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 平成２８年３月４日（金）  場所 委員会室 

 ○出席議員 

    自由民主党・明政会 青木  健        日本共産党     高原 幸雄 

     〃         石塚 陽一         〃         尾張美也子 

     〃         大和 祥郎         〃         住友 珠美 

     〃         石井 伸之        公明党（座長）   中川喜美代 

     〃         髙柳貴美代         〃         小口 俊明 

     〃         大谷 俊樹         〃         青木 淳子 

     〃         遠藤 直弘        緑と自由の風    重松 朋宏 

    新しい議会     藤江 竜三         〃         関口  博 

     〃         稗田美菜子        社民党       藤田 貴裕 

     〃         石井めぐみ        こぶしの木     上村 和子 

     〃         渡辺 大祐        みらいのくにたち  望月 健一 

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

 ○出席説明員 

    副市長       永見 理夫        健康福祉部主幹   柴田 康紀 

    教育長       是松 昭一        しょうがいしゃ支援課長 網谷  操 

                           高齢者支援課長   馬塲 一嘉 

    政策経営部長    雨宮 和人        地域包括ケア推進担当課長 大川 潤一 

    特命担当部長    薄井 敏男        健康増進課長    岩澤 明宏 

    市長室長      松田 周平        予防・健康担当課長 堀江 祥生 

    政策経営課長    黒澤 重德         

    課税課長      佐伯  真        子ども家庭部長   馬橋 利行 

    収納課長      土方  勇        児童青少年課長   田代 和広 

    債権管理担当課長  中村さゆり        子ども政策担当課長 松葉  篤 

    (兼)行政管理部法務担当課長              子育て支援課長   宮崎きよみ 

                                           

    行政管理部長    橋本 祐幸        生活環境部長    武川 芳弘 

    総務課長      平  康浩        生活コミュニティ課長 立川 浩平 

    建築営繕課長    内山  猛        環境政策課長    町田 孝弘 

    情報管理課長    林  晴子        ごみ減量課長    村山 幸浩 

    情報政策担当課長  矢吹 正二        産業振興課長    三澤 英和 

    職員課長      清水 紀明         

    防災安全課長    古沢 一憲        都市整備部長    佐々木一郎 

    検査担当課長    中村  徹        都市計画課長    関  慎一 

    市民課長      毛利 岳人        道路下水道課長   江村 英利 

                           都市整備部主幹   佐伯喜重郎 

    健康福祉部長    藤崎 秀明        交通課長      中島 広幸 

    福祉総務課長    山本 俊彰         
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    まちづくり推進本部長 門倉 俊明        教育指導支援課長  金子 真吾 

    国立駅周辺整備課長 北村  敦        指導担当課長    市川 晃司 

    (兼)富士見台地域まちづくり担当課長             生涯学習課長    津田 智宏 

    南部地域整備課長  蛯谷 常久        学校給食センター所長 本多 孝裕 

                           公民館長      石田  進 

    会計管理者     山田 英夫        くにたち中央図書館長 尾崎 清美 

                    

    教育次長      宮崎 宏一        監査委員事務局長  波多野敏一 

    教育総務課長    川島 慶之 

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

 ○議会事務局職員 

    議会事務局長    内藤 哲也         

    議会事務局次長   町田 勝則         

                            

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

 ○会議に付した事件 

    報告事項(1)第５期基本構想第１次基本計画（案）について 
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午前１０時開会 

○【中川喜美代議長】 おはようございます。議員並びに出席説明員におかれましては、定例会中の

一般質問終了後、また、予算特別委員会を控えお忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

 先例に倣いまして、議長の私、中川が座長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、ただいまから全員協議会を開会いたします。 

 議題に入ります前に、副市長より発言を求められておりますので、これを許します。副市長。 

○【永見副市長】 おはようございます。貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうござ

います。佐藤市長でございますが、議長から出席要請をいただいているところではございますが、議

員の皆様の御配慮もいただき、体調保持のため、本日の全員協議会は欠席をさせていただきます。よ

ろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○【中川喜美代議長】 ただいま御報告がありましたとおり、市長は欠席でありますので、御了解願

います。 

 続きまして、去る１月１日付の人事異動に伴い、出席説明員に異動がありましたので、御紹介をお

願いいたします。行政管理部長。 

○【橋本行政管理部長】 改めましておはようございます。１月１日の人事発令によりまして、出席

説明員の変更がございましたので、御紹介をさせていただきます。 

 最初に政策経営部でございます。課税課長、佐伯真でございます。 

 次に、行政管理部でございます。防災安全課長、古沢一憲でございます。 

 次に、健康福祉部でございます。健康増進課長、岩澤明宏でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【中川喜美代議長】 以上で説明員の紹介を終わります。 

 次に、本日の全員協議会の進め方につきまして御説明申し上げます。本日の全員協議会につきまし

ては、去る１月25日に開催いたしました会派代表者会議において確認されております。 

 初めに、当局より第５期基本構想第１次基本計画（案）について説明を受け、その後、質疑、意見

等に入ります。 

 質疑時間と順番につきましては、質疑、意見等は答弁も含め、１人10分の持ち時間とし、２人以上

の会派におきましては、会派の中で調整していただき、会派の持ち時間の範囲内で続けて質疑、意見

等を行っていただくことが確認されております。質疑順番につきましては、座長において、順次指名

をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 議員各位におかれましては、簡潔な御質疑をいただき、また説明員におきましては、明確かつ簡潔

に御答弁されますよう、特にお願い申し上げます。 

 また、本日の議席でございますが、おおむね前例に倣って配置いたしておりますので、御了承願い

ます。 

 以上でございますが、本日の全員協議会の議事運営につきましては、議員各位の特段の御理解、御

協力をお願い申し上げます。 

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

報告事項(1)第５期基本構想第１次基本計画（案）について 

○【中川喜美代議長】 それでは議題に入ります。報告事項(1)第５期基本構想第１次基本計画
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（案）についてに入ります。当局より報告を求めます。政策経営部長。 

○【雨宮政策経営部長】 おはようございます。大変過密な日程の中、市議会全員協議会を開催いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 国立市第５期基本構想第１次基本計画（案）につきまして、お手元の全員協議会資料№１に基づき

御報告させていただきます。 

 まず、策定過程でございます。132ページの資料編、こちらをごらんください。第１次基本計画

（案）、以下基本計画（案）とさせていただきますが、本議会に上程しております国立市第５期基本

構想（案）と並行して策定作業に当たってまいりました。 

 133ページでございますが、副市長を企画委員長とし、部課長と各部推薦の若手・中堅職員により

構成する基本計画企画会議において検討してまいりました。 

 この間、11月26日、28日、12月16日に、市内延べ４カ所で基本計画タウンミーティングを開催し、

32名の市民の方々に御参加いただきました。 

 また、11月26日から12月18日までの23日間、パブリックコメントを行い、34名の市民並びに議員の

方々から御意見をいただきました。御意見をお寄せいただきましたことに対しまして、この場をおか

りして深く御礼申し上げます。 

 今後につきましては、本協議会でいただいた御意見を踏まえ、今月下旬の庁議において計画決定の

予定となっております。 

 それでは、基本計画（案）の内容について御説明申し上げます。大変相当な分量になってございま

すので、ポイント説明という形で進めさせていただきます。あらかじめ御了承のほど、お願い申し上

げます。 

 初めに全体の構成でございますが、基本計画（案）の表紙をおめくりいただきまして、目次をごら

んください。基本計画（案）は全体を８章で構成しております。第Ⅰ章に基本計画の概要、第Ⅱ章に

計画の背景、第Ⅲ章に計画の目標を記載した後、第Ⅳ章で重点施策、第Ⅴ章で基本施策の体系、第Ⅵ

章におきまして32の各施策における計画を記載しております。第Ⅶ章では指標の一覧を、第Ⅷ章では

財政計画を記載しております。 

 まず、第Ⅰ章、基本計画の概要です。１ページ、２ページでは、基本計画の位置づけ、基本計画の

計画期間、基本計画の構成を記載しております。計画期間でございますが、８年間としております。

しかしながら社会経済情勢や市民ニーズの変化等に対応するため、４年ごとを基本に、必要に応じて

見直してまいります。 

 続きまして、第Ⅱ章、計画の背景でございます。３ページにおいて将来人口推計を掲載しておりま

す。括弧書きで再掲とございますのは、基本構想（案）に掲載をしております関係でございます。こ

の推計は、政策経営課における推計で、合計特殊出生率と人口移動率がおおむね現状と同じ状況であ

った場合の推計でございます。この推計でまいりますと、20年後の平成48年（2036年）には人口は７

万1,000人を割り、高齢化率は30％を超えてまいりますことから、大変厳しい行財政運営を迫られる

見込みとなってございます。 

 第Ⅲ章、計画の目標でございますが、基本構想に掲げるまちづくりの目標と同様に、「学び挑戦し

続けるまち ともに歩み続けるまち 培い育み続けるまち 文教都市くにたち」の実現を目標として

ございます。 

 ４ページへお移りください。第Ⅳ章では、限りある資源を有効活用するため、重点施策としまして、
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「次世代の育成」、「安心・安全の確保」、「国立ブランドの向上」の３つを挙げております。 

 ５ページ、６ページは、それぞれの考え方について説明を記載しております。 

 ７ページ、８ページでございますが、基本施策の体系とし、政策１の人権・平和・男女共同参画以

下、９つの政策にひもづく32の基本施策体系図を掲載しております。 

 ９ページのⅥ章、基本施策をごらんください。初めに計画の見方を御説明いたします。ここに記載

のある計画書の見方に沿って御説明申し上げます。 

 まず初めに施策における現状と対処する課題をまとめた＜現状と課題＞を記載しております。次に

＜施策の目的及び体系＞とし、二重線の囲みに示しておりますのが、目指すべきまちの姿でございま

す。以下、施策を構成する展開方向の体系図を示しております。 

 ページをおめくりいただき、10ページでございますが、施策を構成する展開方向ごとに、【目的】

と【手段】を記載しております。その下でございますが、【展開方向の進捗状況を測定するための指

標】として、事業実施の成果を把握するための指標を設定しております。実績値とありますのは現状

でございまして、４年後の平成31年度（2019年度）の目標値と、計画最終年度である平成35年度

（2023年度）の目標値を載せてございます。 

 計画の見方は以上でございます。 

 続きまして、施策ごとの計画内容についてですが、説明が膨大となりますので、政策体系ごとに施

策名を申し上げるのみとさせていただきます。 

 初めに、11ページからの政策１、人権・平和・男女共同参画でございます。施策といたしましては、

人権・平和の推進と男女共同参画社会の実現と女性への総合的な支援を掲げております。 

 16ページからの政策２、子育て・教育でございます。施策といたしましては、子育て環境の充実、

地域ぐるみでの子育ち支援、学校教育の充実の３つを掲げております。 

 27ページからの政策３、文化・生涯学習・スポーツでございます。施策といたしまして、文化・芸

術活動の推進と歴史・文化遺産の適切な保護、生涯学習の環境づくり、スポーツの振興の３つを掲げ

ております。 

 36ページからの政策４、保健・福祉でございます。施策といたしまして、健康づくりの推進及び保

健と医療の連携強化、高齢者福祉の充実、しょうがいしゃの支援、支え合いの地域づくりと自立支援

の４つを掲げております。 

 50ページからの政策５、地域・安全でございます。施策といたしまして、防災体制の充実、防犯対

策の強化、コミュニティ活動の促進、消費生活環境の整備の４つを掲げております。 

 62ページからの政策６、環境でございます。花と緑と水のある環境づくり、環境の保全、ごみの減

量と適正処理の３つを掲げております。 

 70ページからの政策７、都市基盤でございます。施策といたしまして、道路の整備と適正管理、交

通環境の整備、市街地整備の推進（国立駅周辺地域・富士見台地域整備）、南部地域の整備、地域特

性を活かしたまちづくりの推進、下水道の整備・維持・更新の６つを掲げております。 

 86ページからの政策８、産業でございます。施策といたしまして、商工業振興と観光施策の強化と、

農業振興と農地保全の推進の２つを掲げております。 

 最後に93ページからの政策９、自治体経営でございます。施策といたしまして、変化に対応できる

柔軟で効率的な行政運営、情報の積極的な発信と共有・保護、市民連携・市民協働・市民参画の推進、

将来にわたって持続可能な財政運営、公共施設マネジメントの推進の５つを掲げております。 
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 107ページからは、各施策の展開方向ごとの指標と目標値の説明を一覧にしてございます。 

 129ページからは、財政収支の見通しを記載しております。財政収支の見通しは、基本計画の実効

性を担保する歳入・歳出の両面における先行的な見積もりであり、今後の経済情勢や財政状況等を勘

案し、計画期間における安定的・効率的な財政運営を図るものでございます。 

 また、その中で131ページに、本基本計画の計画期間である平成28年度（2016年度）から平成35年

度（2023年度）の一般会計の財政計画（収支見込）を記載しております。なお詳細は実施計画にて記

載することとしております。 

 132ページ以降は資料編となっております。 

 以上が基本計画（案）の概略でございます。 

 基本計画（案）の今後の取り扱いにつきましては、さきに申し上げましたとおり、本全員協議会で

の御意見をいただき、必要な修正等加え、今年度内に最終的な計画としてまいります。 

 以上、報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○【中川喜美代議長】 報告が終わりました。それでは質疑、意見等を承ります。大谷議員。 

○【大谷俊樹議員】 おはようございます。それでは質疑させていただきます。 

 まず、70ページでございます。道路の整備と適正管理ということで、これは安心・安全の確保から

来ているのかなと思いますが、その中で「人にやさしい」道路整備とありますけれども、これはどう

いう形の道路になりますでしょうか。 

○【江村道路下水道課長】 「人にやさしい道づくり」ということですけれども、バリアフリー対応

で、歩行者、自転車、自動車などの道路を利用する全ての人が安全で快適に通行できる道路という考

え方で、整備を推進していくということでございます。 

○【大谷俊樹議員】 ありがとうございます。それではここの71ページに載っています都市計画道路

の整備率ですけれども、実績が37.9％、最終的に平成35年にて40.5％でございますけれども、この

2.6％増の部分はどこを予定してございますか。 

○【関都市計画課長】 31年目標と35年目標の差の部分でございますけれども、現在、都市計画道路

３・４・10号線整備中でございまして、事業区間としましては、都市計画道路をつなぐ区間となりま

すので、北側の中央線以北の路線延長のほうを計上させていただいているところでございます。 

○【大谷俊樹議員】 それでは、この完成部分が2.6％ということで、当然計画としては、ほかの都

市計画道路も進めていくというような考えでよろしいんでしょうか。 

○【関都市計画課長】 はい。目標値には入ってございませんけれども、沿線整備で上げています市

施行路線が５路線ございますので、これについては10年以内の着手という目標を持って整備していき

たいという考えでございます。 

○【大谷俊樹議員】 ありがとうございます。それではもう１点、この都市計画道路だけではなく、

優先整備道路、あるいはその他の道路整備ですけれども、関係部署とその役割を教えていただけます

か。 

○【蛯谷南部地域整備課長】 関係部署の役割というお話なんですけれども、拡幅等に伴います用地

買収と計画までは、南部地域整備課で行ってございます。買収が終わって工事のほうなんですが、工

事のほうは道路下水道課で担当させていただいてございます。以上です。 

○【大谷俊樹議員】 ありがとうございます。南部の地域のことはそうだと思うんですけれども、こ

ちらの部署間の連携というところで、スムーズに行えるのかどうか、そこの辺、１点だけお伺いさせ
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ていただいてよろしいですか。 

○【蛯谷南部地域整備課長】 部署間の連携ですけれども、南部のほうで言いますと、南部地域整備

基本計画がございますので、10年間の優先整備路線、互いに各課ともそれを把握してございますので、

実施計画等に伴って進めてまいります。その間に道路下水道課、南部地域整備課、そのほか関係部署

との協議、検討等は、密に進めさせていただいている状況でございます。 

○【大谷俊樹議員】 ありがとうございます。協議、検討を各部署で進めるのではなくして、買収あ

るいはそういうものが終わったときにはスムーズに、次の実行部隊といいますか、すぐに行うその部

署が、しっかり連携をとった中で進めていっていただきたいと思います。 

 それで計画はそうかもしれませんけれども、計画ではない、その次の瞬間、長いスパンではなく、

その整備というもので、短い期間の整備もなるべくその企画部署と実際に行う部署の連携、これは検

討とか協議ではなく、すんなりと実現できるようにお願いしたいと思います。今後とも一層の連携強

化をぜひよろしくお願いします。 

 それでは、75ページでございます。富士見台地域整備ということで、まさに憧れの存在であった富

士見台団地なんですけれども、これはどのような魅力的な取り組みをしていくのか伺います。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 こちらにつきましては、「何十倍もの狭き門を経て入

居できる」というのは、50年前のＵＲ団地の特徴という形ではあったんですけれども、今はそれがや

はりちょっと難しいような状況に置かれておりますので、それを踏まえまして28年度に向けては、ビ

ジョン等を考えていきたいと考えておるところと、今までもちょっと行っておりましたけれども、そ

の地域の方々とのコミュニケーションを密にするような形で、議論していきたいと考えているところ

でございます。 

○【大谷俊樹議員】 それではまた、魅力的な団地にしていきたい、そういう思いがあってのビジョ

ンなんでしょうか、それだけお伺いさせてください。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 魅力的であることとともに、こちらは77ページの展開

方向２というところで書かせていただいておりますけれども、「だれもが住みやすい富士見台地域の

まちづくり」ということで、今後少子高齢社会を迎えるに当たって、地域包括ケアという概念を市と

しては重点的に考えておりますので、誰でも住みやすい地域というのを考えていきたいと考えている

ところでございます。 

○【大谷俊樹議員】 高齢化に向けてというのもよく理解します。もう１つは、議会で皆さんがおっ

しゃっている、生産年齢人口に向けてのアピールというのもあろうかと思うんですけれども、１つこ

の指標を見ますと、平成35年で人口が減る、こういう数値目標になっているんですけど、なぜ人口が

減る目標になっているんでしょうか。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 こちらの数値につきましては、市全体の人口推計を政

策経営課のほうで行っておりまして、その数値に基づきますと、富士見台地域の今回26年実績値は１

万7,166人で、31年の推計値が１万6,332人ということで4.86％減、35年が１万5,359人と10.53％減る

という人口推計になっておりまして、それを若干なだらかにするような形、31年につきましてはプラ

ス２ポイント、35年についてはプラス５ポイントで展開できるような形で数値を置いているところで

あります。 

○【大谷俊樹議員】 これは目標値ですよね。ここに載せているのは推計値じゃないですよね。進捗

状況を測定するための指標、目標。魅力的な団地をつくるんであれば、ここは人口増を目指して、そ
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の目標に向けた夢のあるまちづくりをしてほしいのに、学者の言うとおりの推計の数字に合わせて減

るのを前提にというのは、ちょっと悲しかったんですけれども、それはどう違うんですか。これは推

計ですか、目標ですか、どっちですか。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 やはり推計値に基づいて目標値というのは立てる形に

