ちょっと答えづらい部分もあるかもしれませんけれども、痛手ですよね。どうなんでしょう、正

直なところ。 

○【中島道路交通課長】 道路占用料の９割を大体占めるのが東京電力、ＮＴＴ、東京ガスといった

ところでございます。昭和50年にこの徴収条例できまして、当初は国、東京都、市、同じ区分で、金

額についても固定資産税評価額、そういったものを基準として算出しておりました。途中バブルのこ
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ろから料金が上がるほうにだけ改定をしていって、大体３年に一遍ぐらい改定していたんですけれど

も、それがずっと続いていたと。で、平成10年ぐらいから徐々に地価が下がってきて、本来であれば

値下げをしていかなければいけないというような状態でございました。それを20年ぐらいですけれど

も、逆に電柱の類ですね。こちらについては値上げをしなければいけなかったんですけれども、そち

らもあわせて、ちょっと事業者さんといろいろやりとりをしながら今日まで来て、見直しの基準がこ

こでできたというところで業者と話す中で、区部の実績の多いものについては２分の１というような

形でやるということで決めたということでございます。 

○【香西貴弘委員】 激変緩和措置もしているということもあろうと思いますが、やはり減額になろ

うと増額になったとしても――増額ということは結果的に負担を強いるということだと思いますので、

例えば２段階で変えていくとか、そういうようなことというのはなかったんですか、考え方としては。 

○【中島道路交通課長】 先ほどちょっと言いましたように、バブルがはじけてからですけれども、

大分財政的に厳しい状態でございましたので、ちょっとなかなか減額することに対して理解が難しか

ったというところもございまして、実質もらい過ぎていたというところもございまして、そこで、こ

こであえて見直しをしたというところでございます。 

○【香西貴弘委員】 では最後に、全般として黒澤課長にお聞きしたいんですけれども、今回の増減

いろいろありつつも、結果的に3,000万円、約3,000万円でしょうか……（「4,500万円」と呼ぶ者あ

り）プラスになってくるのかなと思うんですが、4,500万円ですか、失礼いたしました。4,500万円に

なるということだと思うんですけれども、結果としてそうなったということなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは本当にやってみるまで、正直わからないところからスタートいたし

まして、結果として4,500万円の増収となったということでございます。 

○【香西貴弘委員】 いずれにしましても、財政プランのための１つの重要な、何ていうんでしょう、

１つの結果というか、効果を出すための方法なのかなと思います。その点は私自身は理解をしており

ます。ただ、やはり今後、先ほどの話ではないですけれども、ちょっと極端な形に極力ならないよう

に、やはり順次見直しをするときはするということなのかなと思います。その点よろしくお願いいた

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、質疑を打ち切り、一括して討論に入ります。石塚委員。 

○【石塚陽一委員】 第60号議案くにたち市民プラザ条例の一部を改正する条例案より、第74号議案

流域下水道処理場広場条例の一部を改正する条例案までの７つの議案について、賛成する立場で討論

します。 

 この利用料・手数料の見直しは、行政サービスとして市民に還元するものとしての考え方もありま

すが、世の中では絶えずサービスの質の向上を求める動きもあることは事実です。しかし、厳しい経

済社会の中では、そのサービスを享受する立場の方々にも、それ相応の負担を求めることも考えなけ

ればならないものと私は考えます。そのような発想からすると、受益者負担という課題も提起され、

今の行政のあるべき道として、限りある税の使い方から原価計算されて今回の上程された各条例案の

全てを賛成といたします。 

○【高原幸雄委員】 第60号議案から第74号議案までの中で、第67号議案については反対、それ以外

の議案については賛成の立場で討論いたします。 
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 今回の使用料・手数料の見直しについては、私たちは本来市民に負担を求めるべきではない、新た

な負担を求めるべきではないということで検討してきましたけれども、実際に市民負担としてかかる

部分が福祉会館の使用料、あるいは市役所の窓口の手数料、こういうことが総務文教委員会のほうに

条例案としては提案されておりますが、ほかの大きな部分で、例えば道路占用料の問題ですとか、そ

れからごみ手数料の問題も、一般家庭の、いわゆる家庭ごみ、それから、その他のごみについては今

回値上げということにはなっていないということで、事業系ということで、これはやむを得ないとい

う部分があるということの判断の中から、それから流域下水道処理場の広場の問題では、サッカー場、

野球場については減額をすると、こういうような内容が入っておりますので、第67号議案については

反対ですけれども、それ以外は賛成をしたいと思います。 

○【藤田貴裕委員】 済みません。ちょっと１個ずつやりますので。 

 第60号議案については賛成の立場で討論したいと思います。随分規模の大きい値下げであります。

ちょっと心配するところはありますが、稼働率もよくないところが入っていると思いますので、これ

で多くの方に利用していただければと思います。 

 第67号議案については反対の立場で討論いたします。地域の市民が使っている施設でありますので、

こちらについては値上げをしなくてもいいかと思っております。 

 第68号議案については賛成の立場で討論いたします。これは構成市と合わせるということで、よろ

しいのかなと思います。 

 第70号議案と第71号議案については反対の立場で討論したいと思います。何かと電力ですとか、ガ

ス等の自由化があって、気持ちはわかりますけれども、一応託送料金は取れるぞということでありま

すし、託送料金を取るというのは大手の事業者ですね、国立市の貴重な財源でありますので、こちら

には反対をいたします。 

 第73号議案と第74号議案については、子供たちも使う施設ということで値下げについては賛成いた

します。以上です。 

○【小川宏美委員】 第60号議案から第74号議案のうち、特に第67号議案を反対しようと思って質疑

したんですが、地域の方で利用する方々からのお声としても、どうやら反対ではない、そしてこの今

回の改定、市としてはマイナスも含めて、そこも覚悟の上で丁寧な判断プロセスを進めてきたことが

よくわかりましたので、第67号議案も含めて全部賛成といたします。 

○【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。 

 まず、第60号議案についてお諮りいたします。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。 

 続いて、第67号議案についてお諮りいたします。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。 

 続いて、第68号議案についてお諮りいたします。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。 
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 続いて、第70号議案についてお諮りいたします。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。 

 続いて、第71号議案についてお諮りいたします。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。 

 続いて、第73号議案についてお諮りいたします。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。 

 最後に、第74号議案についてお諮りいたします。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(12)第７２号議案 国立市道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条 

            例案 

○【関口博委員長】 第72号議案国立市道における道路構造の技術的基準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。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 それでは、第72号議案国立市道における道路構造の技術的基準に関する

条例の一部を改正する条例案について補足説明いたします。建設環境委員会資料№72の国立市道にお

ける道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例案の概要についてと、建設環境委員会

資料№73の本条例の新旧対照表を配付してございますので、御用意願います。 

 それでは、建設環境委員会資料№72の資料を用いて御説明させていただきます。 

 １の条例改正の背景です。本来自転車専用の通行空間を確保する必要があるにもかかわらず、自転

車道に必要な幅員（２メートル以上）を確保できない等により、これを整備できない状況がございま

した。他方、近年では道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯（幅員1.5メートル以上）の設置が

進んでおり、自転車関連の交通事故数の減少や、道路利用者の不安感の低減等の効果が確認されてお

ります。このような背景のもと、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の

部分として、自転車通行帯に関する規定を新たに設けることにより、新たに整備する道路における自

転車通行帯の設置の推進を図るため、道路構造令の一部が改正され、平成31年４月25日から施行され

ました。この参酌すべき国の基準が改正されたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 

 ２、条例改正の概要でございます。(1)は条例第８条の２、自転車通行帯の新設関係です。今、背

景の中でお話しいたしました自転車通行帯を新たに規定し、自転車通行帯の設置要件を規定するもの

でございます。また、自転車通行帯の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車通行帯と同様の1.5メ

ートル以上とし、地形状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.1メートルま

で縮小できることとします。(2)は条例第９条、自転車道の設置要件関係です。自転車道の設置要件

として、自動車の「設計速度が１時間につき60キロメートル以上であるもの」を追加し、安全かつ円

滑な交通を確保するため、自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設け

るものとします。 
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 次に、建設環境委員会資料№73の本条例の新旧対照表についてをごらんください。こちらは今御説

明した内容のほか、自転車通行帯の規定を設けることに伴う文言整理を含めた条例改正の内容を、新

旧対照表にまとめたものでございます。 

 最後に付則でございますが、第１項は、この条例は公布の日から施行するものでございます。第２

項は、この条例の施行の際、現に新設または改築の工事中（新設または改築の工事の設計に係る契約

を締結したものを含む）の道路については、改正後の第８条の２並びに第９条第１項及び第２項の規

定にかかわらず、なお従前の例によるものでございます。補足説明は以上でございます。御審査のほ

どよろしく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(13)第７５号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案 

○【関口博委員長】 第75号議案国立市下水道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。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 第75号議案国立市下水道条例の一部を改正する条例案につきまして補足

説明いたします。本条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に差別され

ないよう、指定下水道工事店及び責任技術者の欠格条項の見直しを行うため、条例の一部を改正する

ものでございます。建設環境委員会資料№88の本条例案の新旧対照表を配付してございますので、御

用意願います。 

 それでは、建設環境委員会資料№88の新旧対照表にて御説明させていただきます。 

 第６条の２は平仮名の「もの」を漢字の「者」に改めるものでございます。 

 第６条の４第１項は、「工事業者」を「者（法人にあっては、その代表者）」に改めるものでござ

います。第１号は、現行条例の第１号を第１号と第２号に分け、第１号を「破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者」に改め、第２号は「精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業

を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」に改める

ものでございます。現行条例の第６条の４第１項第２号は、責任技術者の登録取り消し対象者が、法

人では対象者が代表者に限られていることから削除いたします。第３号は「指定下水道工事店が」を

削除し、「指定を取り消されてから」の前に「指定下水道工事店の」を加え、また「場合」を「者」

に改めるものでございます。第２項の規定に該当する場合で、当該指定下水道工事店が法人であると

きは、その代表者に「該当する者（法人の代表者に限る。）」に改めるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。第６条の５は、「前条第１項第１号」を「前条第１項第１号もしく

は第２号」に改めるものでございます。 
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 第８条第２項第１号は、「成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権していない者」を

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と改め、第２号「精神の機能の障害により責任技術

者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者」

を加え、また、第２号を第３号に改め、「としての登録を」の前に「（東京都下水道条例（昭和34年

東京都条例第89号）第７条の７に規定する排水設備工事責任技術者をいう。第４項において同

じ。）」を加え、第３号を第４号に改めるものでございます。 

 次に３ページでございます。第８条の３は、「同条第２項第１号もしくは第３号」を「同条第２項

第１号、第２号もしくは第４号」に改めるものでございます。 

 第12条及び第29条は、平仮名の「もの」を漢字の「者」に改めるものでございます。 

 最後に４ページでございますが、付則といたしまして、第１項、この条例は公布の日から施行する

ものでございます。第２項、この条例の施行の日前に改正前の第６条の５第１項の規定により行われ

た指定の取り消し、及び改正前の第８条の３第１項の規定により行われた登録の取り消しの効力につ

いては、なお従前の例によるものでございます。補足説明は以上でございます。御審査のほどよろし

く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。 

 ここで休憩に入ります。 

午後３時４６分休憩 

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

午後３時５９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。 

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

 議題(14)第７７号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

○【関口博委員長】 第77号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、建設環境

委員会が所管する歳入、衛生費の一部、農林費、商工費、土木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５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５ページをお開きください。 

 「第２表 債務負担行為補正」のうち、建設環境委員会の所管するものは追加が４件です。旧国立

駅舎まち案内業務委託料については、旧国立駅舎で行うまち案内業務に関し、期間が令和元年度から

令和２年度まで、限度額を1,657万6,000円とする債務負担行為を追加するものでございます。次の旧
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国立駅舎開設式典業務委託料については、旧国立駅舎の開設式典に関し、期間が令和元年度から令和

２年度まで、限度額を125万1,000円とする債務負担行為を追加するものでございます。次の旧国立駅

舎オープニングイベント補助金については、旧国立駅舎の開設に合わせて行うオープニングイベント

に関し、期間が令和元年度から令和２年度まで、限度額を200万円とする債務負担行為を追加するも

のでございます。最後に、城山公園都市計画変更図書等作成業務委託料については、都市計画変更の

手続の際に必要となる図書等を作成するため、期間が令和元年度から令和２年度、限度額を325万

4,000円とする債務負担行為を追加するものでございます。 

 次に「第３表 地方債補正」は、変更が２件となっております。国立駅周辺道路整備事業、都計道

３・４・10号線整備事業ともに歳出の補正予算に対応し、起債限度額を増減するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。14ページ、15ページをお開きください。款14国庫支出金、

項２国庫補助金は、国立駅周辺道路等整備事業に係る歳出の補正予算に対応し、社会資本整備総合交

付金（道路整備分）を増額するものでございます。 

 款15都支出金、項２都補助金は、国立駅周辺道路等整備事業に係る歳出の補正予算に対応し、市町

村土木費補助を減額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21市債、項１市債は、歳出の補正予算に対応し、国立駅

周辺道路整備事業債を減額し、都計道３・４・10号線整備事業債を増額するものでございます。 

 続いて、歳出の補足説明をいたします。なお、項目が多い科目につきましては、主なものを御説明

いたします。 

 46ページ、47ページをお開きください。款４衛生費、項１保健衛生費につきましては、最下段から

になりますが、決算見込みにより公害対策費に係る職員人件費等を増減するものでございます。 

 48ページ、49ページをお開きください。項２清掃費につきましては、決算見込みにより、環境セン

ターに係る光熱水費や、施設業務委託料を減額するものでございます。 

 52ページ、53ページをお開きください。款６農林費、項１農業費につきましては、職員構成の変動

等により、職員人件費等を増額するものでございます。 

 54ページ、55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、決算見込みによ

り、職員人件費等を増減するものでございます。 

 56ページ、57ページをお開きください。款８土木費、項１土木管理費につきましては、決算見込み

により、職員人件費等を増減するものでございます。 

 58ページ、59ページにかけてが、項２道路橋梁費です。国立駅周辺道路等の整備に関し、地権者と

の協議継続により、年度内の用地買収が困難となったことから、道路用地買収費を全額減額するほか、

北第１号線の整備に関し、占用企業者との調整により、設計及び工事の実施時期を前倒しする必要が

生じたため、電線共同溝設置に伴う引込連係管路設置工事負担金を追加するものでございます。 

 60ページ、61ページにかけてが、項３都市計画費です。都市計画道路３・４・10号線の整備に関し、

占用企業者の工事内容に変更が生じたことにより、電線共同溝設置に伴う引込連係管路設置工事負担

金を増額するほか、旧国立駅舎特設サイト開設業務委託料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。

小川委員。 
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○【小川宏美委員】 幾つか質疑させてください。 

 補正予算書５ページ、債務負担行為補正です。追加された部分ですけれども、旧国立駅舎まち案内

業務委託料、先ほども条例で審査がありましたが、ここの1,657万円というのは、業務委託、中身を

教えていただけますか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 こちら、まち案内業務委託といたしましては、まち案内業務、旧国

立駅舎のまち案内業務につきまして委託をするものでございます。内容といたしましては、まち案内

人ですね。まち案内人の案内ですとか、あとは物品販売を行うことによる業務、こういった業務につ

いて市で直接行うのではなくて、民間団体に委託をお願いするというような内容でございます。以上

です。 

○【小川宏美委員】 これは大体何人を想定した金額なんでしょうか。また、まち案内人というのは

コンシェルジュみたいな人を頼むということですか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 はい。まち案内人の考え方といたしましては、ちょうどnonowaのコ

ンシェルジュと同じようなイメージを持っていただくと一番わかると思うんですけれども、観光名所

に観光案内するのではなくて、いわゆるまちのあらゆることについて、市民の方、または来訪者の方

に案内したり、あとは案内するだけではなくて、一緒に何か提案をしたりとか、それだけではなくて

いろいろな市の情報ですとか、あとは交通情報なんかもお知らせをするというような雑多な――雑多

と言っては失礼ですけれども、いろいろなまちの幅広い情報をお伝えするというコンシェルジュとい

うか、案内人というか、そういった形になろうかと思います。 

○【小川宏美委員】 とても大事な人がここに立つんだなと思います。ここのイメージや印象、どの

ような内容をちゃんとお伝えするかということが、非常に大切ですよね。委託する先というのはめど

がついているんでしょうか。市の担当者がやる、ともに付き添うのがとてもよいと思いますが、きち

んと進めていただきたいと思います。 

 その下の125万円と、その次のオープニングイベント補助金ですが、１つは式典を委託するんです

ね。もう１つは補助金としてオープニングイベントを打つという、この中身を教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 開設式典業務委託料と、旧国立駅舎オープニングイベント補助金の

中身です。旧国立駅舎開設式典業務委託料につきましては、いわゆる開業式典、例えば案内状の作成

ですとか、発送、あと会場設営、テープカット、あとは音響設備、当日スタッフ等々、いわゆる本当

に一般的な式典です。会場式典ということを想定しています。そのものを委託するというような形に

なろうかと思います。逆にイベントの補助金につきましては、実際に市内商工業者様を中心とした実

行委員会をもうすぐ立ち上げる予定でおりますので、そちらの実行委員会を中心に、国立駅周辺をに

ぎやかしの、お祭りのようなイベントを開催するに当たりまして、実行委員会に補助金を支出すると

いうような内容となっております。 

○【小川宏美委員】 それでは先日からスタートしているといいますか、公募して進めている運営協

議会ですか、そことは別に、また実行委員会を商工業者の人は立ち上げるわけなんですね。それはい

つスタートするんでしょうか。何か初めて聞くので、ちょっとびっくりです。 

○【門倉都市整備部長】 今ちょっと御質疑の内容が、先週応募したという……（「先日、12月から

スタートしている」と呼ぶ者あり）連絡会の話……（「運営協議会かな。旧駅舎の」と呼ぶ者あり）

わかりました。済みません、失礼しました。まず旧国立駅舎を、要するに管理運営をしていくという

ことの中で、市民公募させていただいて全12名ということで、今12月から、これは連絡会という形を
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とって、どんなイベントを打ったらいいかだとか、どんな企画をしてまちのにぎわいを創出するだと

か、そういったところを話し合っていただくための、市民が参加する中での協議会、連絡会というも

のをまず立ち上げたということが１つございます。 

 今回のその実行委員会というのは、この旧国立駅舎が４月にオープンをするということの中で、そ

こでのオープニングのイベント、これをまちの中でにぎわかしというんでしょうか、地元のほうの商

工関係者の方がまず中心となって実行委員会を立ち上げ、市のほうもそこに役員といいましょうか、

そういったところで参加をさせていただくんですけれども、こういったものが近日中に立ち上がると

いうことでございますので、そこで行われるイベント等に補助金としてこの200万円ということを充

てて、イベントを盛り上げていきたいということの内容でございます。以上です。 

○【小川宏美委員】 運営協議会のほうも商工業者が入っていますし、こちらの近日中に立ち上がる

実行委員会も商工業者ですると。先ほど市長もちょっとおっしゃいましたけれども、市民がこれを、

オープニングイベントって、皆さん待っていると思うんですが、市民には周知はなされていないです

よね。どういうふうになっているんでしょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 その市民への広報ということですけれども、今後、今お話しした、

いわゆるオープニングイベント、開設の式典、あとは駅周辺のイベント、あとはもう１つは市民参画

型のオープンキャンパスというイベント、この３層構造で考えてございます。この３つを一括して市

のほうで、旧国立駅舎のオープンの前に、旧国立駅舎オープンに当たり、この３層構造で旧国立駅舎

の開業をお祝いします、市内全域でお祝いしますというような形で、今後広報していくというような

スケジュールでおります。以上です。 

○【小川宏美委員】 はい、わかりました。３層構造といっても、商工業者たちというか、実行委員

なので当然かもしれませんが、有償で補助金が出ると。あとの２層というのはあれですか、それぞれ

ボランティアでやっていただくと。その辺のところが本当に広く開かれたものであるようにするよう

にしてください。今回突然補正で出て、また運営協議会が立ち上がって、今度は実行委員会、商工業

者が開くというのが、ちょっと本当にコントロールがきちんとできるようにしてください。同じよう

な重なった人たちがずっとやっているというふうになりますと、非常にまたオープン性が低くなりま

すし、そこのところはどうぞ……（発言する者あり） 

○【門倉都市整備部長】 済みません。ちょっと整理をさせていただくことがあってあれでした。先

ほど実行委員会形式だとかといろいろお話ありましたけれども、まずこの３層構造の話からちょっと

させていただきたいと思います。３層構造、まずここで上がっている債務負担の関係ですね。これで

いくと、まずオープニングセレモニーということがまず１つ、だから３層構造というのは３つの事業

がありますよということで、それを３層で１つの事業、オープニングを迎えたいということなんです。

まず１層目としてみれば、オープニングをどのように迎えるかということがありますので、これは本

当にセレモニーです。今までお世話になった方々をあそこの旧国立駅舎に集めて――集めてというか

お招きして、失礼しました。そこでまずお祝い事としてテープカット等をやるということが、これが

１つのセレモニー、そこにかかる経費としての百二十数万円をここでまず計上させていただいている、

これが１つ目、１層目です。 

 もう１つの２層目というのが、やっぱりその周辺で商工関係者の方がいらっしゃいますので、そう

いった方々からもぜひオープニングに合わせてお祝いをしたいということの発起といいましょうか、

そういうのがございましたので、そこに対して私どものほうも、さっき済みません、私役員なんてい
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う言い方をしてしまいましたが、実行委員会形式ですので、事務局として市のほうも参加をさせてい