なろうかと思いまして、今回につきましては、推計値は、人口がかなり大きく減となるところを、若

干食いとめる形ができるように方策を考えていきたいという形で、数値を置いているところでありま

す。 

○【大谷俊樹議員】 わかりました。できれば人口がふえるような施策を、議会のほうからもずっと

お願いしているわけですから、これはあくまでも推計ということは、別の指標として、目標としては。

これを見ると、団地の戸数は減らして建てかえしていくのかなというようなことも思ってしまいます

が、そうではないと思うので、できれば魅力ある富士見台地域づくりをお願いしたいと思います。 

 それでは、100ページの市民連携・市民協働・市民参画の推進ということでございますが、これは

どこの部署が行うのでしょうか。 

○【立川生活コミュニティ課長】 統括的には生活コミュニティ課で進めさせていただきたいと思っ

ております。 

○【大谷俊樹議員】 ありがとうございます。この中に、私は観光の要素とかも少し入ってきてもい

いのかなと思っています。産業振興課の観光の分野ですか、あるいはイベントの分野、これもどうい

う形で連携していくのか、ぜひとも連携する中で市全体を考えて、あるいは自治会の部分もあわせて、

市全体がコミュニティーを強化できるようなことをお願いして、そこのことも考えながら進めていた

だきたいなと思います。以上です。 

○【遠藤直弘議員】 それでは、全体的なところからちょっと御質疑していきたいんですけれども、

第四期基本構想第２次基本計画、こちらの、言葉としては出来高というんでしょうか、目標値におけ

る達成率というのが何かはかられているのか、お答えいただけますでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 新年度、平成28年度に入りましたら、施策評価会議というものをやりまし

て、それで最終的な評価の取りまとめを行いますけれども、平成26年度分までのあくまでもこの指標

だけの達成数字でいきますと、おおむね30％ぐらいの指標が達成されているという状況でございます。 

 しかしながら、これはあくまでも指標だけのお話ですので、全体としてはこの今の第２次基本計画

の間、さまざまな時代変化、それから震災等もございました。そういった中においては柔軟に対応し

てきたと。また、さまざまな施策、地域包括ケアですとか、特別支援教育の充実を含めた教育の質的

向上、それから市長室設置に見られる男女平等、人権施策の強化、そして何より長年の課題でござい

ました財政健全化におきましては、大きな進展が見られたということがございますので、行政運営自

体は決して停滞することはなかった、そのような評価をしてございます。 

○【遠藤直弘議員】 ありがとうございます。その基本構想・基本計画をつくった段階では、なかっ

たものもいろいろとあるので、私もそれは理解しております。ただ、やはりつくるからには100％を

目指すというのが、これは当たり前のことだと思いますし、逆に目標というもの自体が大きいのかな

というふうに。５割ぐらいかなとかと思っていたのが３割という分析評価であれば、やはりそれはち

ょっと目標を大きく掲げ過ぎているのかな、もう少し緩やかにしなければいけないんじゃないかなと。

要は、理想を書いてもそれに合致していくということはないと思いますので、私はやはり現実を見た

目標設定をしていったほうがいいのではないかなと考えています。 
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 あとはそれに付随して、80ページです。私も南部の者なもので、驚愕の数字を見てしまいまして、

南部地域道路の整備進捗率1.3％。この数字を見てどう思われているか、担当の方、お願いいたしま

す。 

○【蛯谷南部地域整備課長】 済みません。こちらの1.3％は、確かにちょっと数字が少ないんです

けれども、こちらは基本的に、南部基本計画の10年間の優先整備路線の中で試算をして率を出させて

いただいているんですが、今までその中で終わっているのは八王子道の買収のみなので、この今まで

終わった中では1.3％とすごく少ない数字になってございます。以上です。 

○【遠藤直弘議員】 わかりました。もしも今度実施計画とか、その次の細かく実際に動こうという

計画のときには、ぜひ狭隘道路がどのように整備されているかというような率をつくったりとか、そ

れが実際には住民の生活向上になるということを踏まえて、また指標をつくっていただきたい。指標

をつくるだけではなく、進捗させてもらいたいということをお願いして、また80ページの中でもう１

つ質疑がございます。 

 この「南部地域が魅力的だと思う市民の割合」、これはアンケートをとっていくんだと思うんです

けれども、そのような形でよろしいでしょうか。 

○【蛯谷南部地域整備課長】 こちらの魅力的だと思う市民の割合というところなんですけれども、

今まで国立市市民意識調査の中に、この魅力的だという項目がございませんでしたので、28年度から

その項目を立てて調査を行っていくということになってございます。（「アンケートで間違いないで

すか」と呼ぶ者あり）はい。 

○【遠藤直弘議員】 そういうことですね。ありがとうございます。これは南部地域のことも含めて

意識調査をするということなので、できましたら、南部に住んでいる方と、そうではなく北のほうに

住んでいる方と分けて、指標をとっていただきたいなと思います。全部まぜられると、実際にやはり

ちょっと意識的なところに差があると思いますので、分けて指標をとっていただいて、それで分析し

ていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたらまた、77ページのほうから御質疑させていただきたいんですが、先ほど大谷議員の

ほうからも質疑がありました。これは協議しますということなんですが、ハード的なもの、具体的に

これは建てかえとかを協議するということだと思うんです。市の中でそういった検討とかもされてい

るんでしょうか。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 こちらにつきましては、建てかえということではなく

て、まず東京都につきましては、今建てかえ事業が行われておりまして、それに伴いまして、公共施

設を建てる形の協議を行っていることと、ＵＲ団地につきましては、今後の方向性についてＵＲさん

が考えていらっしゃる部分がありますので、そこについて市がＵＲさんとも協議をいたしますし、団

地にお住まいの方とも協議をしていくというような形で考えているところであります。 

 つきましては、そのまちの全体としての富士見台地域のビジョンみたいなものを、市としては28年

度に向けて検討していきたいと考えているところでございます。 

○【遠藤直弘議員】 どういう方向性というと、人を入れるのに、今はエレベーターもない団地でと

なると、やはりもうそれしか方法がないのかなと思えるんです。（発言する者あり）ですので、実際

にどのような計画があって、どのようにしていくのかということは、頭の中というか、検討自体は進

めていったほうがいいと思うんです。やはり富士見台地域というのは、国立の中心になる場所ですか

ら、市で全く計画がない中で、ただただお話し合いをするといっても、当然住民の方の御意見はあり



－ 10 － 

ます。今も望月議員からやじが来ましたけれども、そういった御意見はあります。ただ国立市全体で

考えた中で、公共施設をどこに配置するのかというときに、協力をしていかなければいけないので、

結局市の中でしっかりとしたものがなければ、これはＵＲと話したって、ほわんとしたお話になって

しまうと思うんです。 

 なので、建てかえないなら建てかえないで、どのようなことを望むのか。協議をしますというので

はなくて、要は市の中でのポジションをちゃんとつくって、建てかえないなら建てかえないで、この

ような方向でお願いします、そうしなければ国立市は人口がふえません、人口がふえなければ市税が

減るわけですから、国立市の目標としてはやはり住民を多くふやしたいということは、しっかりと伝

えていかなければいけない。空室率のことを考えても、やはり大きく問題になっているはずですから、

ただ検討するんではなくて、しっかり計画をしていただきたいなと思っております。以上です。 

○【髙柳貴美代議員】 それでは、70ページの道路の整備と適正管理のところで、ちょっと御質疑さ

せていただきたいと思います。現状と課題のところで、「だれもが安全に移動できる『人にやさし

い』道路整備への要請が高まる」、そして、また次の71ページのところで、歩行者の方が安全で快適

に移動できる道路空間をつくっていくということなんですけれども、その際に、「老朽化した舗装・

道路施設の補修やバリアフリー対応の歩道整備」とあるんですけれども、この規格改良済（バリアフ

リー化）の歩道というのは、具体的にどのような形のものなのか教えてください。 

○【江村道路下水道課長】 歩道の規格改良済ということですけれども、旧の基準は歩道の幅員が

1.5メートルということで、富士見通りや学園通りなど、1.5メートルの歩道で整備が進められてきま

した。現在歩道幅員は２メートル以上ということですので、まず歩道幅員が２メートル以上あること、

それと透水性の舗装になっていること、あとは車道との段差、こちらがバリアフリー対応で勾配が緩

やかになっていること、このような基準を満たしているものを、改良済ということで考えているとこ

ろでございます。 

○【髙柳貴美代議員】 勾配が緩やかになっているということも、車椅子の方とかが通るときにとて

も大切なことだと思うんですけれど、私は富士見通りに住んでおりまして、お年寄りの方から多く聞

くんですけれども、その勾配の角度がかえって歩きにくい、そこを通るときにとても怖いとおっしゃ

る方が多いんです。歩いていますと勾配のところがとても多いわけなんです。 

 この改良が15.9％済んでいるということですけれども、本当に改良済の歩道が使いやすいのかどう

かというところを、もうちょっと実際に歩いていらっしゃる方とか、車椅子の市民の方の意見を聞い

ていただきたいと私は思うんです。 

 せっかく改良していただきましても、実際には父と歩いていても、近所のお年寄りと手をつないで

歩いていても、やっぱり勾配のところに行くととまっちゃうんです。ですから、本当にそれがバリア

フリーになっているのか、お年寄りの方にとっていい形になっているのかを、もう一度ここで見直し

ていただいて、多くの意見を取り入れていただいて、適切な改良をしていただきたいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○【江村道路下水道課長】 御指摘のように、富士見通りとか旧基準で整備されている歩道に関して

は、まだ改良済ではない、未整備という認識でおります。したがいまして、この未整備の八十数％の

中に、その富士見通りとか学園通りというようなものがございます。 

 今さくら通りを進めておりますけれども、国立駅周辺で新たに歩道整備したりというもので、進捗

率のほうを推計しております。今後当然富士見通りや学園通りの歩道なども、拡幅なり段差改良なり
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ということで、計画期間は長くなりますけれども、順次整備をしていきたいということで、既存は要

するに、今の歩道のバリアフリー基準に適合していないという認識でございます。 

○【髙柳貴美代議員】 済みません、富士見通りに関してなんですけれども、駅付近は都道だと思う

んです。あの歩道の形は、バリアフリー対応にしているということなんでしょうか。 

○【江村道路下水道課長】 歩道幅員そのものは、多分都道の部分も1.75メートルぐらいだと思いま

す。本来16メートルの拡幅の都市計画道路の計画性がございますので、歩道を広げるには、やはり都

市計画道路としての整備ですとか、あとは車道をかさ上げすることで段差を改良するだとかというこ

とで、抜本的な改良でないと、現在の構造のままですと解消ができませんので、そういった大きな対

応の中で整備をしていくという考え方でございます。 

○【髙柳貴美代議員】 今の段階ででき得る限りで、やはり歩かれる方、歩行者の方が安全で快適に

移動できるということが一番の目標だと思うので、その辺の皆さんの意見を聞いていただいて、これ

から順次進めていただきたいと思います。 

 あともう１点、26ページなんですけれども、現在、老朽化が進んでいる給食提供施設についての整

備に向けた事業を推進されるというところの４点目で、アレルギーのお子さんに対することが載って

います。今の給食の提供施設では、アレルギー児対応の給食は出せないということだと思うんですけ

れども、これはあくまでも、そのアレルギーの方の対応食をつくるというのではなくて、でき得る限

り今の対応に力を入れてくださるということでしょうか。 

○【本多学校給食センター所長】 今おっしゃったとおりでございまして、現状の給食センターの設

備では、アレルギー対応食をつくることは不可能でございますので、現状の中で、なるべく学校と給

食センターと保護者と三者で情報共有等連携した中でやっていくということで、具体的には、アレル

ギー対応のマニュアルも教育委員会のほうで作成をしておりますので、それに基づいてやっていくと

いう形になってくると思います。 

○【髙柳貴美代議員】 御苦労して、いろいろつくっていただいて、皆さんに御説明いただいている

ということなんですけれども、私がよく相談を受けますのは、小学校に入る以前に、うちの子はアレ

ルギーを持っているんだけど、国立の公立の小学校に通うことができるんだろうか、また、アレルギ

ーのお子さんは一人一人違いますから、なかなかそれで対応できるかどうかということを、とても心

配していらっしゃる方が多いんです。入ってこられると決まった方々ではなくて、これから小学校に

入る、幼稚園や保育園に通っていらっしゃるお子さんを持たれる保護者に、御説明とかそういう機会

を持たれる計画はありますか。 

○【本多学校給食センター所長】 現状で、これから学校に入ってきて、それで保護者の方と給食セ

ンターの栄養士が情報交換して、必要な資料を提供しているということでございますけれども、その

ような形で、まだ入っていない方について、例えばアレルギーの情報提供等をできるかどうかという

ことも、今後の検討にはなっていくかと思います。 

○【宮崎教育次長】 広く私どもの取り組みを伝えるということで、このアレルギー対応につきまし

ては、やはり学校、保護者、それからそれぞれの現場、給食センターを含めて、情報共有をしっかり

して、まずは口にしないように徹底しましょう、それから仮に口にしてしまったときに、ＰＨＳの配

備ですとか、学校との連携、どのように対応していくか、そのマニュアルをつくって研修等も行って

いる中で、私どもの取り組みをぜひ紹介したいと、実は年末に、ある新聞社の記者に声をかけて来て

いただいて、たしか１月に入ってでしたけれども、しっかりとした記事にまとめていただいた、そう
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いったことも含めて、全体的にＰＲもしていきたいと考えてございます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代議員】 私もその記事を読ませていただきまして、大変すばらしいなと感動いたしま

した。皆さんの努力をＰＲの形って必要だと思いますし、子育てしやすいまち国立をつくるというと

きに、やはりアレルギー対応食ができないというのは、かなり弱点だと思うんです。 

 だけれども、できる限りの努力をされていて、こんなにも国立市は子供たちのことを思っていると

いうことを、せっかくやっていらっしゃるんですから、いろいろな形でＰＲしていただいて、小学校

に上がる以前の小さなお子様の保護者の方、また国立に行きたい、住んでみたいなと思われる若い世

代の生産人口の方々がたくさんいらっしゃると思うので、市外へのアピール、また市内でのアピール

も、いろいろな形で続けていただきたいと思います。私からは以上でございます。 

○【石井伸之議員】 まずは、こうやって国立市の方針、今後取り組んでいくんだという部分をしっ

かりまとめていただきました政策経営部政策経営課の方々の努力に対しては、敬意を表します。 

 ただ、私は１点、これを熟読していて、何か抜けているな、何か抜けているなと思いながら、何度

も何度も読み返してみました。そして最後になりまして、最後のページにあります「編集・発行：国

立市政策経営部政策経営課」、この部署名を見て、はっとしました。このそれぞれの基本施策等に、

責任を持って担当する部や課の名前が出ていません。それが出ていない理由をお聞かせください。 

○【黒澤政策経営課長】 御指摘のとおり、この基本計画でございますけれども、冒頭部長から御説

明しましたが、副市長以下、部課長とそれから若手、中堅の職員で一生懸命つくっておりまして、そ

の中では、企画会議と各分科会をつくっていまして、担当の統括課長等は決めてございますが、こち

らには記載がございません。その辺はわかりにくいかなと思いますので、今後修正等検討してまいり

たいと思っております。 

○【石井伸之議員】 了解しました。市民の側から見ると、施策として、行政を多少でも知っていれ

ば、これは多分何々課、何々部が担当するんだなということがわかると思うんですけれども、恐らく

何も知らない市民の方がこれを読んだときに、どの部、どの課、どの係が担当して責任を持って、こ

の施策をしっかりと推進していくんだというところが、私は見えないと思いました。大谷議員の最後

の質疑にも通じるんですけれども、やはり誰が一番責任を持って、この部分をしっかりと進めていく

んだというところ、これはしっかり明確にして、そして胸を張ってこれからやっていくんだという意

思を示していただきたいと思います。 

 そういった中で、例えば60ページに、消費生活環境の整備というふうにあるんですけれども、こち

らを担当する部と課を教えてください。 

○【立川生活コミュニティ課長】 生活環境部生活コミュニティ課でございます。 

○【石井伸之議員】 ありがとうございます。多少でも行政を知っていれば、恐らく課長が手を挙げ

ていただけるんじゃないかなということはわかるんですけれども、それでも、やはり非常にわかりに

くいと思います。この表を見たときに、例えば消費生活環境の整備といった場合、ここに「……」と

いう形で、生活コミュニティ課とか、部や課の名前をしっかり明示したほうがいいと思いますので、

その部分は、ぜひ改善のほうをよろしくお願いいたします。やはり予算書や決算書に、今、課の名前

が入ったように、こうやって責任の所在をはっきりさせていったほうがいいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 そしてもう１つ気になる点が、ちょっと民間、民間と言ってはいけないかもしれないんですけれど

も、民間では責任部署が１つあります。そうしたら、それに付随して、その施策を支えていく、連携
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していく、他部署連携の考え方をしっかり持っています。そういった意味で、例えば１つの施策を支

えていく部署はどこでどこなんだという考え方はいかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 現行の計画でも、評価をする段階、施策評価の段階では、担当の責任の課

と関係課を記載しているということがございますので、今御指摘いただいたことをあわせて、やって

まいりたいと考えてございます。 

○【石井伸之議員】 ありがとうございます。そしてもう１つ提案なんですけれども、そういった他

部署連携の考え方を示す際に、例えば、トーナメント方式になるのか、それともダイヤグラム方式に

なるのか、それともアメーバ的な形で表示するのか、あっ、この部署が中心になって、それを支えて

いくのはこの部署とこの部署なんだなという形で、ぜひ図表を、すぐぱっと見たとき、目でわかるよ

うな形で表示していただきたいと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 わかりやすい表記をちょっと、これから検討させていただきたいというふ