ただく中でこれを盛り上げていくということです。その実行委員会の中では、まだ委員が固まってい

るわけではございませんで、これから立ち上げるんですけれども、幅広くいろいろなところにお声が

けをさせていただいて、何というんでしょうか、呼応していただいた方というんでしょうか、御協力

いただいている方とともに、一緒にこのお祭りということで祝祭をしていきたいということが、その

２点目でございます。このことに対しまして、市のほうから補助金として200万円ということで、こ

こで掲載をさせていただいているということです。 

 そのもう１つの３層目のところなんですけれども、これは市報12月５日号で国立を１つの大きなキ

ャンパスにするということでの、これから12月15日、17日にちょっと説明会のほうをさせていただく

んですが、その広報をさせていただきました。これは駅周辺だけではなくて、国立市の、例えば駅も

３つありますので、富士見台のほうですとか、あと南部地域、こういったところでさまざまな活動を

されている方がいらっしゃいます。その方々にもお声がけをして、オープンの記念の式典を一緒に迎

え、週間になるのか、月間になるのかといったところもございますけれども、その取り組みをまず一

緒に共有する中で、情報の共有をさせていただきながらまちをつないでいくというようなところも一

緒にやっていきたいと考えています。このことにつきましては、御協力をお願いするということの立

場もございますので、イベントに対する助成ということではなくて、ふだんやられていることをやは

りここで御紹介をして、まちをつなげていくために活動を共有するというんでしょうか、そこでまた

新たな出会いが生まれて、活性が生まれ、まちがめぐっていってということのほうに、私どもつなげ

ていきたいなと思っています。 

 ちょっと話が長くなりましたが、そういった３層で旧国立駅舎のオープンを迎え、それ以降もどん

なことができるのかといったところをみんなと一緒に話し合いながら、年間を通じてどんなことがで

きるのかといったことも含めて、また話し合いをさせていただきながら、企画もさせていただければ

なと思っているところでございます。済みません、長くなりましたけれども、以上です。 

○【小川宏美委員】 よくわかりましたが、そういう説明なら何か１枚説明の紙があったりするとい

いなと思いました。本当に大事なことですので。式典にお金がかかるのはわかりますが、イベントを

行う団体というか、集団にはお金が出て、市民にお金を払えと言っているのでは決してないので誤解

なくいただきたいんですけれども、そこは紹介していくということでしたが、何かこの200万円の支

出のあり方が、きちんと説明のつくものであって、開かれたものであることをお願いしたいと思って

おります。 

 ではもう一点だけ、やはり同じように61ページです。旧国立駅舎管理運営事業費として、今回旧駅

舎の特設サイトを開設されるということです。167万円、システム業務等の委託をしていくんですけ

れども、これによってかなり情報は市民に広く伝わるものになる、そのための委託料なんでしょうか。

また、その下の配布等、配布委託料は25万円ではありますけれども、これも同じように、どのような

中身なのか教えてください。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 まず、旧国立駅舎の特設サイトのお話になります。こちらは旧国立

駅舎の利用ですとか、あとは来館を検討する方々に施設の利用方法、または予定されているイベント

情報、旧国立駅舎の成り立ち、あとは文化財としての価値、こういったものをわかりやすく伝えまし

て、旧国立駅舎にお越しいただけるような、そういった形のデザインですとか、あとはページ構成、

そういったものをすることによって、市のホームページとは別に旧国立駅舎に特化した特設ホームペ
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ージのサイトを作成する委託になろうかというような形になります。 

 ２点目の配布ですね。配布の委託につきましては、こちらは旧国立駅舎の開業をできる限り多くの

市民の方に知っていただくため、先ほど部長がお話を、答弁させていただいたと思うんですけれども、

３層構造の３つのものを総括しまして、そちらのオープニングイベントが掲載されましたＰＲチラシ

を市報、こちらに折り込み、全戸配布をするというような委託となろうかと思います。以上です。 

○【香西貴弘委員】 先ほどの小川委員の質疑に対しての旧国立駅舎まち案内業務委託料について、

人数というのは結局お答えしていましたっけ。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 大変失礼いたしました。シフト制におきまして、常時２名を想定し

ております。以上でございます。 

○【香西貴弘委員】 済みません。全く違うところでございます。53ページでしょうか、款６農林費、

項１農業費、目２農業総務費、ここで職員人件費等ということで、４人ということになっているんで

すが、ここに関しては結局４人の職員をどういうふうになったということで、このような形になるん

でしょうか。 

○【平職員課長】 人件費につきましては、毎年予算編成時の１月の職員配置と、あと給与をもとに

さまざま勘案した上で予算をつくっております。その予算編成後に人事異動等必ずございますので、

そこで人件費の高い職員が安い職員のあとに異動したり、あとは病休、育休とかで給与の支払いがな

くなったり、もしくは退職、もしくは採用ということで人件費の支出の内容は変わってくると。そう

いった要因が年度中必ず起こりますので、毎年12月にその現行の職員配置にて予算を適切な費目に振

り直すと。その作業をさせていただいております。ここの農業総務費につきましては、４月の定期の

人事異動等で職員の構成が変わりまして、その職員の差額でこのような形で出てきているということ

になります。以上です。 

○【香西貴弘委員】 わかりました。そういうことはよくあると。定期的にあるということですよね。

承知いたしました。 

 あともう一点、済みません。59ページ、土木費の中の道路新設改良費のところの国立駅周辺道路等

整備事業費、先ほどちょっと御説明あったと思うんですけれども、やはりマイナスになっているとこ

ろで一番大きいのはここかなと思いましたので、念のため１億2,148万円の減ということの理由をま

た教えていただければと思います。 

○【佐伯工事担当課長】 道路用地買収費の１億2,148万円の減額の理由ということでございます。

こちらにつきましては東第１号線、それから西第１号線のＪＲの土地を用地買収する予定でございま

すが、こちらについてＪＲとの調整が整わないことから、全額減額するというものでございます。 

○【香西貴弘委員】 やはり相手があってのことということで、こういう、何というんでしょう、予

算としては入れたけれども、結果的にそれは実らなかったと。今期実らなかったと。来年また目指し

てやっていくということでよろしいんですかね。 

○【佐伯工事担当課長】 引き続きＪＲのほうとは交渉を続けていきたいと思います。 

○【関口博委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、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。 
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 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(15)第７９号議案 令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案 

○【関口博委員長】 第79号議案令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案を議題

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79号議案令和元年度国立市下水道事業特別会計補正予算

（第２号）案について補足説明いたします。 

 それでは、１ページをお開き願います。第１条でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,609万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億

5,014万4,000円とするものでございます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。歳入でございます。款６繰入金、項１一般会計繰入金、目

１一般会計繰入金、1,609万8,000円の減額でございます。これは財源調整により減額するものでござ

います。 

 続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。12ページ、13ページをお開き願います。款１下

水道費、項１下水道管理費、目１下水道総務費、1,189万8,000円の減額でございます。主な理由は、

下水道使用料徴収事務委託料の精算額確定により、減額するものでございます。款１下水道費、項１

下水道管理費、目２下水道維持費、1,857万1,000円の増額でございます。主な理由は、都道等におけ

ます支障物件等の増加によるものでございます。 

 次に、項２下水道建設費、目１下水道建設費、670万円の減額でございます。主な理由は、委託料

の契約差金によるものでございます。 

 次に14ページ、15ページをお開き願います。款２公債費、項１公債費、目１元金、557万6,000円の

減額でございます。これは平成30年度起債分の借入手続確定によるものでございます。また、目２利

子、1,049万5,000円の減額でございます。元金と同様の理由により減額するものでございます。補足

説明は以上でございます。御審査のほどよろしく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を承ります。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 念のため確認させてください。13ページ、歳出のところです。款１下水道費、

項１下水道管理費、目１下水道総務費、一応ここで職員手当、時間外勤務手当が250万円プラスにな

っておりますが、何か特殊な要因というか、何か業務がすごく重なっているとか、何があるのでしょ

うか。 

○【蛯谷下水道課長】 こちら250万円の増額になりますけれども、理由といたしましては、増額の

主な理由が、地方公営企業法の適用の準備に伴いまして、事務量がかなりふえてしまったということ

と、また、やはり地方公営企業法の適用に伴いまして、令和２年３月31日に打ち切り決算を行うため、

今年度の工事とか委託のお金、費用をできる限り年度内に支払うように持っていきたいというところ

から、工事等の設計ですとか、補助金の申請などの業務が前半に集中してしまったということで、か

なり残業、時間外がふえてしまったということになります。それでまた今後につきましても、やはり

地方公営企業法の適用に伴う事務がまだかなりふえていくと思いますので、今後の時間外手当の増が
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見込まれることから、250万円の増額をさせていただきたいと思っている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。いろいろ国の制度の関係で、やはりやらなきゃいけな

いこと、移行してやらなきゃいけないことというのは重なったということなのかなと思います。ただ、

できる限り本来はやっぱり平準化、それこそ仕事も平準化していけるのが本当は一番いいのかなと思

うんです。ストックマネジメントじゃないですが、ただやっぱりどうしてもそういうこともあるのか

もしれません。この点、時間外勤務がふえるということは決していいことではないんだろうなとは思

いますが、そのような事情があるということをきょう確認させていただきました。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。 

（「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) 市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定について 

○【関口博委員長】 それでは、報告事項に入ります。 

 報告事項(1)市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定についてに入ります。 

 当局から報告を願います。ごみ減量課長。 

○【中村ごみ減量課長】 それでは、報告事項(1)市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定について御

説明いたします。建設環境委員会資料№76をごらんください。 

 当市では、平成26年（2014年）に国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等

の制限に関する条例を施行し、市内全域でのポイ捨てや他人の迷惑となる路上喫煙等を制限し、あわ

せて路上喫煙等禁止区域を指定することで、市内の環境美化及び受動喫煙の防止に努めてきましたが、

近年の受動喫煙に対する国内での意識の高まりや、国や都の動向、市民や国立市議会等の声などを踏

まえ、駅周辺等喫煙場所に関する庁内検討会で検討し、新たに市内３駅周辺において、路上喫煙等禁

止区域を指定することとしたことを御報告いたします。 

 １、検討の経過ですが、庁内検討会の検討で喫煙場所候補地を検討いたしましたけれども、現状で

の設置は困難であるとの結論に至り、都市計画上の商業・近隣商業地域を中心に必要最小限の範囲で

禁止区域案をつくり、中間報告書を作成いたしました。この中間報告書をもとに、東京都、東日本旅

客鉄道株式会社、近隣自治会・商店会に説明し、御意見をいただき、また、７月にパブリックコメン

トを実施し、その後庁内検討会でいただいた御意見を集約し、最終報告書を作成、庁議にて庁内の合

意を確認してございます。 

 次に２、中間報告書に対し市民等から寄せられた意見でございますが、①関係機関等の意見につい

て、２ページの②近隣商店会・自治会及びパブリックコメントの意見についてにお示ししたとおりで
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ございます。②の近隣自治会は９団体、商店会は５団体に御説明し、また、パブリックコメントにつ

きましては、13名の方から御意見をいただいております。 

 ３、寄せられた意見を踏まえた市の考え方でございます。喫煙所の設置につきましては、閉鎖式の

喫煙所の場合でも排気は必要で、脱臭機等を用いてもにおいを完全には除去できず、住宅等が近接す

る候補地では設置は難しいため、分煙のため禁止区域は設けますが、喫煙者にも配慮し、範囲を限定

して指定することとしています。②啓発・注意喚起につきましては、新たに指定する区域に関しても、

国立駅南口同様に看板や路面シールによる掲示と、委託業者による清掃・指導を行うというものです。

③禁止区域拡大指定につきましては、検討会では当初禁止区域の指定に当たっては、喫煙場所の設置

が難しい場合は不特定多数の人が集まる地域として、都市計画上の商業・近隣商業地域を中心に必要

最小限の範囲とする検討会案を作成いたしましたが、寄せられた御意見を踏まえ、地域の実情に合わ

せ、範囲を限定して区域を指定するものとし、地域ごとに個別に再検討することといたしました。 

 次に、３ページをごらんください。４、指定する禁止区域の範囲でございます。①は市内３駅で新

たに指定する国立駅北口と谷保駅、矢川駅の禁止区域をお示ししてございます。赤く塗っている箇所

が検討会で案として作成した範囲で、黄色く塗っている箇所が、市民等からの御意見を踏まえて追

加・拡大して指定することとした範囲でございます。 

 あわせて４ページと５ページをごらんください。②に国立駅周辺、③に谷保駅周辺、④に矢川駅周

辺の検討経緯を説明してございます。それぞれ１つ目のポツ、黒丸ですね。こちらが検討会で中間報

告書としてまとめた考え方でございます。２つ目が中間報告書に対して市民等から寄せられた指定や

区域拡大の御意見の範囲についてでございます。そして３つ目が御意見を踏まえ、拡大・追加指定す

ることとした範囲の説明になりますが、３ページ目の禁止区域をごらんいただきまして、国立駅北口

では、人の往来の多い東側が南北道路の市道北第４号線から、西側が国分寺市へのバス通りの市道北

第６号線までを区域を拡大すること、谷保駅では、南口で具体的に要望があった谷保駅南口緑地周辺

と、踏切から谷保天満宮までの都道を指定すること、矢川駅では、北口でさらにさくら通りまでの区

域の拡大、南口の指定の要望には、多方面から駅南口へ向かう人の往来がある矢川通りの一部を禁止

区域に追加指定することといたしました。 

 ５ページをごらんください。最後に５、今後のスケジュールでございますが、令和２年の６月まで

の半年間、市民等に周知啓発に努め、７月より運用を開始する予定でございます。 

 市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定についての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、意見等承ります。青木委員。 

○【青木健委員】 御説明ありがとうございましたと言うべきなのかどうかわからないですけれども、

これは喫煙者の意見を聞いたのでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 喫煙者という特定のそういう形ではなくて、自治会、商店会等に御意見を

聞きました。また、パブリックコメントも実施してございますので、その中で拾っているかと思って

おります。 

○【青木健委員】 じゃあ喫煙者の意見は聞いていないということで、私は理解する。パブコメとい

うふうに言うけれども、パブコメでどれだけ集まっているかということについては、これは議会でも

やっていますけれども、非常に疑問な部分もある。きょうの建設環境委員会、西福祉館があったけれ

ども、西福祉館について移転をするということで、なくなってしまうのではないかというようなこと
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で、大変な問題となるような陳情も出てきております。ただし、喫煙に関しては、その権利を奪って

おいて、吸う場所も設けないというのは、これおかしいんじゃないかというのは僕の考え方なんです。

これをやるんだったら、きちんと喫煙場所をつくったらどうですか。それで、喫煙場所をつくった上

でこの施策を実施するということが、私は正しい行政の施策の進め方であると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 委員おっしゃること、ごもっともだと思っております。その中で、検討会

の中で喫煙場所についていろいろと協議いたしました。先ほど御説明したとおり、どうしても近隣の

住宅等が近接しているところが多いものですから、そういった場所が見出せなかったためにエリアを、

範囲を限定して禁止場所を設けるという考えに至ったことでございます。 

○【青木健委員】 例えば谷保駅、矢川駅でいったら跨線橋の下があるじゃないですか。それはどう

なんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 まずにおいの問題が１つございます。密閉式のところでも、どうしても換

気が必要で、においが外に漏れてしまうということが１つあります。それと、ＪＲの土地に関しまし

ては、ＪＲに交渉に行きましたところ、敷地内は全て喫煙所として貸すことはできないということで

言われてございます。 

○【青木健委員】 跨線橋の下ですよ。ああ、ごめん、跨線橋でよかったんだよな、あれ、階段前。

（「跨線橋の階段のところの下ですね」と呼ぶ者あり）階段だよね。階段の下だよ。ＪＲの敷地内じ

ゃないよ。 

○【中村ごみ減量課長】 跨線橋の下の部分については、やはりにおいの問題と、あと谷保駅の場合

は、ちょうど国立から谷保にかけての道路の真正面になってしまうわけです。そういった景観も含め

て検討させていただいて、難しいであろうという結論になりました。 

○【青木健委員】 景観も含めてというのはどういうこと。喫煙所というのは景観を壊すものなの。

そういう考え方なんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 失礼しました。あそこにはバス停とタクシー乗り場等ございます。そうい

ったところへの影響も含めてということでございました。失礼しました。 

○【青木健委員】 それはきちんとした密閉式のものをつくればいいわけであって、においの問題と

かと言いますけれども、それだって、じゃあ出入り口にエアーカーテンをつければにおいだって出な

いというようなことで、工夫としては幾らでもやりようはあるわけです。考えられるわけです。だか

らそういう手だてについては考えていないわけですね、これは。 

○【橋本生活環境部長】 喫煙をされる方にも、当然これは配慮というものはしていかなきゃいけな

いというふうな、その念頭のもとに検討会をしてきたというふうな経過はございます。で、我々もい

ろいろ検討した結果、今のところこういう状況というところはございますが、今後これが未来永劫こ

ういう形なのかというと、当然これはその場、その場の見直しというのは必要になってくるというふ

うなことも思いますし、また引き続き、例えばＪＴなんかと意見交換する中で、その喫煙所の設置と

いうものはまた進められればというふうな部分も、これは検討をやめたというふうなことではありま

せんので、そういう中で引き続き、この点は現状の運用を注視しながら、未来に向けて検討なりして

いきたい、そういう思いというのは持っているというふうなことで御理解いただければと思います。 

○【青木健委員】 思いは持っていたとしても、現状として排除しているだけじゃないですか。思い

があるんだったら、その思いを実現してからこれをやったらどうですか。でしょう。どうですか。 



－ 69 － 

○【橋本生活環境部長】 どうしてもやはり近年、受動喫煙というふうなところの意識というところ

が出てきましたので、まずはというふうな中で検討した中では、この禁止区域を一定のエリアという

ものをお願いしたいと思っております。これは我々もしっかりと周知期間を持ちながら、また、今委

員さんの質疑の部分も含めて、これは総合的な勘案の中で、次に向けてのまた検討課題というふうな

ところは持ちながら運用していきたいと思っておるところであります。 

○【青木健委員】 受動喫煙ということについては、望まない受動喫煙については私ども喫煙者とし

ても、これは望むことではないわけです。喫煙者というのは今マナーを守って、分煙に協力してみん

なやっているんです。排除するから結局、そういう望まない受動喫煙が結果的に起こってしまうとい

うことが往々にして見られます。特に新宿なんかひどいです。あんまりにも一方的な排除によって、

民地、特に駐車場等についてはひどい状況になっています。排除しかしなければ、結局はこういうこ

とになるんだということになると思います。 

 で、矢川駅、谷保駅とも、ここの区域内にはたばこを販売しているコンビニ等もございますよね。

その民地の中においては灰皿が設置されていて、喫煙をしてもいいわけですね。 

○【中村ごみ減量課長】 こちらの民地の中については、この条例の適用外になってまいります。以

上です。 

○【青木健委員】 わかりました。ただ、そこについて、行政は灰皿を撤去しろという指導をしてい

るんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 受動喫煙という観点から、近くを通りかかった方が非常に煙いと。そうい

うお話があれば、お店のほうに御相談に伺うことはしております。 

○【青木健委員】 ある事業者の方から言われたことは、相談ではなくて撤去してくれと言われたと

いうふうに言っていますけれども、そうじゃないですか。 

○【橋本生活環境部長】 民有地の中ですと、それはやはり民有地の方の、またこれは権利というの

も１つあろうかと思います。一方、やはり我々とすると、これは今現行条例の中でも、市内の公共空

間というのは、迷惑の喫煙というのは条例の中では禁止ということもありますので、そういう中のお

話というのをさせていただいたと我々は思っていますが、もしちょっとそういう誤解なのか、ちょっ

と済みません、確認は取れていませんが、我々とするとお願いというふうな中で、対応というものは

やはりしていかなきゃいけないとは思っているところでございます。 

○【青木健委員】 あくまでもお願いする立場なわけですよね。ただ、お願いをしたつもりが、お願

いをされたほうは、撤去しろと言われたから撤去したんだということで言っています。確かに、例え

ば谷保駅、北口です。お店ではありますけれども、その壁面、喫煙者は路上で吸っているわけです。

これについてはやっぱり、これは撤去してもしようがないよねと思うような状況だったです。だけれ

どもそうではなくて、道路から引っ込んだところにある灰皿についても、それも撤去しろと言われた

から撤去したというようなことがあるようですから、そういうことがないように、これはお願いをし

たい。 

 それで、例えばコンビニなんかにおいても駐車場があって、その駐車場の奥に置いてあったりする

わけです。それすらも指導を受けて撤去したというような言い方をしているお店もあります。これは

ただ排除しているだけで、物事をよくしようということには、私はならないと思う。共存ということ

をあくまでも目指していくべきものだろうと思います。喫煙者についても、マナーを守って分煙をし

ているわけですから、それをわざわざ、それを今度排除するような行為については、行政が行うとい
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うことについては、私は１つの疑問を持っています。先ほど申し上げましたけれども、これは公共施