うに考えております。 

○【石井伸之議員】 ありがとうございます。やはりぱっと開いてすぐに感じて、そしてその職員も

そういった表を見れば、お願いしやすいと思うんです。この計画の中で確かに責任は私たちの部であ

ったり、私たちの課であるけど、それに対してしっかりとほかの課やほかの部、ほかの係が連携をと

って、助けてくれるんだ、また、そうやってお互いに協調していろいろな施策を、ともに進んでいく

仲間がいるんだということが、この計画の中で見えることによって、非常に安心すると思います。 

 そして、逆にそういった横の連携で縦割り行政を打破して、佐藤市長も他部署連携をどんどん進め

ていこうと言っておりますので、その計画、その意思を、この計画の中でどこまで盛り込んで、わか

りやすく示せるかどうかは、本当に黒澤課長の腕にかかっていると思いますので、こういう表記がい

い、こういった表示がいいというアイデアは、いろいろな部や課から求めていただいて、ぜひ最後は、

一番いい、一番市民が見て、ぱっとすぐわかる、国立市の進むべき方針がすぐわかる、そしてこの計

画を見て、じゃ、どの部に尋ねれば、すぐその施策のことを教えてもらえるんだということがわかる

ように、そういった方向に向けて、努力をお願いいたします。 

 そして、次なんですけれども、ちょっと今度は細かいことになってしまうんですけれども、15ペー

ジに「ＬＧＢＴの方々への支援」とあるんですけれども、どういった支援をお考えでしょうか。 

○【松田市長室長】 ＬＧＢＴの方々への支援ということにつきましては、まず１点といたしまして、

せんだって予算をつけていただいたところになりますけれども、研修を実施した職員にバッジなり、

何かその研修を受けたよということをわかるようなものを配付しまして、市民の方はＬＧＢＴの方を

想定しておりますが、来庁されたときに、この方であればきちっとわかっていただけるんではないか

と、そういった安心感を持っていただくような事業を１つ考えているところでございます。これは現

在、もう既に進めているところです。 

 あとは、今後、今の中にも出てまいりました研修、あるいは市民に対するセミナーも同時にやって

いきたいと。これはやはりＬＧＢＴに対する、まず理解が進まないことには、その方々が地域で暮ら

すことがままならないというふうに考えておりますので、そのあたりは重要な施策かなと考えていま

す。 

 最後に、行政が今度、ＬＧＢＴの方々が困っているときに相談できる窓口というのも、やはり今後

表示していくことを考えておりますが、具体的にどこということは決まっておりませんので、今後の

施策の中で検討してまいりたいというふうに考えております。 



－ 14 － 

○【石井伸之議員】 いろいろ答弁いただきありがとうございます。そういった中で、１つ私は欠け

ている視点として、ＬＧＢＴの方々の声、意見、希望、要望、どういった形で承る予定でしょうか。 

○【松田市長室長】 おっしゃるとおり、やはり当事者の方々の御意見に基づいて、その困難なり、

要望というものをきちっと実現していくのが、行政の役割だというふうに思っております。 

 まず１つ、これは既に行っているところではあるんですが、個別に知っている方々、当事者の方に

御連絡をとらせていただきまして、バッジの作成からもう、既にそういった取り組みはしているんで

すが、御本人たちにとってどういうものが一番、例えばバッジであればつけていてわかりやすいのか、

安心して庁内に来ていただけるのかということを、御意見として聴取させていただいているところで

す。 

 今後そういった窓口の設置とあわせて、ＬＧＢＴの方々が意見を言いやすいような表示なり体制と

いうものも、あわせて考えていくことは重要かと存じます。 

○【石井伸之議員】 今これは計画ですけれども、実際正直言って、ＬＧＢＴの方というのは、自分

からカミングアウトしていくのは、非常に難しいという話も聞いております。また逆に、私は現場監

督をやってきた中で、ああ、もうこの方は多分ＬＧＢＴだったんだろうなと思う方が何人もおりまし

た。男性にしろ、女性にしろ。それでも、工事現場の中は仕事優先ですから、別にその方に対して奇

異の目だとか、その方を排除するとか、そういったことは一切ありませんでした。 

 つまり、これは工事現場という１つの中ですけれども、誰が来てもらっても問題ないですし、仕事

さえしっかりしてくれれば全く問題ない。それを社会に言いかえれば、社会生活をしていて、それで

誰にも迷惑かけなければ、その点についてしっかりと社会として許容する、つまりお互い認め合うと

いうことを、どうやって市民の皆さんに伝えていくか、そのところが大事だと思うんですが、そのあ

たりいかがでしょうか。 

○【松田市長室長】 まさに議員がおっしゃるとおりのことであるかと思います。要は市が掲げてい

るソーシャルインクルージョンという理念も、そういったものを示しているものでございまして、Ｌ

ＧＢＴの方がカミングアウトする、しないにかかわらず、どなたでもやはりその地域で安心して安全

に暮らせるというのが、今行政の目指しているところでございますので、それをきちっと発信してい

くその方法については、また今後工夫が必要かと思いますが、ぜひそのような視点で取り組んでまい

りたいと考えております。 

○【石井伸之議員】 それと、もう１つやはり、そっとしておいてほしい、余り社会として騒ぎ立て

ないでほしい、普通に生活しているんだから、そのことを余り表立って、そういった形で騒がないで

ほしいという声も私は聞いたことがあります。別に普通に迷惑かけずに生活しているんだから、自分

の内心の自由ですから、それに対して社会が余り刺激的に動くことが、さらにその方に対する逆差別

になるんじゃないかということも私は聞いたことがありますので、そういったところは非常にバラン

スが大事だと思います。 

 一人一人お考えは違うと思います。できれば、市内に何人いらっしゃるかわからないんですけれど

も、そういった方々の声を一つ一つ聞いていただいて、本当にどういった支援ができるのか、公とし

てどういった支援をすることがよいのかといった観点から、広くバランスをとった中で、ぜひ努力を

していただくことをお願いいたします。以上です。 

○【中川喜美代議長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午前１０時５６分休憩 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時１５分再開 

○【中川喜美代議長】 休憩を閉じて質疑を続行いたします。 

 ほかに。大和議員。 

○【大和祥郎議員】 それではよろしくお願いします。まずもって、今回の資料は石井伸之議員のほ

うからも、よくできているということでお褒めがあったと思うんですが、そういった中では、今回の

を全体的に見ますと、実績値と目標値があって、より数値的に出されていて、その達成率が低いのも

ありましたけれども、見やすくなったかなという形で見せていただきました。 

 加えて言うんであれば、この全体でいきますと、基本構想・基本計画・実施計画という形で、基本

構想と基本計画は間の部分、８年ですから４年の部分は見直しでダブるところはあるんですけれども、

実際にこれを具体的にやっていくのは実施計画だと思うんです。この辺の部分を表記の仕方とか、何

かうまく入れていただけるとありがたいと思うんですが、その辺については議論にはならなかったで

しょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 この間、まず構想も計画も、これまでのものと年数を変えてきたという中

で、今般予算特別委員会でお出ししています実施計画におきましても、これまで３年であったものを

基本計画に合わせる形で、４年ということに変更のほうはさせていただいている、そのような状況で

ございます。 

○【大和祥郎議員】 そうすることによりまして、この具体的な部分の中にも、実施計画が３年が４

年になったということで、よりわかりやすいと思うんですけど、言葉的にこれは何年と書いてあるん

ですけれども、実施計画での目標とか、そういったものはもし入れられるようであれば、今後考えて

いただければなと思います。これは意見として言わせていただきます。 

 それでは具体的なところなんですけれども、今回の３つの柱の１つになります安心・安全の確保と

いう中で、55ページにあると思うんですが、かねてからいろいろ議論されてまいりました、この中の

手段として、防犯体制づくりの促進の中の「（仮称）安心・安全まちづくり条例」の制定、これが明

記されているんですけれども、これは具体的にこの年度の中でどの辺をめどにつくっていきたいとか、

その方向性とかありますでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 安心・安全まちづくり条例でございますけれども、こちらは28年度に向け

て策定をしてまいりたいと考えてございます。以上です。 

○【大和祥郎議員】 ありがとうございます。これは大分議論がされて、協定まで結んだという形に

なっているんですが、実際のこの条例がしっかりできていないという形であります。最近、ここにも

書いてありますけど、本当に国立市の中で、高齢者に対するいろいろな詐欺事件といいますか、オレ

オレ詐欺も含めて、高額な費用が出ているという中では、この条例をつくりながら、より安心・安全

を確保していただきたいなと思います。 

 それではもう１点、次はページでいきますと82ページなんですけれども、この中で、下のほうに、

今後のまちづくり条例ができてからの展開ということで、この目標値であります地区まちづくり計画

の数値が、31年に２件、35年には４件という形で数字が出ているんですけれども、どの辺の地域を想

定して、この地区まちづくり計画を策定していくのか、この辺を御答弁いただきたいと思います。 

○【関都市計画課長】 目標の地域ですけれども、現在、紳士協定でルールを定めている地区がござ

いますので、そういった地域へ啓発を行うとともに、商店会で検討されているという地域も承知して
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おりますので、そういった方々にＰＲするとともに、制定に向けて具体的に対応していきたいと思っ

ております。今のところ目標値につきましては、説明会ですとか、合意形成を図っていく必要があり

ますので、一定期間がかかるという考え方で、１件当たり２年かかるんではないかということで想定

しているところでございます。 

○【大和祥郎議員】 １件当たり２年ぐらいで地区まちづくり計画というのはできるんですかね。も

うちょっとかかるような気がするんですが。その辺の２年という想定というのは、どういった根拠か

らですか。 

○【関都市計画課長】 これも初めてつくる仕組みになっておりますので、まだ不明な点がございま

す。根拠的にはちょっと厳しいところがございますが、目標値としてやっていきたいということでご

ざいます。 

○【大和祥郎議員】 当然数値が出ているわけですから、難しい答弁と言われちゃうと、こっちが質

疑できなくなっちゃうんですけど、その辺、十分もう少し調査をしながら、回答できるものは少しず

つわかりやすくしていただければなと思います。実際問題、もう駅周辺で検討していきたいというと

ころもありますし、地区まちづくり計画は、今回まちづくり条例をつくることによって、地区の住民

が主体となってやるための大変重要な計画であるので、ぜひ市がバックアップできるようにお願いを

したいと思います。 

 続いて91ページ、農業振興のほうです。農業振興の中で、136ページに各計画案が出ているんです

が、ちょうど平成28年が第２次農業振興計画と重なるところなんです。そういったものについての今

後の内容がちょっと触れられていないんですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

○【三澤産業振興課長】 答弁申し上げます。第２次農業振興計画につきましては、来年度いっぱい

ということになっていますので、その次の年、平成29年度から始まります第３次農業振興計画につき

まして、来年度検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○【大和祥郎議員】 そうしますと、ここにはそういった部分が載っていないという形の中で、例え

ばその136ページの部分を２段書きにして、第３次ということも入れていくとか、そういった書き方

はあるのかなとか思ったので、その辺は御検討ください。 

 そういった中では、前期の基本計画等では、有機農法、有機野菜について国立市として推進をして

いくという計画があったんですが、全くそういったものは出てこないことと、それから今回出てきた

のは、農業特区の制度を使って土地の利用・保全をしていくということがあるんですが、この辺は具

体的に、どの時期にどういった形でやりたい、その辺の構想があるんでしょうか。 

○【三澤産業振興課長】 まず有機野菜のことです。ごめんなさい、どれぐらい前に続けていたとい

うのを正確に把握していないんですけれども、四、五年前に有機野菜ということで事業を進めさせて

いただいていたと思うんです。その後に、東京都の活き活き都市農業推進事業という大きな事業を実

施していく中で、有機野菜もあるんですけれども、主に農商工連携を中心に進めてきたということも

ございます。具体的に有機農業というフレーズが出てこないということではあるんですけれども、た

だ今後、農家さんはいろいろ経営体がございますので、有機野菜をやられる農家さんがいらっしゃれ

ば、その方は支援していきますし、そうでない方はそれぞれで支援していきたいというふうに思って

おりますので、そのような対応としたいと思います。 

 それと特区の関係ですけれども、去年ずっと特区のお話が東京都のほうで進んでいましたけれども、

その後に国のほうで都市農業振興基本法が成立しまして、そちらの内容と特区の内容が同じといいま
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すか、法律のほうが特区の内容を包含しているということがございます。ちょうど今、その基本計画

の審議が国において進んでいるようです。今後その計画ができた後、実際制度が見直されるというこ

とを聞いておりますので、そのことを反映した形で、来年度、国立市の振興計画においての内容を盛

り込んでいき、対応したいというふうに思っております。 

○【大和祥郎議員】 そういう意味では、ある程度わかっているんであれば、今ちょうどつくってい

るときであれば、そういったものも少しにおわせた形の文章書きというのもあるのかなと思うので、

その辺は検討いただきたいというのと、集積型の農地を国立市としてやっていったらどうかとか、農

業法人等についての支援とかいったものについても余り触れられていないんですが、その辺はいかが

でしょうか。 

○【三澤産業振興課長】 集積型ということで、これまで市長の答弁の中で、農地集積のお話があっ

たかと思うんですけれども、今度の建設環境委員会でも提案させていただきます谷保の原風景保全基

金で農地も公有地化していくということがございますので、集積ということはその一環なのかなとい

うふうに考えております。 

 それと、法人の設立支援ということでございますが、実際農家の皆さんと話す中では、法人化した

いというお話はなかなかないものですから、特段ここで表記はしておりませんが、今後そのような御

意向があるということでしたら、私たちのほうで十分な支援をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

○【大和祥郎議員】 わかりました。それでは最後に１点だけ。88ページなんですけれども、商業振

興の中で、手段のちょうど１行目なんですが、「創業支援事業計画に基づく起業者や市内商工業の改

善発達に取り組んでいる商工会の活動を支援します」ということは、新たにここが出たということで

は、さらなる補助金の支援とか、施策の支援というのを検討されているということですか。それとも、

以前のまま変わらない支援になるということでしょうか。 

○【三澤産業振興課長】 こちらの創業支援事業計画というのは、今年度新設された予算でございま

す。対象となる事業者は１社でございます。来年度予算も１社としておりまして、ちょっと少ないか

なというのはあるので、様子を見ながら、今後ニーズが多い、ふえていくということでしたら、より

充実した支援にさせていただくよう、庁内調整は図っていきたいと考えております。 

○【石塚陽一議員】 では、幾つかお尋ねします。まず最初に、この基本構想は非常にすばらしくで

きているなという気がいたします。御苦労さまです。 

 その中で、この基本構想は、市民が希望を持って豊かな生活を営むようなことができる、魅力ある

まちづくりを目指すということなんですけれども、きょうここで今、全員協議会でお話をした中の基

本計画、これは自治体が政策や事業における基本的な方針とその内容というか、プログラム、例えば

建築の都市の開発の問題とか設計と、具体的に示さなきゃいけないんです。その辺のところがどうも

ちょっとスタンス的に、不足しているんじゃないのかなという気はするんですけれども、これをもう

少し市民にわかるように示してあげなきゃいけないと思うんです。いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 基本構想、それから基本計画、実施計画と、三層構造で今回つくっておる

わけですけれども、基本構想につきましては今議員さんがおっしゃったとおり、まず高い理想を掲げ

ておって、この基本計画については、その理想の実現のための分野ごとの現状と分析を踏まえた上で、

市政用の計画を定めている。より実際的な具体的な事業につきましては、実施計画で整理をするとい

うようなことを整理していまして、今回につきましては、ちょうど構想とあわせてつくった中では、
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構想も色濃く計画に反映されているのかなというところで、御理解賜りたいと思っております。 

○【石塚陽一議員】 ありがとうございます。そうしますと、５ページのところに次世代の育成とい

うことで、重点施策が３つほど載っているんです。その中の１番目に、「妊娠から子育て期の世帯を

対象とする支援の充実」というところで、今度はページを飛んでもらって、16、17ページに来ていた

だきますと、国立市の合計特殊出生率ですけれども、全国において下回っていることはしようがない

んですけれども、平成21年の1.14から平成25年には1.31に上昇して、多摩の1.43という平均に近づい

てきたというところで、右側のこの手段の下のところにある展開方向の進捗状況を測定するための指

標、これは東京都の資料なんですか。 

 東京都の資料を出すんじゃなくして、これを出すならやはり、国立市の実績値と目標値というのを

入れるべきだと思うので、これはどちらなんでしょうか。ここに書かれているのは東京都の実績じゃ

ないんですか。つまり実績値が平成26年1.24と載っているんです。国立では25年度は1.31という形に

なっている中で、この資料の提供先が違うと思うんです。 

○【宮崎子育て支援課長】 この目標値は、1.24というのは東京都の人口統計で出てきた合計特殊出

生率なんですけれども、国立市の長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に定める合

計特殊出生率の目標に基づき設定したもので、平成52年には1.77に達すると仮定して推計をしていっ

たんですが、今全国平均でも1.43ということで若干下回っているんですが、平成31年には、そこまで

はいかないとは思うんですが、近づけるように1.40というふうな設定をいたしました。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません、補足でございます。こちらの16ページのほうは現状

と課題を述べておりまして、その中での1.31というのは平成25年の数字でございまして、17ページの

実績値においては26年で1.24ということですので、平成25年から26年にかけて少し下がってしまった、

そのようなことを示しております。以上でございます。 

○【石塚陽一議員】 わかりました。そうするとこれは国立市の数値でいいということでよろしいで

すね。そうしますとその中で、この基本施策３、子育て環境の充実の１番のところの先ほどの妊娠か

ら子育て期の切れ目のない支援の仕組みづくりというところで、この手段で３つほどやはり載ってい

るんです。これを考えたときに、やはり市民の方が、具体的な実施計画じゃなくして、この計画の時

点でこれを読んだときに、あっ、こういうことをしてくれるんだ、こういう施策があるんだというこ

とをわかるように明記してあげるのが親切じゃないかと思うんですけど、いかがでしょう。 

○【宮崎子育て支援課長】 これからこういった施策を具体的にしていくということで、ここの表現

はちょっとわかりにくいものなんですが、一応総合相談窓口だとか、具体的な支援施策については28

年度以降、形にしていくという予定でございます。 

○【石塚陽一議員】 そうしますと、ここには「ワンストップの支援体制」とか、それからまた「経

済的負担軽減に向けた」、あるいは「医療費助成」と。それから、その３つ目のところに書いてある

「子育てに関する制度への疑問や不安を解消できるよう、積極的な情報提供と相談支援を行います」

ということであれば、やはりこの計画のところでももう少し明確に、どのような支援をするのかとい

うことを書いていただければと要望しておいて、お答えはあれですから、次に行きますけど、58ペー

ジのところです。 

 地域コミュニティーのところで、空き家の問題をここに載せていただいていて、これからやはり国

立市も対応策を練らなきゃいけないところなんですけれども、この適正管理空家率というのは、今、

現況は空白になっております。ここで出ている平成31年、35年の目標値は90％、95％ということです
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けど、現在の実績はまだデータを集約中で出ていないということでいいんですか。 

○【立川生活コミュニティ課長】 空き家の実態調査というものを国立市は今までやっていなくて、

実は28年度予算に提案させていただいているんですけれども、初めて市内全域の実態調査をさせてい

ただく予定です。その中で、非常に精度の高い、ここのパーセンテージが出てくると思うんですけれ

ども、それ以外の目安として、平成25年に国が行った住宅・土地統計調査で、空き家の数とか率が、

抽出調査なので推計ではあるんですけれども、大ざっぱな数字が出ております。 

 その中で、25年の数字ですけれども、一戸建ての賃貸及び売却用を除く一般の住宅の空き家の数が

450戸で、その際目視による腐朽、破損あり、なしという簡単な調査をしておりまして、そこが450戸

中150戸で腐朽、破損あり、300戸で腐朽、破損なしですので、単純に数字にしますと66.6％ぐらいが

適正に管理されている空き家と。 

 この90％、95％という数字ですけれども、日々私ども担当部署に、空き家の近隣の方から対応を願

う要望があって、その都度個別に空き家の所有者、管理者に働きかけております。その対応を我々は

何となく、この１年弱ですけれども、お知らせすると対応していただく方が非常に多いということも

含めて、目標ということで90％という数字をまず出させていただきました。以上でございます。 

○【石塚陽一議員】 ありがとうございます。そうしますと、この手段のところにある、データベー

ス化を今進めていくということでいいんですけれども、有効に活用できる仕組みづくりを考えますと

いうことで、前年の自治会長さん会議で、空き家の問題の説明をされたと思うんです。そのときに、

いろいろ要望が出たと思うんです。 

 国立市は公共施設が非常に少ないんだと。やはり空き家があるんであれば、市が何らかの手法で借

り上げでもして、それを地域に開放するとか、あるいはお年寄り、デイサービスですか、そういった

問題にも活用できるような方法が載っていたので、そういったことを、この「有効に活用できる仕組

みづくり」というところで明示してあげれば、もう少し、あっ、なるほどな、こういう方向で今進ん

でいるのかなということがわかるんですけれども、そのあたりはどういうお考えだったんですか。 

○【立川生活コミュニティ課長】 いわゆる空き家の活用ということだと思います。事情があってお

住まいになれない空き家を、ほかの市民ですとか団体に御活用いただくというものと、我々行政がみ

ずから各施策、政策に落とし込んで、各地域での必要な施設として空き家を活用させていただくとい

う、２つあろうかと思います。その活用のスキームをつくっていきますということを、ここの一文で

あらわしているんですけれども、まず基本となるデータベースが、その来年度の調査で構築できると

思いますので、それに基づいて考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○【石塚陽一議員】 ありがとうございます。それは期待しております。 