設、西の福祉館だったですか、老朽化したから壊しますと。あとつくりませんといったら、これは大

変な問題です。そんなことできないでしょうが。だけれども、喫煙に関しては簡単にそういうことを

やっている。確かに受動喫煙という問題がある。だけれども、喫煙者も皆気を使って、しっかりと分

煙に今努力している、努めている中において、排除だけするという考え方については疑問を呈してま

いりたい、この場所については新たな喫煙場所をつくってから施行していただくことを強く要望して

終わります。 

○【高原幸雄委員】 １つだけ、ちょっと確認の意味で。３ページの谷保駅南口のところなんですけ

れども、黄色く塗られた部分は新たに追加区域として設定をするということですよね。この駅前の南

口の四角のところは、恐らくこれ公園の中だと思うんですが、これは公園で朝、かなり通勤の方が一

休みしながら喫煙しているという状況がありますから、これはその地域になるのかなと思うんですけ

れども、そのもう１本西側の縦の天満宮のちょうど入り口になりますか、これは道路、歩道を含めた

道路の指定だと思うんです。実は公園のところからどちらに行くかって、その道路に向かっていく人

もいるんだけれども、もっと下の南側に行って、クランクのほうに入って5105のほうに、道路に入っ

ていくという人が結構いるんです。だからこの道路、天満宮の前に抜ける都市計画道路ですか、あれ

は。あの道路というのもわかるんですけれども、実際通行しているのはこの細かい、細かい話ですが、

そういうところが結構通勤者の方が多いので、そういうことはやっぱり十分に、何というか、受動喫

煙ということを考えた場合に、やっぱりそういうことも対象にしておいたほうがいいんじゃないかな

と思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 今、委員おっしゃられた場所ですが、こちらについても検討に上がってご

ざいました。ただし、街区整理が、区画が整理されていないところなので、そこを面でかけるのはや

っぱり難しいという考えがありまして、谷保天満宮にかかるこの都道、ここに関しては一定の歩道が

ある大きな通りですので、ここについて指定していこうと。細かいところについては、やはりなかな

かそこを面で指定するのは難しいので、今回は指定しなかったということです。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それは意見が上がっていたというのはわかるんですけれども、

実際にあそこを通行して、私はむしろポイ捨てと、いわゆる受動喫煙のマナーという点で見ると、あ

そこはポイ捨てなんかやられたら、落ち葉もあるし、いろいろなものがあるから、逆に火がつくとい

う危険性も十分に考えられます。この都道の歩道よりは、むしろ。そういうことをちょっと意見とし

て申し上げておきます。 

○【香西貴弘委員】 先ほど青木委員のお話を横で聞いておりまして、ちょっと全く真反対の意見も

正直ございまして、何を私は言われたかというと、全面、国立市全部を禁煙にしろと。選挙の前だっ

たので。うん、と正直思って答えられなかったんですけれども、そのようなちょっと極端な意見も正

直あるのは事実でございます。ただ、私ちょっと今回この中で、３ページの中で矢川駅のところでち

ょっと思ったのは、北側に追加、区域案を広げようという形になっていると思うんです。むしろ矢川

保育園って今ここには書いていますが、実際は矢川プラスだと思うんですけれども、いわゆる混合保

育園施設があるとか、学校があるとか、あとまた逆にこの東側のより市役所に近い側には子ども家庭

支援センターですか、もあったりとか、いわゆるそういうところの周辺という、要するに飛び地にな

りますが、そういう、何というんですか、面としてというのか、部分的に適用していくというような

考えというか、意見みたいなものは、まず意見というのはなかったのか。また、そういう考えはどう
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なのか、ちょっとお聞かせいただければなと思います。 

○【中村ごみ減量課長】 矢川プラスのところのお話は、確かに検討会でございました。ただ、そこ

に関してはこれからの施設なので、今後範囲を見直していくときにその辺も検討していこうという話

でした。 

 範囲につきましては、先ほどから青木委員のほうからも言われていますとおり、喫煙場所をどうし

ても設けられないということがありましたので、範囲を限定して地域ごとに検討して、このような範

囲をつくったということでございます。 

○【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(1)市内３駅の路上喫煙等禁止区域の指定についてを終わります。 

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

 報告事項(2) 国立市都市景観形成基本計画の改訂状況について 

○【関口博委員長】 報告事項(2)国立市都市景観形成基本計画の改訂状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。都市計画課長。 

○【町田都市計画課長】 それでは、報告事項(2)国立市都市景観形成基本計画の改訂状況について

御報告させていただきます。お手元の建設環境委員会資料№97及び№98を用いまして御説明させてい

ただきます。 

 まず、横長の建設環境委員会資料№97をごらんください。初めに、１つ目といたしまして、計画名

称の変更になります。現行計画の名称は、国立市都市景観形成基本計画でございますが、こちらを国

立市景観づくり基本計画としていきたいと考えております。変更の理由でございますが、平成８年に

現行計画を策定し、景観行政に取り組んでまいりましたけれども、現行計画は、どちらかというと行

政が行うことを主に記載された計画でありました。しかしながら、行政の取り組みだけでは限界もあ

り、市民の皆様や事業者の方々と一丸となって広く取り組むことが重要であると考え、皆様により親

しみやすい名称となるよう、国立市景観づくり基本計画とさせていただいた次第でございます。 

 次に、２つ目といたしまして、改訂のポイントを４つ御説明させていただきます。１つ目は、改訂

の位置づけについてでございます。本計画は名称変更こそ行う予定でございますが、あくまで現行計

画における理念や考え方を継承した、改訂版の位置づけとなっております。大変お手数でございます

が、建設環境委員会資料№98の冊子のほうになりますけれども、計画素案、そちらのほうの４ページ

をお開きいただけますでしょうか。 

 中ほどの図になりますが、こちらは条例や諸計画との関係性を示したものになります。今回の改訂

に当たり、現行計画の策定後につくられました都市計画マスタープラン等の他の関連計画との整合性

を図るとともに、景観法や東京都の景観計画も踏まえ、時点修正を行いました。 

 次に、改訂ポイントの２つ目といたしまして、国立市の考える景観の定義を明らかにさせていただ

きました。現行計画はもちろんのこと、景観法の中でも景観とは何かといった定義がないことから、

改めて市の考えを整理し、定義をするとともに、景観づくりの対象を明確にしました。 

 計画素案の８ページをお開きいただけますでしょうか。1)で「景観とは」として、「景観とは建築

物や道路などのデザインや形のように目で見えるものだけでなく、五感で感じるものや心象風景も含

みます」としております。また、景観づくりの対象としまして、ページの中ほどになりますが、「公

的空間だけでなく、公的空間と一体となった範囲を景観づくりの対象とします」といたしました。こ
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れは、景観は公的な空間のみで構成されるわけではなく、そこから見えるものは私的空間も含まれる

ということから、公的な空間から見える空間については、私たちみんなの共有財産であるという考え

のもと、みんなで景観づくりに取り組んでいくことが重要であるとしているところでございます。 

 次に、３つ目の改訂ポイントとしまして、景観資源の再整理についてでございます。現行計画の中

でも、国立市の景観特性は示しておりますが、一言であらわすことが難しいため、国立らしさを５つ

の景観構成要素に分類し、景観資源についても新たに整理を行いました。 

 計画素案の12ページをごらんください。今回、市の景観資源を改めて確認した結果、市の景観を大

きく分けて、「自然」「みち」「歴史・文化」「くらし」「なりわい」の５つを構成要素として整理

しました。13ページ以降に、５つの構成要素の中にどのような景観があるのかを記載しております。 

 次に、４つ目のポイントとしまして、景観づくりの取り組みについてでございます。こちらは４つ

ほどございまして、まず、国立市の将来像と目指す方向性を明らかにしました。 

 計画素案32ページ及び33ページをごらんください。景観づくりの将来像としまして、33ページの一

番上になりますが、「都市とみどりが共存した美しい文教都市くにたち」とし、景観づくりの方向性

として、32ページの下段になりますけれども、６つの方向性を示しております。 

 ２つ目として、地域別の景観づくりの方針を示しました。地域特性に応じた景観方針を明らかにす

ることで、よりその地域での取り組みをわかりやすくするよう努めました。 

 計画素案38ページをごらんください。現行計画においては、第３章として地区類型別の方針が示さ

れておりましたが、市内全体を捉えてつくられていたため、市内のどこが該当するかがわかりづらい

ところでございました。そのため、今回分類方法を見直し、都市計画マスタープランに倣い、市内を

４つの地域に分けて地域ごとに方針を記載いたしました。39ページ以降に各地域の目指す方向性を記

載しております。 

 続いて３つ目として、新たに設定しました国立市の将来像及び地域別の景観づくりの方針を実現す

るための方策をまとめました。 

 計画素案の60ページをお開きください。左の図の一番左の列になりますが、第２章で定めた６つの

各方向性について、それぞれどのような取り組みで実現を目指すのか、その主な取り組みと推進体制

をまとめております。一例になりますが、方向性１の景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づ

くりに対しましては、景観重要資源の保全と魅力の向上や、視点場の保全と活用の取り組みで実現を

目指していきたいと、そのような考えを示しております。 

 最後に４つ目になりますが、今後の具体的な取り組みになります。まずはガイドラインの作成に取

り組みたいと考えております。基本計画は、計画の性質上概念的な記載となっている部分が多いこと

から、ガイドラインを作成し、具体的でわかりやすい内容をお示ししたいと考えております。また、

景観形成重点地区の指定についても、積極的に取り組んでいきたいと考えております。そのため、従

来別冊となっておりました都市景観形成上重要な地域における基本方針につきましては、計画素案の

75ページからの第２部として、景観形成重点地区の指定として記載し、よりわかりやすく、また、よ

り取り組みやすい内容としているところでございます。 

 主な改訂内容については以上となりますが、資料といたしましては、建設環境委員会資料№97の右

側が改訂前との目次構成の比較となります。また、２枚目になりますが、こちらは計画全体の概要と

なっております。改訂に伴い、内容がふえておりますので、全体像を把握しやすいように添付させて

いただきました。 
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 今後の予定でございますが、本日の御報告の後、市民説明会、パブリックコメントと続きまして、

修正等行わせていただき、案としてまちづくり審議会のほうへ諮問を行い、今年度末の完成を目指し

ているところでございます。本計画により、国立市のすぐれた景観をしっかりと市民の皆様とともに

後世に引き継いでいけたらと考えております。報告については以上となります。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】 済みません。ちょっと教えていただきたいんですけれども、今回の建設環境委員

会資料№97、これの２の2)ですね。景観の定義についてということなんですけれども、こういう形で

対象を明らかにしたということについて、国立のすばらしい景観ということを課長は何回もおっしゃ

っていたんですが、そのすばらしい景観を守るために、ひょっとするとこれが私的財産権を制限する

というようなことにはならないんですか。大丈夫ですか。 

○【町田都市計画課長】 例えば重点地区等の制限をかけるような地域になりますと、その地域の住

民の合意等をいただかなければ、やはりそういう基準はつくれないことになっております。ただ、そ

ういう地域でなく、全般で、ちょっと言い方はあれかもしれませんけれども、道を歩いていて見えた

範囲の中の景観は、皆さんでこの地域はこういう景観にしていきましょうと。そういう基本方針とな

っておりますので、今、委員さんが心配されております規制等については、またその重点地区という

個別で、もっともっと住民の方に説明、また合意をいただいて進めるような形になっておりますので、

その他の地域については方針等までというような形になっております。 

○【青木健委員】 そういうふうに課長のほうではお答えをいただきましたけれども、今度建設環境

委員会資料№98、８ページですね。国立の景観特性、これの８ページの下にある、このイラストとい

うんですか、これを見させていただくと、公的空間が真ん中にあって私的空間が両サイドにある。そ

してその真ん中に、民地に当たる部分だと思いますけれども、沿道空間ということで半公的空間とい

う表示の仕方がされているわけです。半公的ですよ、民地なのに。ということは、極論をこれ言うこ

とになるのかもしれないんですけれども、例えば家の建てかえをしたいとか何とかいったときに、で

はその計画を周辺に知らしめて了解をとらなければならないのかとか、そういう新たな紛争の原因を、

これは極論で言っていますよ。生むことにはならないか、半公的空間ということには、私ちょっとひ

っかかりを持つんですけれども、どうなんでしょうか。 

○【町田都市計画課長】 言葉の表現として、検討の余地があればまたちょっと考えさせてはいただ

きたいとは思うんですけれども、先ほど申しましたとおり、やはり道を歩いていて目に入ってしまう

というところを含んでいます。ただ、この表現が、半公的空間というのがちょっとあれであれば、ま

たちょっと、まだ素案でございますので、ちょっと検討のほうをさせていただけるかとは思うんです

けれども、ただ変える変えないはちょっとまだ、今この場では申し上げられないんですが。 

 それと、やはり繰り返しになりますけれども、外壁等の塗装で重点地区になりますと、届け出が必

要になったりとかするんですが、それ以外の地域ではやはり周辺の町並みに合わせてくださいという、

何というんですか、口頭指導というんですか、そこまででなっておりますので、皆様とやはり協働し

てつくっていくというのがメーンでございますから、御心配されているところは、その届け出が必要

なところとかは検討というか、指導をさせていただきますけれども、それ以外のところにつきまして

はみんなでよくしていこうという、そういう基本計画となっております。以上です。 

○【青木健委員】 何となく心配が残ります。正直な話。それで、景観という概念です。景観という
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概念。これ100人いたら100人違うんです。例えば、某有名漫画家でしたっけ、武蔵野市で。そんな、

こういう言い方はいいのかな、サイケデリックな外壁の色を使っていれば、それは問題にもなるでし

ょうけれども、そうでないものに関して、今ある建物が、ここが景観に合っているよねと言われて、

それを建てかえたいといったときに周りからクレームが出るようなことにはならないようにしてもら

いたい。ここの場合、沿道空間ということで、特に図の左側の部分については完全な戸建ての住宅で

すよね。示されているのが。そこで括弧して半公的空間と書かれているんです。私これ、自分の家が

こういう書かれ方をしたら、非常に反発します。私的空間だと。半分も何もないよと。100％私的空

間だと、私は主張しますよ。この書き方についてはぜひやめていただきたい。誤解を招くもとになる

と思います。沿道空間ということに関しては、それは道路や何かと接しているわけですから、沿道に

接していれば、そういう空間という考え方はいいでしょうけれども、半公的空間ということに関して

は、これはぜひ削除していただきたいということを申し上げさせていただきます。 

 それと、ごめんなさい、もう一点だけ。56ページに景観づくりの方針図とありますよね。これはい

わゆる南部地域に行きますと、歴史的資源を中心とした景観づくりというふうなあらわされ方をして

いる、点線でサークルの表示をされている部分が非常に多いんですけれども、これはどういう意味な

んですか。歴史的資源を中心とした景観づくりというのは。 

○【町田都市計画課長】 この56ページのこの赤い丸でございますけれども、これはこの地域に歴史

的な建造物等があるところを示しているということでございます。以上です。 

○【青木健委員】 歴史的建造物、ちょっと全部について僕もわからないんだけれども、例えば谷保

天満宮だったり、南養寺だったり、そういうことならわかります。あと古民家だとか。そういうこと

ならわかるんですけれども、これちょっと、あとは青柳の稲荷様もあるのかな。全部についてわから

ないんだけれども、この歴史的資源を中心とした景観づくりということについては、何らかの歴史的

な資源があるとしたら、それに合わせた景観づくりをしなきゃいけないという考え方ですか。これも

極論ですか。 

○【町田都市計画課長】 例えばこの一橋大学の中等、講堂等が歴史的な景観ということで、例えば

ですけれども、それのバックに何か建造物をつくるんであれば、その歴史的なものに調和するような

色合いとか、形をしてくださいという方針まででございます。繰り返しになりますけれども、ここで

規制をかけたりとかは、また今後その土地所有者の方とか、建物所有者の方なんかからの合意がとれ

れば、その１つ上の重点地区とかのものにはかかってくるんですけれども、現段階ではそうしていき

ましょうという、その方針までの計画となっております。したがいまして、歴史的資源を中心とした

景観づくりというのは、その大事なものの周辺、またバックのほうを、皆さんで大切な歴史の建物を、

何というんですか、その景観を乱さないようにしていきましょうという、そのような方針となってお

ります。 

○【青木健委員】 今の御説明ですと、私は南部地域のことで申し上げたので、一橋のほうの、町場

のほうを言ったわけじゃないんですけれども、例えば、じゃあこういう歴史的資源に値する建物があ

るから、南部においては建てられても高層的な建築は合わないから建てちゃだめだとかということに

なるんですか。 

○【町田都市計画課長】 やはり高さや用途については、都市計画でまた地域としてできております

ので、そちらのほうはそのような基準となるんですけれども、その中で、その建物の色とか、その素

材とか、その辺を工夫して景観を守りましょうというところでございます。 
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○【青木健委員】 申しわけございません、たびたび。ただ、建物の素材、色ということでおっしゃ

いますけれども、先ほど申し上げたように、景観という概念は100人いたら100人違うんです。だから

これを、あっ、この色だからいいねとみんなが思うわけではない。ましてやそれは施主である地権者

が思うかどうかということについては、これは疑問があります。そういう意味から、協力していただ

くということについては私も大いに賛成をするところなんですけれども、強制をするようなこと、そ

れから私的財産権に制限を加えるようなこと、そういうことはやめていただきたいということだけは

申し上げて、私は終わります。 

○【小川宏美委員】 では、よろしくお願いします。景観形成基本計画という名前から、本当に今回

は非常に能動的なというか、景観づくり基本計画という名前に変更されたことなども含めて、今回は

とにかく市だけでできないと。市民との協働という点が非常に強調されている全体的な内容になって

いることを、非常に前に進んでいるなと気が全体的にまずいたしました。 

 それで読ませていただいて、やはり気になったというか、最後のほうのやっぱり景観づくりの実現

方策ですね。そこが本当に問われているのかなと思います。内容として都市計画マスタープランのよ

うなとり方、わかりやすさを取り入れて、そしてやっぱり問われるのが、この実現方策だなと思うん

です。例えば重点地区が候補地として改訂前にも大学通りの沿道地区と青柳崖線地区はありましたが、

やはりこういったものがどんどんまちの中に入っていって、まち歩きとか、学習会とか、視察とか重

ねて、やっぱり重点地区、候補地を広げるなら広げるで、どんどんやはり職員の方にも動いていただ

きたいと思います。説明にこれから入るということですけれども、主眼をどこに置くか、余り全体を

語ると余りに情報が多過ぎて、市民としてもついていけない。どこをポイントとして説明に入ってい

くのか、そこのところをやはり私は協働だと思うんですけれども、その辺のところ、明確なイメージ

を持って、真に説明に入っていただけるんでしょうか。 

○【町田都市計画課長】 今、委員さんのおっしゃられました重点地区の候補地でございますけれど

も、例えば今回のこの改訂に当たりましても、重点地区の候補地区の代表の方にヒアリングを行うな

どして、何回かはお邪魔させていただいている中で、市としてもやはり地区として指定していきたい

という思いは強く思っておりますので、今後も来年度、令和２年度の予定でございますが、例えばそ

の候補地にアンケート調査をしてみたり、あと勉強会を開かせていただいたりして、まずこの計画の

お話をさせていただいて、皆様と一緒に、重点地区につきましては準備会や協議会というものがその

地域の住民の方と一緒にやるような形になっておりますので、その辺は地域の方と十分に話し合いを

重ねながら進めていけたらと考えているところでございます。 

○【小川宏美委員】 申し上げたかったことが、私がちょっとうまく言えなかったんだなと思ってい

ます。それは重点地区のことは一例で申し上げました。説明をしていくだけじゃなくて、主体者をつ

くっていくというのが今回の主眼ですよね。地域の住民を景観づくりの主体にしていくということが

力強く書かれていましたので、それを実現するようにしっかりとお願いしたいと思います。 

 今回の計画の中に新しい言葉がたくさん散りばめられていて、はっとすることも多かったです。そ

の１つに、71ページにありました景観担当部署による公共施設等の景観デザイン協議など、これも非

常に新しいと思いましたが、例えばここに載せた２つの写真、芸小ホールと市民総合体育館は、これ

はいいデザインの意味で挙げているんですか。それともここは協議していって何か、検討対象として

挙げたんですか。こういうときって写真の挙げ方ってなかなか意味が出ちゃうなと思うんですけれど

も、これはよい意味の事例なんでしょうか。 
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○【町田都市計画課長】 もちろんよい意味での写真になるんですけれども、今後、公共建築物の改