 それでは最後の１点ですけれども、74ページの地域交通体系の充実のところで、今回一般質問でも

よく南部地域の狭隘道路の問題、都市基盤整備の中で道路がやはりまちづくりには一番だよというと

ころで出てきている中で、先ほどほかの議員さんからの質疑もありまして、なぜ25年スタートで30年、

10年間の目標の中で100にいかないのかということで、３％ぐらいの乖離が出てきている。これは見

込みですけれども。そのあたりの乖離というのは、なぜ３％なんていう、そんな数字が出てきている

んですか。それに答えていただいてから、このコミュニティバスのことを話したい。 

 それは要するに、結局整備率という問題で計画でうたっているわけですよね。それが今途中でここ

で新しい構想の中に入ってきたときに、100にならないという問題。これはやはり行政のほうのそこ

に携わる皆さん方の努力不足、つまり公言している以上は、それに限りなく近づけなきゃいけなかっ
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たと私は思うんです。でもまたこれから平成35年に向けてですから、少なくともそれを100に到達す

るような数字を示して、その地域の市民の方に、行政としてやるんですよという意思を示していただ

きたかったということを言っているんであって、それが答えられなきゃ結構です。 

 そうしますと、今、狭隘道路等の問題を踏まえて整備をしていくんであれば、このコミュニティバ

スで、例えば来週からの予算特別委員会の実施計画の中で、28年度で一応その内容を見てということ

は、もう周知されているわけです。 

 それで、この実施計画の数字では入っておりますけど、これに出てきている目標値、まずコミュニ

ティバスくにっこの利用人数、平成31年は28万5,000人、平成35年は30万人、それから公共交通が不

便であると回答した市民の割合ということで、実施したときには30.2％だった方を結局25％まで減ら

していく、つまり5.2％減、またさらにそれを35年には５％減らしていくということです。このコミ

ュニティバスにはワゴンとバスのくにっこと両方ありますけど、それに対し、コミュニティーであれ

ば行政からの財政指数はつきものなんです。それを踏まえた中で、これはちゃんとこの地域の中で、

交通不便地域に住んでいる方たちの利便性に供するためにやれるんですか。 

○【中島交通課長】 まず、くにっこにつきましては、現在順調に利用者が伸びてきているというこ

との中で、目標値を設定させていただいております。交通不便地域につきましては、現在くにっこミ

ニということでワゴン車を試行運行させていただいております。こちらについても28年度中にきちん

と評価を行いまして、継続あるいはほかの交通システムに変えていくかということで、今後実態に合

った交通を考えて、不便を感じる方を減らしていきたいと考えてございます。 

○【石塚陽一議員】 ありがとうございます。そうしますと、南部地域においてはまだ走っていない

わけです。その最終年度の中で走らせて、どうやってその効果を評価するんでしょうか。 

○【中島交通課長】 南部地域、特に谷保地域につきましては、御要望があるところでございますけ

れども、そういった中で短期的な運行を、三中周辺あるいは甲州街道、こういったところを考えてご

ざいます。 

○【石塚陽一議員】 谷保地域で足りないところはもう１つ、インター周辺の南東側地区も、今まで

一般質問等でも出てきていると思うんですけれども、我々議員が市民の代弁者としていろいろとお願

いをして提言してきている、そういったものをある程度実践していただいて、その効果によって、こ

こで廃止します、方法を変えますというならいいんですけれども、やはりその努力もなくして総体的

に評価していくというのはいかがなものかと思うんです。副市長さん、どうでしょう。 

○【永見副市長】 谷保のインターの東側の地域、あるいは三中周辺につきましては、現況の道路状

況等を勘案する中で幾つか、例えば実際に大山道をおりてきて、文化幼稚園のほうを回ったりとか、

多摩青果のほうを回って、それでできないものかということを地元の方々と協議したりして、一生懸

命努力をさせていただいております。 

 ただ、残念ながらその需要がなかなか見込めないという中で、もろもろの施策として、成果が無理

であるならば、別の次の手段を考えていきたいということで、議員の皆様の御要望を無視するという

よりは、多様な意見を酌み上げながら、地域住民の利便性の確保をどう図っていくかということで施

策は推進していく、その中で見直すものは見直していくという考え方で取り組んでおりますので、御

理解いただきたいと思います。 

○【石塚陽一議員】 どうもありがとうございます。それで理解できます。ですから、もし可能であ

れば、その代替の手法も１つ考えながら、もしも無理であれば、こういう形で持っていきたいんだけ
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どどうでしょうかという提言をしていただければと思います。以上で終了します。ありがとうござい

ました。 

○【住友珠美議員】 きょうはありがとうございます。よろしくお願いします。まず15ページで、女

性の自立に向けた支援とあります。手段のところで、「地域で女性支援を行っている民間事業者等と

も協力しながら、女性の相談支援に関するニーズを調査・研究します」とありますが、この調査・研

究は今どこまで進んでおりますか。 

○【松田市長室長】 民間団体さんが相談支援を行っていて、まださほど数は多くないのが実情です。

ただやはり今市役所で女性の相談ということで、１階で行っておりますけれども、それだけでは市内

の需要というものはなかなか満たせないというか、交通の便であったりとか、位置関係もございます

ので来づらいと。そのため駅前の高架下に、今後女性の総合相談というものも開設しようということ

で、今庁内で検討しているところでございますので、まだまだこれからの議論にはなるんですが、今

の状況としてはそのような状況でございます。以上でございます。 

○【住友珠美議員】 ありがとうございます。実は上村議員が一般質問で表を示されたときに、働く

形態が違うということも言えるのかもしれないんですけれども、男女の給料の格差が本当にすごくあ

るというので、すごく驚いております。質疑なんですけど、ここにいらっしゃる方々は皆さん課長さ

ん以上だと思うんですが、課長さん以上で女性の方は手を挙げていただいていいですか。５人いらっ

しゃいますね。 

○【中川喜美代議長】 住友議員、質疑を考えて言ってくださいね。女性職員さん、何人ですかとい

うふうに聞いていただけますか。 

○【住友珠美議員】 済みません、失礼しました。女性職員さんが５人ということですね。こう見て

いましても、本当に市役所の中でも、課長以上、役職につく方が少ないのかなというところが、私の

印象としてはあります。今、先輩議員さんとちょっとお話しさせていただいたんですけど、なかなか

女性の方が役職につくというか、立候補する方がいないということを伺ったんですけど、それはなぜ

なのかなということで、分析はされてこられておりますか。 

○【清水職員課長】 お答えいたします。分析等は個別具体的にはしていませんが、今現在、若手職

員等を…… 

○【橋本行政管理部長】 済みません、ちょっと職員課長が答弁が混乱しておりまして、私のほうで

お答えさせていただきます。分析のほうは今までもしてきております。アンケート等もとった中で、

皆さん幾つかの理由で、やはり家庭との両立というふうなところが大きな理由だったかなと。やはり

職場の環境という部分でしょうか。 

 その中で、おととしからですか、女性リーダーシップ研修というのも始める中で、どうしたら誰も

が働きやすい職場になるのか、管理職を目指しやすくなるのかというふうなこともやっております。

現在２期目のグループが立ち上がりまして、今度女性のキャリアデザインという研修もやろうという

計画もございますので、そういう中で、どういうところが原因になって、どういうふうにしていった

ほうがいいのかというのを、市役所の中でも検討して、進めている状況でございます。 

○【住友珠美議員】 ありがとうございます。きちんと分析され、また女性のリーダーシップ研修と

いうのをなされているということなんですけれども、私が考えるのに、私も女性ですので、女性の場

合やはりいろんなステージがあるというか、細かく分かれてくるのかなと思うんです。結婚する前の

働き方、結婚した後の働き方、結婚して子供を産んだ、子育てが始まった働き方と、本当におっしゃ
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るように、ワーク・ライフ・バランスというものが、男の方に比べてとりづらい環境にあるのかなと

思います。 

 ぜひ女性が子育てが一段落したときに働ける環境。私は一般質問で、待機児を取り上げさせていた

だいたときにも、待機児がやっぱり今回減らなかったことの原因で、潜在的な待機児がいるというこ

とですけれども、働き方の形態はともかくといたしまして、やはりまだまだ働きたいと思う女性はた

くさんいらっしゃると思うんです。ですのでやはり、これからはそういった方を後押しするように、

しっかり行政のほうも打てる手だてを打っていっていただきたいなと。 

 やっぱり横の連携というのが、子育てだったら子育てのところ、女性の問題だったら女性のところ、

本当に雇用の問題とかいろいろあると思うんですけど、そういった連携というのはどういうふうにと

られているんですか。誰に聞いたらいいのかがちょっと。 

○【松田市長室長】 女性の活躍についてということでよろしいですか。 

○【住友珠美議員】 はい。 

○【松田市長室長】 そういたしますと、議員さんがおっしゃるとおり、やはり庁内のワーク・ライ

フ・バランスですとか、管理職への登用の状況を見ても、まだまだ不足している点があろうかなとは

感じておるところでございます。 

 今回策定中の次期の男女平等推進計画というものがございますが、この中でもその点については触

れさせていただいておりまして、いわゆる仕事か家庭かの二者択一ではなくて、きちっとその辺のバ

ランスをとって、仕事と生活両面で充実した生き方を送れるような、そういった施策を十分に講じて

いきたいと考えております。庁内連携についても、職員課、市長室、子育て部門、あるいはこれまで

も指摘されているところではございましたが、例えばダブルケアと言われる介護の部分であったりと

か、これは庁内だけの話ではございませんで、やはり市民の方が、きちっとそのあたりをバランスを

持って生きていけるような施策というのは、随所に講じていきたいと考えておりますので、またその

計画ができましたら、改めて御説明させていただきたいというふうに思います。 

○【住友珠美議員】 ありがとうございます。私が数日前の新聞を見ましたら、世界の男女平等ラン

キングで145カ国中、日本は何と101位ということで、やはり平等感が本当にないのかなというのがす

ごくありましたが、国立なんかは市議会を見ましても、女性の比率がすごく高くなっているというこ

とで、しっかりと国立市から女性が活躍している市であるということを、アピールしていってほしい

なと思います。以上です。 

○【尾張美也子議員】 それでは質疑させていただきます。132ページの総合基本計画の策定体制図

を見ますと、やはり一番下のところに市政世論調査、私の愛読書ですが、これを反映させていただく

ということがきちんと載せられています。やはり議員もそうですが市役所の方も、直接お話しできる

市民の方って限られている中で、大枠のところで、国立市民がどんな意識であるのかとか、そういう

ところを押さえた上で施策に反映させていただくというのは、本当に大事なことだと思うんです。 

 そういう意味でまず１つお聞きしたいのが、67ページから始まるごみ減量と適正処理のところなん

ですけれども、今回の市政世論調査の56ページ、57ページあたりに載っているんですが、この結果を

どのような形で生かしたというのを簡単に教えてください。 

○【村山ごみ減量課長】 お答えいたします。特に世論調査の中には、分別の関係ですとか情報発信

の関係のことが多く、御意見として寄せられている傾向がございます。この部分につきましては、数

値目標など示してございますが、実際にはそのあたりの分別の仕方、また分別の対象となるものがわ
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かりにくいとかいうお声も多数いただいております。 

 折々の中で議会のほうでも御答弁させていただいておりますように、有益な情報発信という形で、

結局このごみはどういう形のごみですよ、ついてはこんな形で分別してくださいということを、今後

ホームページ、ごみ減量ニュースの媒体を活用する中で、活字だけではなく、写真なども多用して、

どの方もおわかりになるような情報発信に努めて、ごみの減量につなげてまいりたいと、そのような

形で考えております。 

○【尾張美也子議員】 そうですね。ここの世論調査の結果を見ますと、循環型社会の形成のために

行政がすべきこととして分別の指導の徹底が約38％、それから市報において情報を提供するが36.5％、

そして事業者に対して、ごみを減らす販売方法等を指導するが31.8％。これが３大強なんですね。あ

とは20％以下でずっと下がっていって、有料化は6.6％ということなので、ここで「有料化をはじめ、

あらゆる手法に取り組みます」と言うけど、この有料化をどんと出すほどのパーセンテージじゃない

なというのは、私は押さえておきます。 

 それと、やはり分別をしっかりとやりたいというのが国立市の一番の目標であるならば、ここにあ

る１人１日当たりのごみ排出量が、総ごみ排出量で実績値が出ているんです。総ごみになりますと、

可燃ごみも不燃ごみも資源ごみも全部入れちゃうんですが、ここから分別が見えてこない。だから、

例えば可燃ごみの37％に今紙ごみが入っています。その中の紙ごみの20％を資源として分別して、資

源ごみとして出しますよね。総量は変わらないんですよ。だから分別を進めてもこの総量で指標を示

したら、結局分別が進んでいるかどうかというのもちゃんと見えてこないと思うんです。 

 そういう意味ではここの指標というのは、それぞれのごみの種類で出していくべきだと私は思うん

です。可燃ごみはどのくらいに減らしたい、資源物はどのくらいにしたいとか、粗大ごみはどうだと

か、やっぱりそういう形で具体的に立てなければ、実際に分別施策を重点でやるということに対する

指標にはならないと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○【村山ごみ減量課長】 確かに御指摘いただいております総ごみ量でございますので、全てのごみ

と集団回収までも含んだ合計値になってございます。ただ、本件につきましては基本構想のほうの関

係の目標という形で位置づけさせていただいておりまして、今現在策定中の国立市循環型社会形成推

進基本計画の中には、御指摘のように、それぞれの種類別、可燃ごみ、不燃ごみ、そのような個別の

目標値とリンクする形で目標を立ててございますので、そのような点につきましては、その計画のほ

うで進行管理させていただく形で考えてございます。以上でございます。 

○【尾張美也子議員】 分別が一番大きなところであったら、やっぱりここの部分ってしっかり本当

は示しておくべきじゃないかと私は思いますので、その点はもう一度検討をお願いいたします。 

 次の質疑に行きます。たくさんの方も取り上げていらっしゃるんですけれども、71ページ、道路の

整備と適正管理。ここでやはりほかの議員さんも取り上げていましたけれども、「人にやさしい」道

路整備への要請が高まるということをきちんと述べられています。 

 これはきっと、しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまちくにたち条例の制定とも関連して、意識

されていることとは思うんですけれども、実はここで見ますと、既存の道路空間の安全性・快適性と

都市計画道路のことと載っているわけなんですが、どちらを重点にして、どのように考えていらっし

ゃるんでしょうか。これは世論調査をどう反映させた結果として、ここが載っているかということを、

ちょっと教えていただきたいんです。 

○【江村道路下水道課長】 こちらは２本立てでございまして、１つが既存道路の改修ということで、
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既存道路の歩道のバリアフリー化等で快適性を図っていくというのがございます。それと都市計画道

路のほうに関しましては、市以外、都の施工分とかがございますので、都市計画道路が整備されると

いうことは、当然バリアフリー対応の歩道も整備されるということですので、それらが人にやさしい

道につながるということでございます。 

○【尾張美也子議員】 どちらも人にやさしい道としてつくっていく姿勢は持っていらっしゃるとい

うことは、今お聞きしました。それで、この都市基盤整備について、世論調査のやり方なんですけれ

ども、今回の世論調査が2014年、前回の世論調査とはちょっと項目が変わっているんです。だから比

べようがなくて難しかったんですけれども、前々回のときには市の施策で、市民が今後してほしい望

むものということが出ていまして、歩道の整備と都市計画道路の整備というのは別々に載っていて、

歩道の整備ががーんと大きくて、都市計画道路の整備は小さかったんです。 

 今回の世論調査では、都市基盤の整備に対する評価ということで、優先度と評価度というので載せ

られていて、市民に対する説明を見ますと、都市計画道路、歩道の整備も入っているということと、

国立駅周辺のまちづくりも入っている。全部ひっくるめて都市基盤の整備ということで評価しなきゃ

いけなくて、アンケートに答えられた方、たまたま世論調査に当たった方から話を聞いたんですけど、

これは答えようがないよと。こっちはしてほしいけどこっちはちょっとというのもあるしということ

で、都市基盤の整備一本で聞かれたら困るということもあります。 

 それと世論調査を４年に１回やって、これをしっかりと反映させるという意味では、ころころ中身、

やり方を変えちゃうと、どういうふうに市民の意識が変わっているかとか、いろんなことがわからな

くなると思うんです。そういう意味ではやっぱり注意してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 世論調査取りまとめは私どもでやってございますので、私のほうからお答

えします。おっしゃるとおり、引き続きを見るということと、またそのときそのときの社会経済情勢

で新たな項目等もございますので、今いただいた御意見等参考にしながら、次回はまた考えてまいり

たいと思っております。 

○【尾張美也子議員】 この都市基盤の整備は、ぜひもう一度見直してほしいと思うんですが、優先

度は高いが評価度が低くて改善の必要があるというところに入っているんですけど、それはどのよう

に捉えていらっしゃるんですか。それをどういうふうに生かしたんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 ごめんなさい、それは単体の施策のことになりますでしょうか。 

○【尾張美也子議員】 この世論調査の中で、いろんな施策を反映させるという意味で、都市基盤の

整備の部分は、市民の世論をどのように捉えて、そこに生かしているんですかということ。 

○【黒澤政策経営課長】 済みません、その施策のみならず、全体的な話としましては、その施策ご

とで、まず市民が望んでいる、ただし満足度が低いというものについては、やはり重点的に上げてい

かなきゃならない中で、今回ですと防犯面が、市民が望んでいるけれども満足度が低いということが

ありましたので、そういったもののランクづけなんかを行ったということは、全体としてはございま

す。以上です。 

○【尾張美也子議員】 この都市基盤の整備についても同じように満足度が低いというか、評価度が

低いというのが、それをやってほしいけどやられていないから低いのか、それともこれは要らないと

いう評価度が低いのか、その辺が市民の人としてはつけづらいと思うんです。その辺もちょっと考え

てほしいと思います。 

 この都市計画道路の整備については、３・４・10号線で数％上がりますよということですよね。や
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っぱり３・４・10号線については、１万2,000人の署名が集まっている、その声をしっかり。それは