築等につきまして、72ページになるんですけれども、72ページの下段のほうの図というか、形なんで

すが、早い段階で設計の、まだ変更等がきく段階から、景観担当のほうと事業部署のほうと十分に協

議をして、景観に合った建築物を、まず見本となるような公共建築物をつくっていきたいという思い

で、こちらのほうに載せさせていただいております。以上です。 

○【小川宏美委員】 そうでしたか。わかりました。本当に景観づくり、地域に主体をつくる、そし

て目標と掲げた――例えば一例では重点地区など――掲げたらそれを必ずこの次の時期には実現して

いって、住民の方に本当に主体となって動いていただけるよう、精いっぱい地域に入ってくださるよ

うお願いいたします。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 それでは質疑をいたします。建設環境委員会資料№98に基づいてやりたいと思

います。市民の皆さんの納得がなければ景観を守れないんだろうなと思っていますので、丁寧な対応

をぜひやっていただきたいと思います。 

 34ページの「富士山への優れた眺望のある富士見通りなどでは、視点場から富士山への眺望を確保

します」ということがあります。この辺もあれなんですか。さっき御答弁されていましたけれども、

地権者さんなどに御説明に行って御意見を頂戴したというふうに考えてよろしいですか。 

○【町田都市計画課長】 はい。こちらの富士山の視点場の件でございますけれども、この富士山は、

この間2,000人以上のアンケート等をとる中で、国立市から見える富士山がとてもいいという意見が

非常に多かったものですので、今回この計画の中で、富士山という単語がすごく入っているかと思い

ます。その辺を酌みましてこのあたりはつくりましたけれども、まだ視点場について、例えばその土

地所有者、今考えているのは公共の土地という考えは持っているんですが、それ以降についても、も

ちろんその土地所有者の了解がなければ、視点場とかには設定できませんので、そのあたりについて

はまだこれからとなっております。 

○【藤田貴裕委員】 多摩川の富士山もとてもすばらしいですね。本当にそうですよね。市役所から

見えるのもとてもすばらしいと思いますけれども、富士見通りから見る富士山もとてもいいのかなと

思いますので、市役所も言いましたよね、だからね。ほかにも結構いいところあるんですけれども、

これはまだこれからという話のようですが、いいなと思っていますので、ぜひ、重点地域のほうに入

っていませんけれども、この方針を前面に出してやっていただきたいと思います。 

 次に35ページですけれども、「開発当時から継承されるゆとりある」というところですが、これは

どういうことをいっているんでしょうか。まちづくり条例では、大きな開発でないと最低敷地面積と

かの適用はないと思いますけれども、そうではない文教地区内の低・中層の住宅地でも、例えば代が

わりがあったときには、敷地面積が小さくならないようにするとか、そういうことなんですか。 

○【町田都市計画課長】 35ページの「開発当時から継承される」というのは、文教地区、国立市の

国立駅南側に広がっております大正末期から昭和初期にかけての開発当時の区割りといいますか、そ

の大きさを継承されて、ゆとりあるまちづくりにしたいというところを希望というか、その方針でご

ざいますけれども、やっぱりなかなか、もとあった区割りのままという、なかなかそういうのも難し

いことがございますので、先ほど委員さんがおっしゃられましたとおり、開発に絡みましては最低敷

地面積などを設けまして、なるべくそういう方向に行けたらということで、希望も含めて書かせてい

ただいております。 

○【藤田貴裕委員】 希望を含めて書いたということですね。昔ながらの開発当時からのを守りたい
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ということですね。はい、よくわかりました。私もそう思いますから。はい。賛成したいと思います。 

 重点地域の話で、その青柳崖線などです。また昔からの広い区画、こういうのは本当に守れたらい

いなと、まあ全部守ることはなかなか無理でしょうけれども、そういう中、例の上原さんのカンパ貸

し付け運動のときも、市に5,700万円を出したとき、ぜひ景観のために使ってほしいと、そういうよ

うな話でありましたので、ぜひそのことも忘れないでいただきたいと思います。景観のためにという

ことでありましたので、しっかりとそのことを言っておきたいと思います。 

 それと40ページかな、個別の地域づくりの課題で、北地域のことについて触れていただいて結構な

ことであります。崖線の記載もある中でどれぐらいできるのかわかりませんが、国分寺崖線を生かし

た斜面地でも景観づくりを進める、こういうことも、何ができるのかちょっとよくわからないですけ

れども、これはどういうことを期待しているんですか。 

○【町田都市計画課長】 こちらの一文も、例えば民間開発時にこの崖線の地形を生かした何かでき

ないかという指導はさせていただきたいと思っております。やはりこちらも、なかなか難しい場所に

なっておりますけれども、希望も含めて書かせていただいております。 

○【藤田貴裕委員】 市として景観を守りたいと、そういう思いがよく伝わってきましたので、私は

これに何というんですか、応援したいと思います。ただ、この写真ですけれども、この写真、これ北

じゃないです。これ東１丁目の１番地と２番地の写真です。何で北地域に入っているんですか。ちゃ

んと差しかえてやってください。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(2)国立市都市景観形成基本計画の改訂状況についてを終わります。 

 ここで休憩を入れます。 

午後５時２４分休憩 

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

午後５時３９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) 国立駅南口における用地交換の検討に係る東日本旅客鉄道株式会社との協議状況につ

いて 

○【関口博委員長】 報告事項(3)国立駅南口における用地交換の検討に係る東日本旅客鉄道株式会

社との協議状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。国立駅周辺整備課長。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 それでは、報告事項(3)国立駅南口における用地交換の検討に係る

東日本旅客鉄道株式会社との協議状況について、お手元の建設環境委員会資料№93に基づきまして、

御報告させていただきます。 

 １の概要でございますが、国立駅周辺をよりよい空間としていくため、国立駅南口における用地交

換について、平成30年４月以降、ＪＲ東日本と協議を重ねてまいりました。 

 ２の経過でございます。主なものとして、平成30年３月の平成30年第１回定例会におきまして、

「ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情」が提出され、建設環境委員会による質疑

が行われ、継続審査となりました。 



－ 78 － 

 平成30年４月には、副市長がＪＲ東日本八王子支社を訪問し、検討を要請しており、ＪＲ東日本八

王子支社からは検討する旨の回答を得ているところでございます。 

 平成30年８月には、ＪＲの組織が変更となり、平成30年11月には、この間の協議を踏まえ、改めて

国立駅南口におけるＪＲ東日本用地と国立市用地の交換の検討について協議させていただきたい旨の

依頼文を提出し、ＪＲ東日本からは受諾する旨の回答を得ているところでございます。 

 平成30年11月以降につきましては、今申し上げました依頼文、回答文を踏まえまして、それまでと

同様に定期的な打ち合わせの場を設け、今現在協議しているところでございます。 

 続きまして、３の用地交換の協議についてでございます。協議内容といたしまして、(1)国立駅周

辺のよりよいまちづくりを進めるため、国立駅南口複合公共施設用地とＪＲ東日本が所有する用地の

交換について協議を進めております。 

 (2)旧国立駅舎の東西がなるべく広い空間となるよう協議しております。こちらは今までも一般質

問等で御回答している内容と同様でございます。 

 (3)といたしまして、「国立駅南口複合公共施設整備基本計画」で定められている公共機能、子育

て支援機能ですが、それを踏まえた形で開発プランを作成してほしい旨をＪＲ東日本に要望しており

ます。 

 ４、旧国立駅舎オープン時の仮囲いの協議についてでございます。旧国立駅舎オープン時の東西の

仮囲いにつきましては、圧迫感のない空間となるよう、いわゆる仮囲いを撤去していただけないか、

ＪＲ東日本に要望しているところでございます。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、検討等を承ります。青木委員。 