お金の面での反対と、もう１つは、ここに大型道路が通るのはちょっと不安だという声と両方あった

と思うんですけれども、そういう意味ではこの施策の中身については、いま一度やっぱり改善が必要

だと思います。市民の声を聞く機会を持つべきだと思います。 

 保育園民営化の反対の署名が１万2,000人集まったときに、関口前市長さんが、もう一度声を聞い

て取りやめたというのもあるぐらいですから、その辺はもう一度お願いします。 

 次に移ります。25ページの学校のトイレについて、学校のトイレの改修の目標値が50と出ているん

です。ということは洋式化を50％進めたいということなんでしょうか。 

○【川島教育総務課長】 学校トイレにつきましては、当面50％を目標にやっていきたいという数字

でございます。この数字といいますのは、今後やはり建てかえ等が入ってきますので、どこまで高め

るかという部分があるんですが、せっかく整備しても建てかえでまた直さなきゃいけない部分が出て

きてしまうので、これは１つの学校の１カ所のトイレにつき、必ず複数箇所トイレがあるよう、当面

は50％洋式トイレがあるということを目指して設定させていただいております。以上でございます。 

○【尾張美也子議員】 学校のトイレにつきましては、校長先生なんかもほかの区部から移ってこら

れた方はびっくりして、だんだんなれてはくるんだけど、余りにもやっぱり状況がひどいと。小学校

入学前、入学後の保護者の方なんかでも、やっぱり移転したいという方の声も結構あったりするとい

うのは、１つはそれもあると思います。毎日利用するものなので、やはり湿式じゃなく乾式にする方

法も、ある程度安いお金でできるようになっているし、そういう補助金もあるので、その辺はもう少

し真剣に取り組んでいくことが、子育て支援の１つでもあると私は思います。 

 次なんですけれども、最後に、２ページの「人口減少を食い止めることに注力します」というとこ

ろで、やはりこれから本当に本気で、きっと市役所の職員さんはこぞって頑張っていかれると思うん

ですが、１つこれは提案なんですけれども、市役所の職員さんは400人以上いらっしゃって、市民の

立場でまず考えるということが大事かなと思うんです。 

 というのは、住み続けたいまちにすることが大事ですよね。高齢者の方々は、家を持っているから

ずっとここに住むんだという意思がすごく感じられるんですが、若い方々は、今は割と簡単に転居で

きる感じがありますよね。 

 そういう意味では市役所の職員さん自身が、まず自分たちで考えてみる。今、市役所の職員さんで

２割ほどの方が市内に住んでいるとおっしゃいますが、住んでいる方が住み続けたい理由は何なのか、

もし住み続けたくないなら何なのか、今住んでいらっしゃらない方がこの市に住まないのは何なのか、

住みたくなるにはどうしたらいいかというのを、各それぞれの部署の特色もあるので、自分たちでま

ずは一回ワークをしてみたらいかがかなと。私は、やっぱり自分たちが住む、その立場になるという

感覚が大事だと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【永見副市長】 おもしろい御提案ありがとうございます。 

 それで、確かに市の職員が数割、下のほうしか住んでいないということがありまして、市外に住ん

でいる若手の職員に、私も会うたびに聞いています。やっぱり圧倒的に地価、値段なんです。ここへ

通うんだったら、府中の北山より、もうちょっと向こうあたりで安くて広いところがいいとか。あり

ますよね。立川の錦町のあたりで安くてもうちょっと広いところがいいとか。ちょっと距離はかかっ

ても。若干ですよ。自転車で10分、５分かかるかどうかの距離で、価格が相当下がるということがあ

りまして、そういうような要因が非常に大きく働いているということを、私自身は直接何人もの職員
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から聞いています。 

 ただ、今の御提案は非常におもしろいので、その他の要因が何かあるのか、ないのか、これはぜひ

参考にさせていただきたいと思います。 

○【尾張美也子議員】 ぜひよろしくお願いいたします。終わります。 

○【中川喜美代議長】 質疑の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。 

午後０時７分休憩 

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

午後１時１０分再開 

○【中川喜美代議長】 休憩を閉じて質疑を続行いたします。高原議員。 

○【高原幸雄議員】 それでは、何点か質疑させていただきます。 

 最初に、74ページの自転車の安全利用の推進について質疑します。ここに掲げられておりますよう

に、「自転車を利用できる環境を整備します」というふうになっていて、手段としては２つほど並べ

ているんですけれども、肝心の自転車駐車場の設置についての整備計画、あるいはその中で、例えば

東地域のほうに今現在、駐輪場がないということが利用者にとっては大変大きな、ある意味、あの地

域全体にないということは行政としても格差になっているわけですけれども、この問題についてどう

いうふうに今後整備を図っていくのかということが、この計画には余り位置づけが見えないんですけ

れども、それについて。 

○【中島交通課長】 自転車駐車場整備計画につきましては、現在、国立駅南第１自転車駐車場の建

てかえを計画しているところでございます。また、自転車駐車場整備計画の中では、東地域に自転車

駐車場がないということもありまして、整備の必要性をうたっているところでございますけれども、

現在、市といたしましては民間の駐車場の推進も含めまして、東地域に自転車駐車場が整備できない

かということで、現在検討しているところでございます。 

○【高原幸雄議員】 計画を持っているという答弁でしたけれども、この基本計画の中に落とし込ん

でないのですが、これから取り組んでいくということですから、ぜひ取り組んでほしいということを

強く要望しておきます。 

 それから、36ページの「健康づくりの推進及び保健と医療の連携強化」ということで、基本施策９

に挙げられております。今議会でもかなり市民の健康づくり、これは今後の国立市の国保財政にとっ

ても非常に大きなかかわりのある問題として、何人かの議員からも指摘をされております。そういう

点で、実はこの基本計画と、ついこの間発表されました第２次健康増進計画との整合性について、ま

ずどういうふうに位置づけられているのかお伺いしたいです。 

○【堀江予防・健康担当課長】 こちらのほうは上位計画というところがございますので、当然基本

構想・基本計画をもとに、こちらの健康増進計画のほうも、健康づくり審議会で中身についてはいろ

いろ御審議いただきながら、またパブリックコメントも実施しながらまとめているところでございま

す。 

○【高原幸雄議員】 位置づけは、そういう意味で基本計画とは個別の政策計画ですよね。これは個

別になりますよね、そういう意味では。その関係というのは、この資料の一番最後のほうで、どうい

う年度で連携しているかというのが全部書いてありますから、それはわかるんです。 

 ただ、私が言いたいのは、個別政策の中にも具体的な数値目標が非常に乏しいんです。つまり、ど

ういうことかというと、国立市の医療給付に占める大きな負担は、がんとか成人病ですとか、そうい
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うこともかかわっているわけですけれども、例えばこの中でがんの検診率は、東京都と国立市の比較

対照で見ても国立市のほうが低いんです。だから、そこから来る課題として、市としてどういう取り

組みをやっていくかといったときに、その数値目標も政策的な課題もこれでは余りはっきりしてない

んです。一般論過ぎるんです。個別課題の政策計画でありながら、基本構想みたいな書き方をしてい

るんです、これも実は。その辺は改善していかないと。 

 基本構想では、しかもそういった検診のことは何も書いてない。個別政策計画に委ねているんだと

思うんです。ところが、こちらでも数値目標がはっきりされてないということになると、国立市は一

体肝心かなめのところでどういう政策を打っていくのかというところが見えてこないと思うんですが、

どうですか。 

○【堀江予防・健康担当課長】 今、特にがんのところは、第２次健康増進計画のほうに盛り込ませ

ていただいているんですが、がん予防の対策のアクションプランというものを、28年度に市民の方へ

アンケート調査をさせていただきながら、具体的にがん検診の内容をどう充実させていったらいいか、

また実施方法もどういったところが一番受けていただけるのかというところを、総論でまとめていき

たいと考えてございます。 

○【高原幸雄議員】 基本構想があって、基本計画があって、実施計画、あるいは個別政策計画とい

うのはわかるんです、組み立ては。さらに、その個別政策のところも枝分けして、がん予防だ、成人

病予防だとやっていくと、全体では何を計画として、どこに集約されたらいいのかというのが、個別

全部を見ていかないとわからないという組み立てになっているのでは、市の進め方としてももうちょ

っとわかりやすくする必要があるんじゃないか。副市長、どうですか。 

○【永見副市長】 この問題は非常に悩ましいんです。昔からそうなんですけれども、防災計画がこ

れだけ厚くて、あれに全部防災の項目を盛り込んだら、それだけで大変な分量になるというところで、

どこを抽出するかということは非常に悩ましい問題でございまして、その辺につきましてはさらに精

査をさせていただきたいと思います。 

○【高原幸雄議員】 よろしくお願いします。 

○【石井めぐみ議員】 第５期基本構想の審議委員会、私もずっと傍聴させていただいていて、この

基本計画が出るのを楽しみにしていました。大変すばらしいものをつくっていただいたと思っていま

す。ただ、ちょっと足りないなと思う部分がございますので、それについて質疑をさせていただきま

す。 

 重点施策のところに「国立ブランドの向上」という言葉があります。この国立ブランドって、私も

さんざん自分のブログなどで使っていて、国立市は国立ブランドと言っていいだけの誇りあるものが

あると思っています。でも、どうしてこの国立ブランドを向上させる必要があるんでしょうか。まず、

それ１つ伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらにつきましては６ページのほうに記載しておりますけれども、国立

ブランドが向上することによりまして、国立市へ行ってみたい、住んでみたいという意識、それから

行動を喚起する。そういったことで交流人口をふやしていきたいですとか、また市民の方に対しまし

てもこのまま住み続けたいまちと。そういった魅力度を高めていく。そのようなことを目的としてご

ざいます。 

○【石井めぐみ議員】 ありがとうございました。そうですよね。まず、市民が誇りを持ってここに

長く住めるようにする。それからもう１つ、今、課長がおっしゃいました、住んでもらいたいまちと
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して認識をしてもらうということなんですけれども、この基本計画の中にそのためのＰＲがまるでな

いんです。せっかくブランドを向上させても、いろんなすばらしい施策をつくっていっても、それを

外部にＰＲしていくものがないんです。 

 リクルートがプロデュースしているスーモという、不動産さんの巨大ポータルサイトがあるんです

が、御存じでしょうか。そこに行政サービスの一覧といのがあります。例えばグーグルとかヤフーで、

教育とか子育て、行政サービスって検索すると、大概このサイトが出てくるんです。 

 ここに何が書かれているかというと、一応全国のまちの行政サービス一覧となって、ランキングな

ども含めて書かれているんです。市民からは教育水準が高いとか、学校のレベルが高いとかいろんな

評価を受けて、国立市の教育って期待されていると思うんですけれども、このスーモのサイトの中で

学校教育に対してのランキング、25市中20位にも入ってきてないんです。ここに何が書いてあるかと

いうと、例えば公立小学校の英語教育時間数25市中、これは町田市が情報を出してないので25市なん

ですけれども、25市中最下位です。例えば清瀬市は英語教育にかける時間数が186時間、国立市は５

時間と書いてあるんです。済みません、１点、教育委員会の方にお聞きしたいんですけれども、これ

合っている数字ですか。 

○【金子教育指導支援課長】 こちらのほうですが、スーモのホームページで確認させていただきま

した。平成23年、2011年３月の数値ということで、ちょうど学習指導要領の改定のはざまの時期とい

うことで、現在は既に70時間を超え実施しております。以上でございます。 

○【石井めぐみ議員】 そうなんです。実はこれ2011年のリサーチなんです。でも、2011年のリサー

チなんていうのは外部の人から見たらわからないんです。というのは、不動産の情報はリアルタイム

のものだから。 

 つまり外部の方がどこのまちに住もうかなと考えたときに、今、こんな古い情報に頼るしかないん

です。教育の水準がどれだけすばらしいか、教育委員会がどれだけ頑張っているか、いくら頑張って

もこれを調べるすべがほかのまちの人たちにはないんです。私たちは市議だったりするので、一生懸

命調べます。それから、市民の人にも伝えられます。でも、日本中の人に伝えることってできないん

です。さらにこれでいうと、子育てのほうでも学童保育が25市中、小学校１校当たりに対する学童保

育最下位と書いてあるんです。本当に愕然としちゃったんですけれども、これではいけないと思って

います。 

 昨日、青木議員がおっしゃっていたんですけれども、日経新聞のお話を取り上げていました。情報

が古いとか新しいって関係ないんです。外部の人がそれを信じるか信じないか、どう見られるかとい

うことが大事なんです。それはこちら側がきちんと発信をしていかなければいけないと思っています。

今、国立市には国立市のことを発信する、こういったＰＲをする場所ってございますでしょうか。 

○【松田市長室長】 ＰＲの場所というお尋ねですけれども、今、市内に向けては市報、市外に向け

てはホームページで運営をしているところです。 

 ただ、今おっしゃるように、発信という視点に関しては、今後まだまだ検討の余地があろうかと思

います。今回、基本計画にも発信という言葉をきちっと明記しまして、もともと市長も情報発信に非

常に力を入れているところでございますので、その広報のところ、あとシティプロモーションという

視点も片やあろうかと思います。こちらも根本的には市民の方が自分たちの住んでいる市に誇りを持

つことで、それがまた外に伝播していくという構造もあるかと思いますので、市内外問わずしっかり

と発信していくということを今後政策の肝に据えていきたいと思います。 
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○【石井めぐみ議員】 ありがとうございます。97ページに「情報の積極的な発信と共有・保護」と

いう項目があるんです。ここでも市報くにたちとか、あとホームページの内容充実と書かれているん

ですけれども、先ほども申し上げましたように、これは市内向けです。市民の方は知ることができて

も、日本中の人に知らせることはできません。ですから、ぜひそういった視点で新たなもの、もしく

は、実は観光まちづくり協会に委託をして、くにたちインデックスというサイトをつくっていますよ

ね。これは産業振興課さんのほうなので、どうしても観光がメーンになっているんですけれども、こ

ういったものにも市の自慢というか、市でやっているいろんなものをきっちりとブランドとして取り

上げてもらう、きっちりと載せてもらう。ちょうど４月にリニューアルされるということなので、そ

ういうこともちょっと念頭に置きながらやっていただけるといいかなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 そこで済みません、もう１点質疑をさせていただきます。50ページから55ページ、防災についてな

んですが、国立市には防災対策に対する条例というものはございますでしょうか。災害対策本部条例

はあるんですけれども、今どうなっていますでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 今現在ございません。 

○【石井めぐみ議員】 そうですよね。実は私、マンションの副理事をやっていまして、そのときに

災害のことを考えたとき一番大事だなと思うのが実は共助なんです。自助というのは自分で守るから、

自分の本能でできることです。公助は行政側がやるんですけれども、一番大事なのは実は共助ですよ

ね。これは防災ハンドブックとか、いろんなガイドライン、総務省で出しているものにも共助が一番

大切だということが書いてあります。 

 ところが、例えば私が住んでいるマンションで、要配慮者を助けたいと思ってもその情報が実はな

いんです。つまり、どういうことかというと、個人情報という壁に阻まれて、自分が住んでいるたっ

た58戸のマンションの中でどういう人が住んでいるのか、どういう人を助ける必要があるのかという

のは今全くわからない状態なんです。実はこういったものを、例えばですけれども、他市ではつくっ

ているところがあるんですけれども、防災対策条例のようなところで、共助に対してもっと積極的な

進め方ということをやっていただきたいと思うんですが、これは可能でしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 平成25年６月に災害対策法が改正になっておりまして、名簿の作成につい

て記載がございます。国立市におきましても、ここで総合防災計画を修正いたしてございますので、

こちらの中でもその名簿については明記してございますので、28年度に入りましたら、また内部で検

討してまいりたいと考えてございます。 

○【石井めぐみ議員】 ありがとうございます。防災に関してもう１点なんですけれども、本当に大

きな災害が起こったときに停電するというのはデフォルトです。ほぼ停電すると思っていいので、電

話使えません、ファクス使えません、携帯電話つながりません、それから携帯メール発信規制がかか

ります。何が有効かというと、例えばラインとかツイッター、フェイスブックというのはインターネ

ットを経由したツールなんです。今、国立市ではラインの登録をしていただいていると思うんですが、

これ実際の登録者数ってどのくらいだかわかりますか。 

○【古沢防災安全課長】 ラインの登録者数でございますが、28年３月４日時点で1,828人となって

ございます。以上です。 

○【石井めぐみ議員】 ありがとうございます。1,800人ですね。国立市の人口を考えると、まだま

だ少ないと思いますので、防災のことも今はまだそこまで考えた登録ではないと思うんですが、ぜひ



－ 30 － 

防災のことを考えて、もっともっと数をふやしていくようにしていただきたいと思います。以上です。 

○【渡辺大祐議員】 まず冒頭、第５期基本構想並びに第１次基本計画策定に携わっていただいた皆

様に感謝申し上げます。 

 私からはまず大きく、人口減少に対する対策ということで触れさせていただきたいと思います。人

口減少を食いとめるためにという考え方があるのはもちろんだと思うんですけれども、私は人口が減

ることが悪いということには直接つながらないだろうと思っています。というのは、人口が減ると市

の歳入が減る、市の歳入が減ると今の規模のまま事業を維持できない。ここがボトルネックになるん

じゃないかと思っております。そういう意味で、もちろん人口減少というものを手放しで見過ごすわ

けにはいかんだろうと思います。 

 ただ、人口減少を食いとめるといっても、２パターンあって、出生する数をふやす、もしくは死亡

される方を減らす、もう１つは転入してくる方をふやして転出される方を減らす。これしかないと思

うんですけれども、それに対して有効な施策というのはどの自治体も抱える問題である中で、手のつ

けづらいというか、根本的な解決策を見出せないという現状に即して考えるならば、もちろん人口減

少に対する対策を考えながら、もう片方で人口規模に応じた事業規模というのを考えていく必要があ

ると思いますが、その点いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは全くそのとおりであると思っております。常日ごろ議員からもエー

ルをいただいているところですけれども、スクラップ・アンド・ビルドによる事務事業の見直し等を

考えていく中で、そのような対応してまいりたいと考えております。 

○【渡辺大祐議員】 ありがとうございます。その上で、先ほど他の議員からも多数指摘があった目

標値の部分でありますけれども、この目標値、もちろん目標がなければならないというのはそのとお

りだと思うんですけれども、ただ、出してきた数字、出てきた数字というのは、例えば高いとか低い

とかという次元ではないと思うんです。 

 なぜその数値が導き出せたのか。その出てきた数値に対して何をやっていくのか。それがいわゆる

事務事業等に落とし込まれて実施されていくんだろうと思うんですが、この目標を出すというのは、

出せばいいというものではないのは皆さん御承知のとおりだと思いますけれども、いろいろ拝見して

いく中で、全部で今年度、４年後、さらに４年度と計12年分の数値が出ていますけれども、なぜか上

がり幅、減り幅が一定のもので出されているとか、何でこの目標値が出てきたんだろうというところ

に対して、もちろん誌面の事情があるのもわかるんですが、どこの事業もほとんど軒並み似たような

記載方法になっていると思うんですけれども、まずその目標値の扱い方についてお考えをお尋ねいた

します。 

○【黒澤政策経営課長】 施策全体の進捗度合いを示す１つの指標ということで示しておりまして、

これは各施策の中で企画会議というのを設けまして、担当課長がおりまして、担当課長が基本的には

責任を持って、各委員の合意をとりながら決めていくところですけれども、例えばその濃淡みたいな

バランスまではとっていないところでございます。 

○【渡辺大祐議員】 この基本計画そのものの一種の概念の広さというのもあると思いますし、また

一方で、先ほど他の議員の質疑で、前年度の達成ぐあいを数値であらわそうとすれば３割になるとい

う答弁がありましたけれども、私はこの捉え方というのもまた見直さなければならないと思っていま

す。というのは、達成されたものが３割というより、当時計画された目標そのものが妥当だったのか

どうかというところにも一種議論が及んでいかなければならないだろうと思いますし、それは施策別
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に目標数値が立てやすい施策や、はたまたちょっと概念的で、数値に落とし込むのは難しいといった

もの等々分かれると思いますが、各担当部課においてなぜこの目標なんですかといったような疑問が

出てきたときに、根拠を持ってお示しいただけるように、引き続き精査をしていただきたいと思いま

す。 

 続いて、基本計画に沿ってもう１つ、実施計画もちょっと引用して質疑させていただきたいんです

が、実施計画で今年度以降、来年度、再来年度で５億3,000万円、５億5,000万円と既に赤字が出ると

いうことが見込まれている中で、新規、継続という事業のバランスの中で、先ほど申した人口の規模、

予算の規模に合わせて事業を考えていかなければならないと思っているんですが、その点についての

お考えをお聞かせください。 

○【黒澤政策経営課長】 御質疑の件は実施計画の財源調整のことかと思います。御指摘のとおり、

財政調整基金を取り崩す、あるいは健全化の取り組みを行って事務事業を見直していく。その中でこ

の不足を埋めてまいりたい。それでも不足が埋まらないときには、今計画されている事業であっても

やめる、あるいは先送りする。そのような対応が必要だと思っております。 

○【渡辺大祐議員】 ありがとうございます。基本計画の中でこれから事務事業を実施されていく中

で、見直すところは見直すというところを、走りながらではないですけれども、動き出しながらも常

に見直しをするという姿勢で、事務事業を続けていただきたいと思います。私からは以上です。 

○【藤江竜三議員】 それでは、質疑いたします。５ページと17ページなんですけれども、まず５ペ

ージから。「妊娠から子育て期の世帯を対象とする支援の充実」というふうに５ページはなっていて、

17ページですと、「妊娠から子育て期の切れ目のない支援の仕組みづくり」となっております。 

 私は前から何度も言っているんですけれども、子育て世代への支援というのは、妊娠前から始めて

いくということがあっていいだろうと訴えさせていただいております。そして、実際に手段を見てみ

ますと、「これから子どもを産み育てようとする市民の」という、手段としては、市当局としても妊

娠前から寄り添って相談事業など、あと不妊治療に対する助成などしていこうというふうにしている

と思うので、ぜひともこれは展開方向の上でもわかる形で、意識づけの上でも妊娠前からという文言

にするべきだと思うのですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○【松葉子ども政策担当課長】 お答えいたします。今御指摘いただきました妊娠からの子育て期の

切れ目ない支援ということで、それとあわせて18ページの展開方向３「出産支援と母子の健康を守る

体制の充実」というところで、こちらは妊娠前の妊娠の部分で見ているんですが、議員さん御指摘の

とおり、「これから子どもを産み育てようとする市民」ということで表記をしております。それと子

ども・子育て相談窓口をつくる際には、これから国立市に住みたいですとか、子供をつくりたいとい

う方に対しても支援をしていくという考え方でございますので、こちらについては政策経営課とも相

談をしながら検討していきたいと考えております。 

○【藤江竜三議員】 ぜひともよろしくお願いいたします。そういった幅広いところをやることによ

って、国立市の合計特殊出生率がこれ以上下がらない、そして少しでも改善していくことをよろしく

お願いいたします。 

 それで、次は76ページなんですけれども、76ページとは言ったんですけれども、実は言いたい項目

というのがそもそもなくて、私はまちづくりをしていくためには住宅について改善をしていかなくて

はいけないということを一般質問でも訴えさせていただいたんですけれども、例えば一般質問でも言

ったんですけれども、住宅の最低敷地面積を定めていく、長期優良住宅をつくっていただいて、優良
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な住宅ストックを市内でふやしていくということを、私は推進していくべきかと考えております。 

 三鷹市でもこの基本計画の中で、良好な住宅の整備ということで項目を設けて、良好な住環境の創

出に向けた総合的住宅施策の推進ということを進めております。そういったことを進めることによっ

て、三鷹市は指標などを具体的に出していないので、指標などはその下位計画で示しているんですけ

れども、そういった下位計画の中で１人当たりの畳の数を具体的に出して、その指標にしているんで

すけれども、10.59畳から11.07畳ということで、市民１人当たりの住宅の床面積を畳数であらわして

いるんですけれども、そういうのをふやしていこうとしているわけです。 

 国立市でも良好な住宅環境の整備を進めていくべきと考えるわけで、そしてまた項目を設けて、し

っかりと進めていくべきかと考えるんですけれども、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。 

○【関都市計画課長】 住宅に関する施策を明確にという御意見だと思います。この基本計画の中で

は先ほどのページではなく、その分の受け持ちはまちづくりということで、81ページの「地域特性を

活かしたまちづくりの推進」という中で受けとめさせていただいていると考えております。その中で、

まちづくり条例あるいは景観条例に基づいて、地域ごとの特色を持ったまちを形成していきたいとい

うことで、個別の施策については基本計画を受けて、その条例であったり、各基準であったりという

ところで実施していきたいという考え方でございます。 

○【藤江竜三議員】 そういうことなんですけれども、良好な住宅をつくっていくというのは地域ご

との課題なのか、それとも全体的な課題なのかということを考えると、私は全体的な課題だと思うん

ですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○【関都市計画課長】 議員おっしゃるように、全体的にという考え方もあると思っておりますが、

今のところ国立市としては、地域ごとにという考え方の方向で課題解決をしていきたいという考え方

でございます。 

○【藤江竜三議員】 ぜひとも今後に向けて、市民一人一人の住宅環境がよくなって、国立市が住み

やすいまちだと言ってもらえるように、手法は地域ごとになるのかもしれないですけれども、進めて

いっていただきたいと思います。私はゆとりある住環境、家も広いほうがいいですし、なるべくなら

家にちょっとした緑があってという住宅ができていくような形になったほうが、まちの魅力というも

のは高まっていくと思います。また、空き家などができてしまったときも、なるべくスムーズに更地

になって、次に渡っていくというふうになるのか、そういった形で循環していくような仕組みを、良

好な住宅環境をつくっていく中で実現していただきたいと思います。 

 次に、55ページ、市内の刑法犯発生件数について伺います。この数字、754件というふうにあるん

ですけれども、最近ですと、さまざまな凶悪犯罪が発生していて、まちが危険になっているみたいな

あおりをよく新聞などで見かけるような気がするんですけれども、この754件というのは、ここ４年

ぐらいでもいいんですけれども、減ってきている数字なのか、４年ぐらいの推移を教えていただけた

らと思います。 

○【古沢防災安全課長】 26年度754件でございまして、平成22年度は1,242件でございますので、

徐々に減っている傾向でございます。 

○【藤江竜三議員】 1,200件から754件ということで、たった４年でここまで減っているんです。そ

れでまた８年後ぐらいになると650件って、結構実現できる数字なのかなと思います。そして、この

754件のうち、どういった犯罪が多いのかというふうに認識されているでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 こちら754件のうち、特に多いのは自転車盗です。こちらが大体５割を占
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めるような形になっております。以上です。 

○【藤江竜三議員】 ニュースなどを見ていると、凶悪犯罪もふえているし、すごい危険だという感

じになるかもしれないんですけれども、実際問題として国立市が考えなければいけないかなりの大部

分というのは、自転車盗とか空き巣であったり、空き巣は被害としては軽微ではないかもしれないん

ですけれども、そんなに国立やばいというようなものではないという認識かと私は思っております。

ですから、手段として、５割もある犯罪に対して対策を立てていくことを考えて、効果的に犯罪を減

らして、多摩26市で犯罪発生件数が一番少ないんだというところを目指すべきだと思うんですけれど

も、そのあたり自転車盗に対する対策などは考えていないでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 今、議員さんおっしゃいましたとおり、約５割が自転車盗ということでご

ざいますので、こちらの件数が減れば全体の件数も減ってくるということになりますので、今後も引

き続き、立川警察署とか国立市防犯協会と協力・連携いたしながら、防犯に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。 

○【藤江竜三議員】 件数だけ減ってもしようがないんじゃないのというやじというか、ひとり言が

あったと思うんですけれども、件数がなぜ重要なのかというと、まちの安全ってイメージが先行する

ところがあると思うんです。国立市のまちは安全だから。そして、安全そうだから人が来る。それが

ブランディングだと思いますので、ぜひともそのブランディングを確立するためにも、安全であると

いうイメージを発信していくとともに、実際に数字も下げていってほしいと思います。私からは以上

になります。 

○【稗田美菜子議員】 それでは、御質疑させていただきます。この基本計画ですけれども、基本構

想をもとに基本計画をつくって、その下に実施計画をさらにつくって、事業計画というふうになると

思います。木でいえば幹の部分のような、しかもそこに数値の目標も持ってということで、これをも

とにこれから実施計画、実施計画は今年度のはつくってありますけれども、つくり、それから事業計

画というふうになっていくと思います。 

 つまり、これから先の４年間、困ったときとか悩んだときにとか、どういう方向性だったっけとな

ったときに、これに立ち返るものだと思うので、だからこそ現状と課題をしっかり把握して、そのた

めに目的をつくって、その目的を解消するための手段を考えて、その手段の進捗をきちんと図るため

にこの指標をつくったということの整合性がとれてないと、どの課においても、どの事業においても、

どの施策についてもこれができない限りはいつも迷って、いつも場当たりみたいな計画になってしま

うと思いますので、それを踏まえて質疑をさせていただきます。 

 まず21ページ、基本施策４「地域ぐるみでの子育ち支援」の中の展開方向１「ありのままの自分で

いられる場所づくり」。これは居場所づくりということで、相談できる体制といったことを進めてい

く体制だと思います。目的には、目的の一番最後のところに「相談・支援体制の強化、課題を抱える

若者支援を推進します」。これを目的にしているわけです。この目的を進めていくための手段がそこ

に５つ書いてあって、それをはかるための指標が２つここにあるんですけれども、指標の中の下段の

「子ども自身からの相談の受付件数」、これを指標にした理由をお伺いいたします。 

○【松葉子ども政策担当課長】 これを指標にした理由ということですが、子供相談というのは、細

かくはほかにももっとあるのかもしれませんが、子ども家庭支援センターの特徴的なものとして、家

庭と子供自身からの相談を受けるということを大きな特徴の１つに挙げてございます。それと、教育

分野については、教育相談室が子供の相談件数を年間で300から400ぐらい受けているところなので、
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まず指標の形にするには、この２つが大きなところとして一番わかりやすいのかということで指標に

させていただきました。 

○【稗田美菜子議員】 ありがとうございます。子ども家庭支援センターをどういう位置づけにする

かという姿勢を見せるためにも、これを指標にしたということで理解しました。 

 これは意見になりますけれども、15ページの「女性の自立に向けた支援」。女性の自立に向けた支

援については、指標に件数ではなくて、相談支援拠点の箇所数を挙げているんです。つまり、どうい

う目的を持って、どの体制で、どうやってはかっていくのかというのは、当然その課によって違って

いいと思いますし、その目的がきっちり見えているかどうかがここでまさにはかれると思うんです。

なので、相談件数がふえたからどうなんだということではなくて、今の御答弁を聞きましたら、子ど

も家庭支援センターで家庭もしっかり支えていくというもとでやっていくというふうに理解いたしま

した。 

 次の質疑をさせていただきます。24ページ、教育のところですけれども、基本施策５「学校教育の

充実」、展開方向１「教育内容の質的充実」。この指標の中にあります下から２段目、「全国学力・

学習状況調査における自己肯定感のある児童・生徒の割合」。上段が小学校で、下段が中学校ですけ

れども。実績値76.4％の小学生が今自己肯定感があると自分で認識している。ですけれども、31年も

35年も同じ数値、これはどういったことなのかお伺いいたします。 

○【市川指導担当課長】 お答えいたします。これは平成35年の数字を見ていただくと、小学校が

76.4、中学校が67.8というふうになっていますが、これは平成27年度の東京都の平均値になります。

国立市の小学校においては、今年度実施したところ、つまり東京都の平均と全く同じだったというこ

とです。一方、中学校は65.6ポイントということで、２ポイントほど下回っていたということです。

したがいまして、小学校においては現状維持を推進したい、中学校においては東京都の平均に追いつ

くべく子供たちの心を育てていきたい。そんなふうな形で設定をしました。 

○【稗田美菜子議員】 わかりました。少々残念な気持ちもしますが、現状維持をしていくというこ

とで、東京都の数値ということも聞きましたけれども、現状維持をすると同時に、向上していく方向

がもちろんいいかと思います。現状に満足することなく、ぜひ積極的に進めていっていただきたいと

思います。数値を達成しているからいいということではないんです。先ほどから言っているように、

目的に対してこの手段で、この達成を進捗で図っていくということだと思いますので、ぜひ慎重にも

う一度検討していただきたいと思います。 

 それでは、次の質疑をさせていただきます。飛びまして115ページです。これは107ページから進捗

状況を測定するための指標一覧をつけていただきました。これはさすがだなと思いました。指標一覧

を並べていただくことで、これをよく見ると見えてくるんですけれども、この指標をつくった、その

説明までつけているところもあれば、その説明をつけてないところもあって、説明をつけてないとい

うのは見るからに明らかでしょうという場合もあるでしょうし、漠然としているということの裏づけ

かもしれません。なので、これを一覧で比較することによって、どの施策に対してどういう形で取り

組んでいるのかというのが一目瞭然だったので、私はこれはとてもありがたいと思いました。 

 そこで、ちょっとお伺いするんですけれども、12の施策の中にバーが12個ありました。説明がなか

ったところです。下段はたしか目標値の説明だと思います。指標名が上段で、目標値の説明が下段で

す。この中で、説明がないもののうち、数値目標そのものを28年度に定めるというのが11個。つまり

１個だけは数値目標はあるものの、施策の方向性の説明がなかったので、それが今見ていただいてい
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る115ページの基本施策11しょうがいしゃの支援の地域生活の支援の一番下の欄、調査において国立

市に住み続けたいと答える人の割合。これは説明がないんですけれども、数値目標はある。この数値

目標は何を根拠に出されたのかお伺いいたします。 

○【網谷しょうがいしゃ支援課長】 こちらは国立市に住み続けたいと答える人の割合ということで、

本当はしょうがいを持った方に特化した調査がここに示されるといいのかなということはあったんで

すけれども、ただ、しょうがいがある方だけの調査になりますと、市で行う調査の中では人数が偏っ

てしまうといいますか、市民の中で網羅できないということもありまして、サンプル数が少ないとい

うことでこの指標を用いました。ですので、80％というのは高い数字なのかなと思いますけれども、

なぜ80でなくてはいけないかというふうに聞かれますと、ちょっと難しいところですけれども、そう

いうことになります。 

○【稗田美菜子議員】 わかりました。数値目標がここでひとり歩きしたということになるわけです

ね。なぜこれをはかるためにこの指標が必要なのかということが説明できない限り、数字だけの意味

になるんです。何のために進捗をはかるのかということが明確にわかってないということになると思

うんです。 

 今お話を伺ったように、母数が小さくなってしまう可能性がある。だから、きちんとしたデータを

とるためにどうしたらいいかというところで説明はいろいろと考えているみたいだったので、これは

今ここで確定ということではなくて、これから最後の仕上げ、詰めのところに入ると思いますので、

もう一度慎重に丁寧に考えていただけたらと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 バーになっているところは、大変申しわけありません、こちらは確認漏れ

でございますので、本計画とする際には必ず全ての項目に記載をいたします。申しわけございません

でした。 

○【稗田美菜子議員】 その御答弁を各課の担当の方が言っていただかないと意味がないと思うんで

す。せっかくこうやって立てて、何のためにどうやってやって、こういうふうに進めるんだまで明確

なロードマップをつくっているわけですから、各課の方はぜひ意識して取り組んでいただきたいと思

います。 

 時間が少ししかないんですけれども、あと何点か質疑させていただきます。95ページの職員の行政

能力の向上と意識改革のところです。人材育成のことは一般質問でもよく取り上げさせていただいて

いるんですけれども、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴと自己啓発、３本柱でいくと。これは毎回そうだと思う

ので、いいと思います。ここの中でちょっと気になったのは、指標の中で正規職員に対するアンケー

ト調査で満足をはかるみたいなことが書いてあったんですけれども、この中には嘱託員さんや臨時職

員さんなどの市役所をしっかり支えている方たちが入らないのかどうかお伺いいたします。 

○【清水職員課長】 あくまでもこの指標は正規職員を対象にしております。以上です。 

○【稗田美菜子議員】 わかりました。しっかりと市役所を支えてくださる方は、もちろん正規職員

さんもそうだと思います。それから、嘱託員もそうですし、臨時職員さんもそうだと思います。これ

とは別に、しっかりと意識調査なり、研修なり積めるシステムとともに、アンケートをとっていただ

くように御検討いただければと思います。 

 もう１点質疑させていただきます。103ページから104ページの財政規律の確立と健全な財政運営の

中で、これもやっぱり指標のところなんですけれども、この財政規律の確立と健全な財政運営の目的

です。「財政の健全性を堅持し、計画的で安定的な財政運営を推進するとともに、市民にも分かりや
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すく、より透明性の高い財政運営を目指します」というのが目的です。市民にわかりやすくて透明性

が高いというところだと思います。そこで、透明性を高めるために、104ページの上にある６つの指

標を出したんだと思います。 

 市民にわかりやすいというところでちょっと質疑させていただきたいんですけれども、市民にわか

りやすいといったときに、財政の言葉ってそもそも難しくて、どう理解するかというところがあると

思うんです。１つ、言葉の定義ということもそうなんですけれども、他市との比較、あるいは近隣市、

それからよく言われる類団との比較など、比較ができることによって、先ほどの後ろの指標を並べて

いただいたのと同じように、比較することによって見えてくること、それがいいか悪いかは別ですけ

れども、ある程度見えてくるものがあると思うんですが、そういったことは考えていらっしゃるのか

どうか。 

○【黒澤政策経営課長】 そのとおりだと思います。わかりやすいという中で、今予定していること

は、まずは予算が固まりましたら、予算について市民説明会を行う。また、決算が出ましたら、決算

について市民説明会を行いまして、その中で今御指摘いただいたことを示してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○【稗田美菜子議員】 ありがとうございます。細かな手法のところに踏み込んでいるかもしれませ