○【青木健委員】 この間、副市長を初め担当部局、大変御尽力いただきまして、ありがとうござい

ます。ＪＲ、なかなか大きな相手でありますので、交渉に時間もかかりますし、大変なことであった

ろうと思いますが、精力的に進めていただいていますことに、まず、御礼を申し上げさせていただき

たいと思います。 

 今の建設環境委員会資料№93の４の(1)、最後の部分です。これは前の一般質問で私が申し上げさ

せていただいたことなんですけど、旧国立駅舎オープン時の東西の仮囲いについては、圧迫感のない

空間となるようＪＲ東日本に要望していますということで今回御報告をいただきました。しかし、旧

国立駅舎オープンが来年の４月に迫ってきているわけです。そろそろこの仮囲いがいつ取れるのかと

いうことについて、ＪＲとの協議が調ってもいいのではないかなと思いますけど、その辺はどうでし

ょうか。 

○【関野国立駅周辺整備課長】 お答えいたします。旧国立駅舎の東西の仮囲いにつきましては、昨

日、口頭ではございますけれども、ＪＲ東日本さんから、旧国立駅舎オープン時は東西の仮囲いをあ

けても構わないと、旧国立駅舎開業に御協力いただける旨の御連絡がございました。旧国立駅舎再築

事業につきましては、ＪＲ東日本さんに用地または工事スペースの確保などにおいても御協力いただ

いております。 

 さらに、国立駅南口の用地交換等について、ＪＲ東日本さんと継続的に協議の場を設け、よりよい

まちづくりに向けて、お互いによい関係を築くことができているから御協力いただけたのかなという

ように考えております。 

 今後につきましても、旧国立駅舎の両側の空間を活用したオープニングイベントの準備を進めると



－ 79 － 

ともに、引き続きＪＲ東日本さんとよい関係を保ちながら、さまざまな協議を進めてまいりたいと考

えてございます。以上でございます。 

○【青木健委員】 本当にありがとうございます。まさかここでそういう答えがいただけるとは正直

思っていなかったので、大変驚きとともにうれしく思います。皆様方の御尽力、本当に心から厚く御

礼を申し上げさせていただきたいというふうに思います。 

 それで、昨日あったということは、この件については、ＪＲが了承したということで理解をさせて

いただきますが、そうしますと、本丸である用地の問題ですよね。これについても相手があることで、

多分言えないこと等もあると思います。ましてあれだけの大きな組織ですので、決裁１つとっても、

かなり時間がかかるのではないかなということも想像するわけなんですけど、それだけの組織です。

私なんかが思いつくようなことなんかというのは、当然向こうも考えて計画等は進められていると思

いますので、この用地の交換、換地についても、ぜひ市長の約束どおり果たしていただきますようお

願いさせていただいておきます。これは回答できる、無理でしょう。相手があるから厳しいでしょう。 

○【門倉都市整備部長】 きのう、口頭でありますので、今課長が答えたとおりなんです。私もこの

場で答えるの、どうしようかなと思っていたところなんですが、今、課長が申し上げたとおり、これ

までも、報告した中で、11月から何やっていたのかなというぐらいの書面になっているんですけれど

も、これから三十数回ですかね、協議等をさせていただいています。その中で、いろいろなお願いを

させていただいている中で、オープンの日付もあります。こちらは準備もありますので、まずそこが、

すぐにでも進めないといけないですし、市民の方にも御協力いただきながらオープンを迎えなければ

いけないといったところで、どこで式典をやるんだとかということも実際私どものほうでありました。

そういったところで、会うたびにその話をしてきたんですけれども、通常であれば、書面だとかいろ

いろなことがあるのかもしれません。ですけれども、議会の日程等も勘案しながら、恐らくＪＲさん

のほうで気を使っていただいて、お電話でということだと僕は思っています。なので、口頭だという

ことは確かなんですけれども、そういった連絡が入ったということでありますので、社内の整理がで

きたのかなと私のほうは確信しているところでございます。 

 今言ったところ、るるお話ししましたけれども、市長のほうが９月の第３回定例会でも最大限の努

力をしていくんだと。つまりはやるというような意思表示をしたというふうに私ども思っていますし、

市長の最大限の努力というのは、私どものほうで、事務方でそれ以上の努力をしなければいけないな

というふうに思っています。その協議もさせていただいているんですけれども、日にちまでは約束で

きることではありませんが、本当に言葉だけではなく、早いうちにＪＲさんのほうといい関係性を築

きながら、また協議を進めていって、皆様のところによい報告ができるように本当に最大限努力させ

ていただく、こういうことで、意思表明ということでお願いしたいというふうに思います。 

○【青木健委員】 門倉部長、本当にありがとうございます。精いっぱいの意思表明だったというふ

うに私は受けとめさせていただきました。仮囲いの件については、私はＪＲと国立市においてはウイ

ン・ウインだろうというふうに思います。ただし、用地の交換等について、全てウイン・ウインだと

思っては、これは間違いだろうというふうに私は思っております。以前も申し上げましたけれども、

やはりＪＲに勝ちを譲る、それぐらいの気がないと、このことについては成就しない問題でもあろう

というふうに思いますので、そういう面からも、いろいろなところからいろいろなことを言われて皆

さんも大変なことであろうと思いますけど、ぜひ今後も鋭意努力をしていただきますことをお願いし

て、終わりにいたします。 
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○【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)国立駅南口における用地交換の検討に係る東日本旅客鉄道株式会社との協

議状況についてを終わります。 

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

 報告事項(4) 矢川複合公共施設新築工事基本設計について 

○【関口博委員長】 報告事項(4)矢川複合公共施設新築工事基本設計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(4)矢川複合公共施設新築工事基

本設計について、建設環境委員会資料№95により御報告をいたします。 

 施設の整備につきましては、本年６月に基本計画を策定し、その後、基本設計に入りました。１ペ

ージにございますとおり、基本計画の中で「まちなかの大きな家と庭」というコンセプトを示し、そ

の実現のための５つの機能、そして、それを実現するための空間上の手法をまとめております。具体

的には、多世代が日常、気軽に立ち寄れる施設であること、また、商店街や周辺地域を巻き込んだに

ぎわいを生み出す施設であること、そのために今後、地域行事も含め、さまざまなソフト展開が可能

となる空間を整備することでございます。 

 ２ページ目をごらんください。基本設計では、基本計画を踏まえ、設計を進め、①から⑥にあると

おり、各空間の一体的な使用を大前提に施設計画をまとめてございます。 

 ３ページ、４ページ目は平面図となっております。基本計画より大きな変更はございませんが、設

計に入りましたので、各部屋の規模であったり、扉など建具の位置も明確になってございます。 

 ５ページ目は断面図と立面図となっております。建物自体が隣接する保育園と調和した丸い大きな

屋根がかかった形状になってございますので、エントランスから入った際に、奥のホールに行くほど

高さのある豊かな空間が感じられるようなしつらえとなってございます。 

 次の６ページから10ページ目には施設のイメージ図を載せさせていただいております。まず、６ペ

ージ目には南武線側からの外観でございます。また、隣の７ページ目は商店街側から広場を通した外

観となってございます。敷地の中には、車椅子の方の利用者のための駐車場、そして、自転車用の屋

根がかかった駐輪場がございますが、それぞれ雨にぬれずに館内に入れる動線に配慮してございます。 

 次の８ページ目でございますが、こちらはエントランス付近のとおり土間のイメージとなっており

ます。吹き抜けの部分にネットの遊具がございますが、エントランスから建物に入った瞬間に、建物

の魅力を体感できるような工夫になってございます。 

 ９ページ目は児童館の様子でございます。小学生だけではなく、中高生の居場所にもなるように工

夫をしてございます。 

 10ページ目でございますが、広いホールから２階を見渡したイメージ図となってございます。こち

らは備品の椅子・テーブルの工夫にもなりますけれども、どの世代の方も居心地よい空間を体感でき

るような、そうしたしつらえを考えてまいりたいと考えています。 

 また、少し見えづらいんですが、２階の手すりの周囲の部分には中高生が自習できるカウンターテ

ーブルを設置してございます。ただ、自習スペースにつきましては、落ちついた場で行うという必要

性もございますので、そこは館内の各お部屋の中で時間帯によって生じる空き部屋、そうしたものも

有効に活用してまいります。 
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 最後に、11ページをごらんください。工事費は、合計で11億4,700万円を積算してございます。今

後、実施設計の中で可能な限りコスト削減に努めるとともに、国や東京都の各種補助金の確保にも努

めてまいります。 

 今後のスケジュールでございますが、記載のとおりであり、令和４年度（2022年度）中の施設オー

プンに変更はございません。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。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 基本設計のコンセプト、２ページのところなんですけれども、基本設計の概要

というところで、その中で保育園と複合施設の境界にはということでフェンスは設けないと、デッキ

ひろばと一体的な利用が可能というふうになっているんですけど、ここ行き来できるということなん

ですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 これは、具体的に言いますと、保育園の送迎の保護者

の方が使われる駐輪場とデッキひろばが垣根なくつながっているということでございます。当然なが

ら、保育園に勝手にいろいろな方が出入りしてしまうというのはセキュリティー上問題がございます

ので、そうではなく、親御さんたちがいかにこちらの施設も有効的に使うか、その視点での垣根を取

っ払うということでございます。 

○【藤田貴裕委員】 結構いい施設ができているのかなということで、おもしろいですよね。とおり

土間のネット、これは高ければ高いほどおもしろいですから、このネットね。いいと思います。ただ、

これ、ほかの見てると、何か椅子と机が随分多いですよね。子育て施設はもっと子供が自由に走り回

ったり、児童館だったらドッジボールができるようなところがあったらいいと思っているんですけど、

これはどういうあれなんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 委員御指摘のように、子供が走り回る際のスペースと

いうのと、あとはこの施設自体が子育て支援の応援施設であると同時に、多世代の交流の居場所とい

うところで考えてございますので、特に子育て、子供たちという観点では、２階の部分を比較的自由

に使えるようなスペースで検討しているところで、そこは屋外のデッキのスペースも含めて考えてい

ます。ただ、１階のホールであったり、とおり土間のところは、これまで我々もいろいろな施設を視

察してまいったんですが、御高齢の方はやはり椅子に座られて休憩される方が非常に多かったという

ことがございまして、これから運営をしっかり考えていく中で、子供たちが遊ぶ動線なんかもしっか

り配慮しながら考えていかなければいけないと考えていますが、基本的にはホール、あるいはとおり

土間、あるいは屋外のスペースも含めてゆっくりと休憩できるスペース、備品含めてきちんとそろえ

ていきたいという考えでございます。以上です。 

○【近藤建築営繕課長】 済みません、トイレの話をさせていただければと思うんです。ちょっと旧

駅舎に続いてなので恐縮なんですけれども、今、うちの職員２名、女性職員がこの設計に当たってお

りまして、その職員のほうからも提案がありまして、ＬＧＢＴについて、きちんと検討するべきだろ

うというところでございまして、そのための性別のないトイレというものを今回この施設には取り入

れております。１階部分なんですけども。そのほかだれでもトイレもありますし、男女別のトイレも

あるという形で、今回この施設では計画しております。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 進んだ施設ができるということですね。きのうもいろいろ何か裁判のあれが出

ていたように、性的少数者の方も使いやすいトイレという意味ですよね。配慮した、そういう意味で

すよね。 
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○【近藤建築営繕課長】 済みません、性別のないトイレと申しましたのは、今かなり各メーカーの

ほうから、入り口だったりとか、そういったものを配慮するべきだというものの指針が出ておりまし

て、なのでトイレに入るところを見られたくないとか、そういったところにも配慮しながらトイレづ

くりをするべきだというのが出ています。そういったものも加味しながら、今回トイレづくりをして

いるところでございます。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 そういう意味ですか。はい、わかりました。 

 これは、ボールで遊ぶところはつくる余地はないという感じなんですかね。どうなんですか。今の

児童館もボールで遊べなくて、みんな風船でドッジボールをやっているんだけど、そうじゃなくて、

もうちょっといいのがつくれないですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 屋外広場について、900平米ほどの芝生にしたいなと

いう思いはあるんですが、ここの中で、やはり多世代の方がお休みになっている場所が、一緒にその

空間を使っているところがございますので、支障のない範囲でボール遊び等はできるように考えてま

いりたいと考えています。ただ、やはり周辺の商店街であるとか、道路であるとか、そうしたところ

への危険性の配慮というのはしなければいけませんので、そこの中で、今後、どこまで制限をしてい

くか、そうしたらところはきちんと考えてまいりたいと思っています。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(4)矢川複合公共施設新設工事基本設計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５時５９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１２月１３日 

 

 

 

    建 設 環 境 委 員 長       関  口     博 
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