んので、そこのところはお任せしたいと思うんですけれども、目的として透明性の確保と市民へのわ

かりやすさ。結構大事だと思います。市民にわかりやすいというのは、財政とかになれている人が見

てわかりやすいというのではなくて、誰が見てもわかりやすい。立川市だと小学生でもわかる財政っ

てありますよね。あんなふうにホームページを見たときに子供でもわかるものというのが大事だと思

いますので、そういった取り組みをぜひ検討していただきたいと思います。 

 最後、時間がありませんので、意見にとどめておきますが、16ページからの子育て環境の充実のと

ころです。展開方向が４つに分かれております。同会派の藤江議員からもありましたけれども、妊娠

前から子育てという言葉を考えていただきたいということともに、わざわざ展開方向１を独立させた

のには何か意味があると思うんです。これは時間がないので意見にとどめておきますが、多分この展

開方向１というのは２にも３にも含まれるようなことだと思うんですけれども、わざわざここに独立

をさせたというのは意味があると思いますので、それをしっかり取り組んでいただきたいと思います。

繰り返し述べますが、目的、手法、指標をしっかり検討して、詰めていただきたいと思います。以上

です。 

○【関口 博議員】 私のほうから１点。96ページ、ＩＣＴの活用による業務の効率化と市民サービ

スの向上、手段としてコンビニ交付の導入と。これは費用対効果やセキュリティーを十分に勘案した

上でこういうのをやりますということで、指標名の中にＩＣＴを活用して窓口以外で発行した証明書

等の割合というのがあります。これは証明書のコンビニ交付というふうに考えてよろしいんでしょう

か。 

○【矢吹情報政策担当課長】 これはコンビニ交付を想定しております。コンビニ交付の中の仕組み

としてキオスク端末の設置というのがあるんですけれども、そういうことも将来的には市の窓口の中

に置いたりということも考えております。 

○【関口 博議員】 そうすると、コンビニ交付がメーンなんだと思うんですけれども、目標値は31

年が5.0％で、35年が10.0％、これは母数、分母は何になるんですか。 

○【矢吹情報政策担当課長】 目標値の設定なんですが、目標値を設定するに当たって、現在、窓口
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以外での証明書の交付ということで、テレホンサービスというのを市民課のほうでやっておりますが、

テレホンサービスで現在やっている実数の、平成31年までにそれの枚数の四、五倍あたりを目標とし

て設定いたしました。それが全体の母数の中で５％程度であるという考え方で設定しております。 

○【関口 博議員】 たしか事前にお話をしたときに、コンビニ交付する書類の全体数というのは大

体10万枚というふうに伺っているんですけれども、それが母数というふうに考えていいんですか。 

○【矢吹情報政策担当課長】 指標名のところに、ＩＣＴを活用して窓口以外で発行した証明書等の

割合ということで、全ての証明書が母数になっております。その中には必ずしもコンビニ交付の対象

にならないような証明書も多数入っているということでございます。 

○【関口 博議員】 そうすると、大体幾つぐらいになるんですか。 

○【矢吹情報政策担当課長】 この母数は平成26年度の実績から計算しまして、16万5,000件ぐらい

で計算してございます。 

○【関口 博議員】 16万5,000。そうすると、５％というと8,250枚ということになりますよね。

8,250枚を、今回、予算では初年度が3,000万円、ランニングコストが毎年1,000万円というふうに聞

いていたから、５年でやると8,000万円、１年間で割ると1,600万円。1,600万円を8,000枚でやるとい

うことは、大体2,000円ですよね。１枚2,000円かかりますよということで、目標値もそういうふうな

形ですよね。つまり、今言いたいのは、住民票を１枚コンビニ交付するのにかかるのは2,000円かか

ります。それを住民票200円で売りますよと。私が一般質問のとき言った数字とほぼ同値と考えてよ

ろしいですか。 

○【毛利市民課長】 コンビニ交付にかかる証明書１枚当たりの単価ということでございます。証明

書１枚当たり200円のものが今多いのでございますけれども、戸籍謄本は１通450円というものもござ

います。それからマイナンバーカードの発行枚数などは５年度分で見込んで、５年度分に応じてかか

るコストで割り返したもので単価を考えますと、先日、部長が答弁させていただきましたけれども、

当局としましては数百円程度ということで考えているところでございます。 

○【黒澤政策経営課長】 これは額面だけのコストではなくて、窓口に来る市民の方が減れば、その

分対応する職員はほかの仕事ができます。また、発行される側の市民の方の利便性等もございますの

で、単純な金額の比較だけではないということだけ申し上げます。 

○【関口 博議員】 前に事業で減らしたものの中に東京都の電子証明書の発行というのがあって、

たしか１枚１万円でしたっけ。高いからやめますという話があったけれども、200円のものを2,000円

で発行するということ。先ほどカードの発行枚数によると言ったんだけれども、これはカードの発行

枚数プラス、テレホンサービスとか、そういうものを入れて目標値は５％なんだから、発行枚数がす

ごく上がっているんだったら、そういうことはあり得るかもしれないけれども、発行枚数が低かった

ら、もっとずっと低い目標値になってしまうことになると思うんです。そうすると、１枚2,000円ど

ころか、もっと高い単価になってくると考えられるんです。 

 今、黒澤政策経営課長が職員数を減らせると言ったんだけれども、これ年間ランニングコスト

1,000万円、だから１年間で割り返すと1,600万円あるんだから、職員をその分ふやしたほうがずっと

いいんじゃないのって僕なんか思っちゃうんだけれども、職員随分ふえますよね。年間1,600万円あ

れば職員数はふえるし、確かに利便性が向上するということはあるかもしれない。ただ、住基ネット

のときにも日本全国どこでも住民票とれますよと言ったときに、ほとんどとらなかったでしょ。そう

いう利便性という意味で全国とれますよと言っても、それほど利便性はない。それよりも単価、つま
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りここで費用対効果やセキュリティーを十分に勘案した上でというふうに言って、それでコンビニ交

付を導入すると言っているんだけれども、費用対効果は非常に少ない、悪いというふうに指摘をして

おきます。 

○【重松朋宏議員】 基本計画というのはこれから８年間の市政全般のまさに戦略ですから、１人持

ち時間10分でこの場で全部できるかといったら、できるはずがないので、私からは基本的に指摘をし

て、もし時間があればお答えをいただければと思います。 

 まず、前段として２つ指摘したいと思いますけれども、まず第１に、きょうの全協をしのいで、あ

と少し微修正したらこの案をとって、一丁上がりということにはしないでいただきたい。職員にとっ

て、まずバイブルとしてあるべきなのは基本計画です。ここに自分たちの仕事は何のために、何をす

るのかということが詰まっていて、それこそ何かあるたびにこれをもとにしてやっていかなくてはな

らないものだと思いますので、計画をつくることが目標ではありませんし、３月中にこれができ上が

らないと４月から何もできないということでもありませんので、しっかりと本日出た意見も踏まえて

ブラッシュアップして、つくりっ放しにしない計画にしていただきたいと思います。 

 それから第２に、これはずっと私言ってきましたけれども、現計画の５年間、基本計画そのものを

無視してきた、計画行政そのものを無視してきた責任ということは指摘させていただきたいと思いま

す。具体的には、今、明確に書いてある基本事業に、５年間一切手をつけていないものが幾つもあり

ます。また、これに基づいて行政評価をやっているんですけれども、予算編成、実施計画をつくると

きには、これに基づかない別の施策が重点施策のような形でくっついてきている。かといって計画そ

のものを修正することもなければ、庁内検討委員会の報告書を見ますと、それを柔軟に対応してきた

と開き直っている。しかも、それを基本構想が抽象的で、実効性、具体性に欠ける基本構想だったか

らだというふうに責任を転嫁していることについては、指摘しておきたいと思います。 

 そして、この基本計画（案）全体について、個々の中身に入る時間がありませんので、全体的に６

項目指摘しておきたいと思います。 

 まず、従来、議会の答弁の中で、基本構想は市長が誰であっても揺るがない、市民に共有された長

期ビジョンであると。そして、基本計画はむしろ市長カラーを打ち出した中期的な施策や財政計画で

あるというふうに答弁をされていますけれども、今回、議会にも出されている基本構想（案）とこの

基本計画（案）と両方を見比べていて、どちらも曖昧で、ここに市長のカラーをどう打ち出してきて

いるのかよく見えない部分があります。また、基本構想は基本構想で、これは市長カラーを超えた市

民に共有されたものになっているのかというと、それもまだまだ不十分な点があります。私はもっと

もっとこの基本計画については、使っている用語１つとってみても、佐藤市長のカラーを打ち出すよ

うなものでなくては意味がないのかなと思います。全体的には非常に洗練されてきているとは思いま

すけれども、まだまだブラッシュアップする余地があるのではないかと思います。 

 それから、私が一番気になるのは、実効性と具体性、いつ、どのような財源で、何をするのかとい

うことがここに入っていないことです。以前の基本計画では入っていました。当時は基本計画の５年

間でどういう事業を行って、目標として数値達成としてはどれくらいするのか。前回、2011年につく

った基本計画では、いつ、何をやるかというのがなくなって、基本事業というすごく抽象的なものに

なりました。今度は基本事業という言葉すらもなくなっています。 

 それはこれまでの答弁の中で、４年に延ばした実施計画の中でするんだということで、一応わかり

ますけれども、基本計画は８年、その先に４年間あるわけです。その先の４年間も含めて具体的にど
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の事業をどう、いつやっていくのかということは、これにある程度明記されている必要があるのでは

ないかと思いますし、後ろについている財政計画は前半の４年間だけではなくて、後半の４年間も含

めてどれぐらいの財政規模で、歳入歳出それぞれどれぐらいになるのかという試算は担当の中ではさ

れているはずですから、それについて概算であれ入っていないと、これがいつ、どういうことをやっ

ていくのか。国立市のマニフェストにはなり切れないんじゃないかと思います。 

 それから今度、財政健全化の条例の中で、そこでも中期財政見通し、財政計画がたしか位置づけら

れていると思うんですけれども、それを有効なものとして活用していくためにも基本計画そのものの

中に、実施計画ではなくて、もう少し記述があってもいいのかと思います。 

 次に、３点目として全体の施策体系についてです。９つの政策が32施策に分かれていますけれども、

その頭に重点３施策というのが出てきています。これは基本構想では施策ではなくて、３つの視点と

書かれているんです。今出されている実施計画の中では施策ではなくて、重点項目というふうになっ

ています。私、施策という言葉にこだわるのは、施策というのが今後の行政評価の単位になりますし、

次の実施計画を行っていく中で、施策単位でやっていくときに重点３施策というふうに出ていると、

それはそれでやらなきゃいけないし、だけども後ろの施策にもかなりかぶる施策が入ってきていると

いうことだと非常に混乱すると思いますので、これは例えば実施計画にある３つの重点項目とすると

か、３つの視点とするとか、あるいは他市でやっているリーディングプロジェクトみたいな別の言葉

で置きかえていただきたいと思います。 

 それから、32施策のこの施策体系、施策分けについても一考を要するのではないか。まず第１に、

行政課題対応の合理性の面でどうなんだろうかということをちょっと考えます。今の基本計画は５つ

の政策で32施策です。今回は９つの政策で32施策です。数は一緒なんですけれども、何かがふえて、

何かが消えているんです。 

 それを見てみますと、まず議会が消えています。これはわからなくもないんですけれども、分割さ

れているものがあります。これは分割して、そこに重点を置くということだと思います。それが子育

ち・子育てで、子育てと子育ちに分割されているんですけれども、ちょっとわかりにくいかなと。施

策体系の中の展開方向を見ますと、両方に載っていたりするようなことがあるので、これはちょっと

わかりにくいのかなと思います。それから、基盤整備が道路と市街地と南部に３分割されています。

これも地域を取り出す形で重点を置くという意味では、わからなくもないかなと思います。 

 一方で、統合されているものが１つあります。これは見方によってはその施策の位置づけをちょっ

と軽くしたのかなというふうにも見られかねない部分なんですけれども、多文化共生がコミュニティ

活動の中に取り込まれて、統合されています。私はむしろ、これから多文化共生というのは重視して

いかなくてはいけないのかなと思うので、その点において一考を要するのではないかというのが１つ

です。 

 それから、５つ目の指摘として、もう１つは施策分けが行政評価と組織改正につながっていくとい

う観点から見て、この32の施策分けでいいんだろうかということを少し考えます。９つの政策は恐ら

く部に相当するものだと思うんです。32の施策は多分課に相当するものだと思うんですけれども、そ

ういうふうに分かれていけるのかと。つまり子育ちと子育てを分けるということは、子育ち担当の部

をつくる。それぐらいの重要なものだというふうに意識をされているのであれば、そのように重点的

にやっていただきたいと思うんですけれども、組織改正を見通した上でどうなのかということが１点

です。 
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 それから最後に、今後、行政評価をこれに基づいて行うときの指標が、先ほど他の議員が出された

107ページ以降の指標なんですけれども、これについても何点か見直さないといけないのかなと。抽

象的な部分と妥当性を欠く指標があるのではないかと思います。特に世論調査で何々と思う市民の割

合って、達成できなくても、では、こうしましょうって出てこないんです。もっと頑張りましょうだ

けで終わってしまいますし、達成できたらできたで、自分たちがやったことは十分なんですねという

ふうに次の見直しにつながってこない。結果であって、目的にするものではないようなものについて

は、妥当ではないのではないかということと、例えば121ページで、駅周辺で活動に参加した人数10

万人みたいな、これも目標なのか。あるいは122ページで景観条例の届け出の件数をふやしますよっ

て、これは景観条例に基づき届け出ないといけないような開発をふやしますよという意味にもなって

くるので、この指標をどこに置くのかということは行政評価の面でもっと精査をしていただきたいと

思いますといったところで、時間がなくなりました。 

○【中川喜美代議長】 ここで休憩に入ります。 

午後２時１７分休憩 

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

午後２時３５分再開 

○【中川喜美代議長】 休憩を閉じて質疑を続行いたします。青木淳子議員。 

○【青木淳子議員】 まずはこのたび、国立のまちづくりのためにこのような基本計画を作成してい

ただきましてありがとうございます。このような全員協議会を設定していただきましたので、有意義

な質疑をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、16ページ、17ページ、子育て・教育に関して質疑させていただきます。現状と課題、ま

た施策の目的及び体系、さまざまなところで地域社会、また地域社会全体で、地域とありますけれど

も、この地域の意味というか、どういう観点から地域という言葉を使われたのか定義をお尋ねいたし

ます。 

○【宮崎子育て支援課長】 国立市全体で子育てを支えていこうということですので、保育園、学校

ももちろんそうですが、いろんな施設等地域資源を包含した意味で書いております。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございます。さまざまな資源を使うということがわかりました。そ

の中で手段のところに相談支援を包括的に行うワンストップとありますけれども、これは支援体制を

いつまでに構築する計画でしょうか。 

○【宮崎子育て支援課長】 開設の時期はまだ決まっていないんですけれども、今、主管課のほうで

検討を始めております。28年度に具体的な方向性が見えてくればということで、検討を始める予定で

ございます。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございます。先が見えてきて、大変ありがたいと思います。 

 この中に子ども・子育ての相談支援とありますが、先ほども他の議員が述べていましたけれども、

展開方向１で妊娠から子育て期の切れ目のない支援とあります。子ども・子育てということに限定さ

れず、産前産後の妊娠期も含めた相談支援という角度の考え方はありますでしょうか。 

○【宮崎子育て支援課長】 もちろん妊娠前から、子供を持ちたいとお考えの方からの相談もできる

ように整備してまいりたいと思っております。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございます。ワンストップの支援体制とありますので、他部署連携

が考えられると思いますけれども、具体的にはどの部課が携わることになりますでしょうか。 
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○【宮崎子育て支援課長】 まず、総合相談の形ですが、これからお子さんを持ちたいとか、子育て

期にあるお父さん、お母さんに対して相談の入り口ということで、いろんな相談を受ける場というこ

とで想定しております。そこからかなり高度な支援が必要な場合は、所管の専門の機関につなぐとい

う役割でございます。今はそういうふうに考えております。 

○【青木淳子議員】 大枠の相談の窓口ということで理解したんですけれども、具体的な形態ですね、

今のふくふく窓口のような、ああやって窓口をしっかり設けてやるということでしょうか。その形態

を教えていただけますか。 

○【宮崎子育て支援課長】 ふくふく窓口のような形態も想定しております。 

○【青木淳子議員】 これは私の意見としてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、地域

にさまざまな資源があるので、その資源を活用しながらというお話でした。また、地域社会でという

ことで、地域全体で相談窓口というか、相談支援をしていくというふうに捉えられるかと思います。 

 ネウボラということで、以前にもほかの議員がさまざま質問をされていましたけれども、高齢者の

包括支援的な地域にもっと根づいた、例えば児童館ですとか、もっと広がったところにまちの保健室

のような相談窓口という、があーんというものではなくて、そこに行くと保健師さんや看護師さん、

また保育士さんがいらっしゃるような、そんなものを私としてはイメージしているんですけれども、

この意見に対してはいかがでしょうか。 

○【松葉子ども政策担当課長】 子ども・子育て総合相談窓口に関して、今、児童館という言葉があ

りました。本来、児童館は児童厚生施設ですので、子供自身と子育て家庭についての支援というのも

当然するところになりますので、今後は午前中のあいている時間、お子さんたちが学校に行っている

間に今の子ども家庭支援センターでやっているような広場だけではなく、地域の中で広場活動ですと

か、あとグループに貸すということもする中で、この辺は健康福祉部さんとも連携をする必要がある

と思いますが、毎週ではない中で定期的に、例えば保健師さんが来るですとか、発達支援室の職員が

来るですとか、そういう相談を受けられるような日を設ける中で、地域の中でなるべく拾いやすい、

今までのように１カ月に１回とかそういうことではなく、地域の中に入っていくようなことを考えて

いきたいと思っております。 

○【青木淳子議員】 私と共通するようなお考えを持っているということで、大変心強く思いました。

一般質問でも出ましたけれども、妊娠をして出産する場所は市外が８割というふうに出ていました。

妊娠中というのは、相談するところって医療機関なんです。ただ、それは１カ月に１回とか、長期間

全く誰にも接しないで、家の中で妊婦が１人とかということも考えられる状況があります。ただし、

おなかが大きくなってくると、遠くまで行くのって結構大変なんです。ですので、児童館というお話

が出ましたけれども、児童館のような何とか歩いて、またバス等で行けるようなところにそういう相

談の場所があるということは大変心強いかなと思いますし、小さいお子さんを持ったお母さんにとっ

ても、子ども家庭支援センターまで行くというのは、雨が降っていたりすると本当に足がとまってし

まうんです。なので、地域に根差した相談の体制をぜひつくっていただきたいと思います。 

 それでは、次の質疑に移らせていただきます。19ページの展開方向４、成長・発達に応じた切れ目

のない支援の充実というところです。この目的にところに「早期からの支援により安心して子育てと

子どもの成長を見守ることのできる環境の整備」とあります。この指標のところに「発達支援室を利

用している市民の満足度」とありますけれども、つまり環境整備ということは、発達支援室の環境を

整備していくというふうに考えてよろしいんでしょうか。 
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○【宮崎子育て支援課長】 就学前の発達にちょっと問題のあるお子さんの仕組みが少ない状況にあ

りますので、発達支援室だけではなく、市内に向けてもそういう考え方でおります。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございます。先ほどお話しした児童館での相談も環境整備の１つに

なるかなと思います。１点、通所事業のぴーすの充実は環境整備の中に含まれているか、これをお伺

いしたいと思います。 

○【宮崎子育て支援課長】 もちろん支援体制の強化というのは行ってまいります。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございます。スマイリースタッフの対応の児童生徒の増加傾向とい

うことで資料が出されて、私もそれを見たんですけれども、小学生、中学生は５年間で1.6倍にふえ

ているんです。これは多分、課長も認識はおありだと思うんですけれども、今後も増加傾向にあるこ

とは間違いないと思うんです。そうしますと、通所事業のぴーすの充実という意味の中で、通所回数

をふやすとか、通所できる施設をふやすとか、そういう観点からも充実ということで取り組んでいた

だきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○【宮崎子育て支援課長】 今、保健センターの２階でやっているんですが、当然これからふえてく

ることが想定されますので、そこだけでは支援が足りないというのは認識しております。今後の状況

を見て整備してまいりたいと思っております。 

○【青木淳子議員】 ありがとうございました。以上です。 

○【小口俊明議員】 それでは、目次からです。目次を見ていただいて、Ⅶの進捗状況を測定するた

めの指標一覧、これは先ほどお二方が取り上げたところですけれども、これは108ページと書いてあ

ります。108ページを開きますと、これ違うページなんですね。１つ前の107ページということで、こ

れページがずれていますか。それ以降、これに応じてずっとずれているような気がするんですが、ど

うですか。 

○【黒澤政策経営課長】 大変申しわけございません。こちらは107ページが正しいページ数でござ

います。訂正いたします。申しわけございませんでした。 

○【小口俊明議員】 訂正してください。それで、私もこの一覧に注目をしました。 

 それで、先ほどの議員も指標の妥当性に言及されていましたけれども、その中でその指標すら示さ

れてないなと思ったところがあって、126ページの一番上の１番、計画的な行政運営と行政改革の推

進というところに施策目標の達成率と書いてあって、これは具体的なことは何も書いてないんですけ

れども、これはどういうことなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 わかりにくい表記で大変申しわけございません。こちらにつきましてはこ

こに載っている全ての施策の目標をどこまで達成できるかというのをはかっているものでございまし

て、先ほど遠藤議員さんのときに、私、前計画では30％でしたと申し上げた、その指標の達成率につ

きまして平成31年も35年も100を目指している。そのようなことで書いてございます。以上でござい

ます。 

○【小口俊明議員】 ということは、この基本施策28の四角のくくりの中に入っている、それ以降２

番、３番のところに載っている施策の指標、これを全部達成するという意味の指標目標値ということ

なんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけございません。この基本計画全体の指標でございます。 

○【小口俊明議員】 これ全体がここで全部一括集約されている。そういうことですか。わかりにく

いです。 
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○【黒澤政策経営課長】 わかりにくくて申しわけございません。これは計画行政推進の立場から、

私どもとして全てやっていくということをここで書いているということでございます。 

○【小口俊明議員】 それが目標値100になっていますけれども、先ほど来の各議員からの質疑の中

でも、それは100％にいけそうなところもあるだろうし、あるいはパーセントではかってないところ

もあるし、この行で100というふうに目標を定めるというのは、現実とは食い違いが生じかねないこ

ともあり得るのではないかと思いました。目標値の立て方というのはまだこの段階ではかなり漠然と

しているような印象を受けますので、ここはもう一段工夫をしてください。よろしくお願いします。 

 次に、基本計画ということで、さまざまな行政サービスとか、あるべきまちの姿とか、歳入歳出の

角度でいうと、歳出的な側面が多々あるかなと思うんですけれども、一方で歳入増ということも大切

な政策の１つだろうなと思いまして、それに絡むところは、102ページの「将来にわたって持続可能

な財政運営」の中で、ここには自主財源の安定的な確保とか、市債権の収納率の向上とかいろいろ書

いてありますけれども、またさらには次の103ページに地方公会計制度、これで公会計改革をして、

財政の見える化をしていく中で持続可能な財政運営というところだと思いますけれども、その意味か

ら歳入増の政策というところを見たときには、それがちょっと角度としては薄い側面があるのかなと

思いました。この辺は今後どのように取り組まれていくのか伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 今御指摘のとおり、102ページからの施策であるということが１つと、ま

た86ページでございますが、商工業振興と観光施策の強化の中で企業誘致の目標等を掲げています。

また、この計画にのってないところでございましても、歳入増の方策につきましては、毎年度予算編

成の中で全庁を挙げて取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○【小口俊明議員】 ぜひ力を入れてしっかりやってください。 

 それから、個別の内容になりますけれども、77ページを見ると、ここでは富士見台地域のまちづく

りということで、手段の中に「富士見台地域における、公共施設の再配置の検討」というふうに書い

てあります。ここで言うところは公共施設なので、私が見るところ、この市庁舎も公共施設ですよね。

それから、体育館とか芸小ホール、あるいは小中学校もあるし、給食センターというところだと思い

ますけれども、そういったところの再配置を検討していくということでしょうか。どのようなビジョ

ンで考えていらっしゃるのか伺います。 

○【北村富士見台地域まちづくり担当課長】 76ページの前段のところで、今後の展開についてちょ

っと記載させていただいているところがあるんですけれども、富士見台地域は歴史的な経緯もありま

して、公共施設が多くあるということもあります。その再配置も含めて考えていきたいと思っている

のと、あと施策32の公共施設マネジメントの関係がございますので、そちらと絡めながら考えていき

たいと思っているところでございます。 

○【小口俊明議員】 今、課長のほうから施策32の、これはページでいうと105ページからで、具体

的には106ページに再編とか再配置とか書いてありますけれども、その中で言葉を拾ってみると、公

共施設の再編・再配置、複合化、多機能化、ＰＦＩの手法による民間の資金の活用等々、あるいは近

隣市との広域連携、このようなことで書かれてあります。例えば先ほど来の教育のほうでは、小学校

の建てかえの話とか、そういった話題も出ておりましたけれども、例えば小学校があるところに学校

機能、あるいは別の公共施設を組み合わせた複合化を念頭に置かれて考えているのか、全体感の中で

伺いたいと思います。 

○【薄井特命担当部長】 お答えさせていただきます。確かに国立市の公共施設の床面積は約６割が
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学校施設でございますので、学校をどうしていくかというのはこれから大切なことだと思っています。

学校を中心に複合化ということが１つの方向性だと思っております。以上でございます。 

○【小口俊明議員】 学校を中心にした複合化を検討する方向だということですね。わかりました。

そのためには、子供たちが通っている大切な場所ですから、ぜひ全市民の同意が得られる方向を検討

してください。 

 もう１点、近隣市との広域連携ということがありました。これは近隣市との広域連携での公共施設

の維持管理、運営って、ちょっと考えたときにぴんとこないんですけれども、どういうイメージでい

らっしゃるのか伺いたいと思います。 

○【薄井特命担当部長】 これは既に図書館などで行われていますけれども、近隣市と市民の方が相

互に乗り入れて共用していただくというイメージでございます。 

○【小口俊明議員】 既にある図書館連携とか、そういう意味合いですね。ということは、今後、図

書館の他市との連携ということでは、これまで以上に国立市民が利用しやすいような方向性も模索し

ながら、取り組んでいただけるということで理解してよろしいですか。例えば図書館。 

○【尾崎くにたち中央図書館長】 相互連携ということですけれども、現在、本市では国分寺市と立

川市、府中市…… 

○【中川喜美代議長】 時間になりました。藤田貴裕議員。 

○【藤田貴裕議員】 第５期基本構想の中に、審議委員の皆さんにつくっていただいて、「学び挑戦

し続けるまち ともに歩み続けるまち 培い育み続けるまち 文教都市くにたち」って、とてもすて

きな、非常にいい目標といいますか、そういった言葉が並んでいると思います。これを実現するには、

この基本計画をしっかり進めていかないといけないのかなと思っております。 

 さて、そういった中、21ページの「地域ぐるみでの子育ち支援」の中に新しい指標名が入っており

まして、「子どもが市政やまちづくりなどの事業等に参加した数」ということがあります。今のとこ

ろは実績値はバーでありますけれども、まさしくともに歩み続けるまちだとか、培い育み続けるまち

だとか、そういった目標に向かってやっていくのかと思います。ちょっとイメージしにくいんですが、

子どもが市政やまちづくりなどの事業等に参加するというのは、どういうことを意識して、しかも12

回を目指しますとなっていますけれども、これは具体的にあるんでしょうか。教えてください。 

○【松葉子ども政策担当課長】 お答えいたします。平成31年の12、35年の23というのは、23という

のは28年度から始まります第三次子ども総合計画の子ども施策を出している課の数です。まず、子ど

もの権利条約の中で、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利と４つの大きな柱があり

まして、そのうちの１つの参加する権利というのを大きく出しております。これはユニセフの「子ど

もにやさしいまち」の定義で、子供たちが望むまちのあり方に関して意見を言うことができるという

考え方がございます。これに沿って、総合計画の中で子供が各施策に参加する仕組みをしっかりつく

る中で、まちづくりですとか、コミュニティーというものに参加していくというところで、そこに関

連する課の数を目標に挙げているところでございます。 

○【藤田貴裕議員】 関連する課ということでありました。かつて子ども・子育て支援新制度その他

の中で、何年か忘れましたけれども、中学生にアンケートをとってみたり、小学生にアンケートをと

ってみたりということがありました。これからは一歩進めて、例えば第四次国立市子ども総合計画を

つくる際に、子供がこういった会議に参加するとか、意見を述べる機会をつくってくれるとか、具体

的にそういった基本計画などに子供が関与する。そういう考えでいいんですか。 
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○【松葉子ども政策担当課長】 子ども総合計画の中でも、重点的取り組みで、子どもの権利を具体

化する子ども参画の仕組みづくりの推進というのを挙げてございます。ちょっと忘れましたが、千葉

市さんか、松戸市さんかで、子どもの参画の仕組みづくりについてガイドラインをしっかりつくって

いるところがございます。そういう他の自治体も参考にしながら、まず子供が参加する仕方はどうい

うことがあるのかというガイドラインをつくって、あと各職員のほうにも子供が参加するという視点

を持っていただくということを庁内の中でも啓発活動等をする中で、具体的に各計画ですとか、事業

をするときに子供の声を直接聞くですとか、またはアンケートをとる。手法はいろいろあるかと思い

ますが、そのような中で子供の参加を進めていきたいと考えてございます。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。子供に関する計画とか、施策をつくるときには、当事者であり

ますので、意見を聞いていただきたいと思いますし、せっかく手段の中で「子ども参画の仕組みづく

り」。この参画というのはやっぱりいいですよね。ただ単に意見を聞くだけでは、参画とは言わない

と思うんです。計画に委員会があればそこにしっかり入っていくとか、そういった一歩進んだものを

やったらいいんじゃないかと思います。誰であっても自分の意思を表明するということはとても大事

なことですし、それがいろんなものに反映されると、子供もきっとうれしいし、このまちに住んでよ

かったなと思えるようになると思いますので、子供の参画はぜひ国立市が先進市になるよう、そうい

った取り組みを期待したいと思います。 

 95ページにいきます。これは自治体経営です。そこの中で指標名「市の組織運営や職員の仕事ぶり

に信頼感を持っている市民の割合」、市民意識調査で実績値48.8％、目標値が52とか55とか書いてあ

りますけれども、これは随分低い目標かなと思いますけれども、行政はこれはどういう数字という認

識ですか。 

○【清水職員課長】 お答えいたします。こちらの目標値は、平成23年と平成26年に実施しました市

民意識調査の実績値約３％の伸び率の差を用いて設定しております。職員は、市民の皆様へのサービ

ス向上に向けて全庁を挙げて取り組んでいる現状がございまして、若干ずつでございますが、右肩上

がりの傾向にございます。一方で、議員御指摘の信頼感を高めて、もっとより高い数値にしたらどう

かという御指摘ですが、そこについては再度実効性を考える中で精査してみたいと思います。よろし

くお願いします。 

○【藤田貴裕議員】 例えば予算をつくるときに過去５カ年の伸び率を比較したとか、そういうのだ

ったらわかりますけれども、３％の伸び率って、そういう問題でないと思います。せっかく市民のた

めに頑張るという意識を持っているので、そういう伸び率ではなくて、100％ぐらいでもいいと思い

ますけど。私、それぐらいの意気込みを持ってぜひやってもらいたいと思います。特にアウトリーチ

だとかしっかり取り組もうとか、そういうところもありますので。 

 そういった中で行政の職員がいろんな知識を持っていて、市民からこういう制度についてはどうな

のかと質問を受けたとき、びしっと答えられる。それは確かに信頼されると思います。その一方で役

所でありますので、市民の悩みとか身の回りの困り事があったときに、しっかり対応してくれる市役

所になれば、必然的にこういう数字というのは上がっていくんじゃないのかと思います。道路の話と

かいろいろ出ていますけれども、そういった身近な悩みにちゃんと寄り添って、ぱっと現場に来てく

れて、自分の意見を聞いてくれる。それがたとえ、こういう理由でだめですよとか、こういう方法も

あるからちょっと検討してみましょうかねとか、そういうことをやるだけで相当数字は変わると思う

んです。 
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 展開方向の意識改革の中にそれが入っておらずに、ＯＪＴとかどうたらこうたら、行革のほうに

「様々な地域課題を迅速に解決できるよう、庁内関係部署間の連携強化を図ります」と書いてあるん

です。私、どちらかというと意識改革のほうに入れたほうがいいのかなと思いましたけれども、地域

の課題を迅速に解決できるようにするのが行革のほうに入っています。これは何か理由があって、こ

ういうふうにしたんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 両面にわたって関係してまいることでございますので、表現等はこれから

整理してまいりたいと考えております。 

○【藤田貴裕議員】 わかりました。ぜひ整理していただいて、あと意識改革をして、身近な市役所

になるということで、市民からの意見は政策提案だと思うぐらいに、たしか議会基本条例に陳情につ

いてそういう項目があると思いますので、市役所もそういうふうになっていただきたいのと、市民の

皆さんからこういうふうにやったらと言われたとき、市の職員がたとえそれは無理でも、飛びついて

くれるとうれしいんだよという声は結構聞くんです。事務的な対応をされてちょっと悲しかったなと

いう声とか聞いたりしますので、ぜひこれが市民意識調査で100％ぐらい市民の皆さんから評価され

るようになってください。よろしくお願いします。終わります。 

○【上村和子議員】 基本計画は、人権施策とか福祉等に関してはすごく整ってきたと思います。人

権・平和の推進のところで、（仮称）国立市人権施策推進指針などの中長期的な方針を策定する必要

があるという言葉がちゃんと書かれたことは大変うれしく思いました。これをぜひ実現してほしい、

そのための動きをしてほしいと思います。 

 さらに言えば、外国籍市民に関しては、コミュニティ活動の促進のほうで多文化共生というところ

でしっかり書かれてあって、担当課長も本当によく頑張っていると私は思っています。この人権のと

ころにもう少し膨らみを持たせて、外国籍市民に関しても具体的に入るとよかったかなということだ

けをつけ加えておきます。 

 私はきょうこの時間を使って、国立ブランドに関して議論をしたいと思っています。それはこの基

本計画の３つぐらいの施策の中に、旧国立駅舎復原が入ってきております。旧国立駅舎復原というの

が、将来にわたって国立ブランドの一番象徴的な存在になるのかなと国立市は見ている。また、国立

市の多くの人は思っているのかもしれない。 

 しかし、私は旧駅舎復原に反対をしております。これはこの議論をするときに、いつも立ち位置が

違うんだなというのを感じます。国立市を初め旧駅舎復原を望んでいる人たちは、大学通りに立って、

駅に向かって旧駅舎があってほしいという言われ方をされています。私は、終始、駅を背にして立ち

たいというところに自分が立っている。この違いはどこから来るんだろうかというのをずっと自分な

りに、自分はなぜその位置に立つんだろうかということを考え続けているんです。自分がどの位置に

立つかというところで、その人の物の見方、視点が決まるんだろうと思うわけです。私は電車に乗っ

て国立駅に帰ってきた自分をイメージして、ホームに立って駅を見て、ふるさとを見てどう思うかと

いう立場に立っているわけです。 

 それでいったときに、例えばヤクルト本社中央研究所が来ましたが、ヤクルト本社は緑の中の研究

所という形をアピールされました。それは中央高速をずっと走ってきたときに、突然緑が広がる。そ

れが国立だったらしいです。そこにヤクルトの研究所があるということで、緑の中にある研究所とい

うのを売りにされました。 

 それは高速道路ですが、中央線で新宿からずっと乗ってきたときに、国立に来たときに突然視界が
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開けるという感覚を持ったことはないですか。これは駅からおりる人ではなくても、ここの駅を通過

するときに、ちょっと気になる風景が目につくというのは国立駅ではないかなというふうに、特に高

架になったときにそう思っています。そういったイメージというのは、実はすごく大事なんじゃない

かと思うわけです。 

 ブランドというのは、ここに住んでいる人たちがシビックプライドという、ちょっと難しい言葉を

書かれて、愛着とかおっしゃっていますけれども、この後に国立市民が思う国立らしさ、市外に住ん

でいる人たちの国立らしさのイメージですが、特に市外の人たちのイメージとして一番多かったもの

は、もう書いてありますけれども、緑が多いまちですよね。そして、文教都市ですよね。この２つが

市外の人の思う国立である。市に住んでいる人のイメージも、住んでいるから教育が１番に来て、次

に緑が来るわけです。そうしたら、国立ブランドとしては緑豊かということと文教地区だと。これが

国立ブランドになると。これでいいですか。まず単純に言えば、そうですよね。これを大切にしたま

ちづくりをしなくちゃいけないと思うわけです。 

 ところが、具体的にそれに伴う政策のときに、なぜ旧駅舎が来るのかということなんです。私から

単純に言えば、私は旧国立駅舎は好きですよ。だけど、旧国立駅舎は、駅のホームから離れた途端に

冷静に考えなければいけなかったんじゃないかと思っているわけです。そうなったときに、本来の国

立ブランドというのは未来に残っていくブランドでなければいけません。そうなったときに、中央線

の国立駅におりたときにどんな風景を見せたいかといったら、即ホームからでも緑と文教地区ならで

はの風景を見せなきゃいけないんじゃないですか。それが一番市がやるべき戦略なんじゃないですか。 

 そう思ったときに目の前に、ちょっと横にずらせば緑が見えますといつも言われますけれども、ち

ょっと横にずらせばなんて、そういうせこいことを言わずに、真っすぐな大学通りを見せる、緑並木

を見せる、低い建物を見せる、その緑並木の奥に一橋大学があるという、まちの全体が緑豊かで文教

というのは、私はこういう風景なんだと思うんだけれども、どうですか。旧駅舎がなぜブランドにな

るんですか。私、これを今回よく読んで、自分たちで書いておきながら、それに沿った戦略が具体的

にストレートに出てこないのが不思議なんです。書いているでしょ、自分たちで。何でそれなのに旧

駅舎復原なんですか。これは１分ぐらいで答えてほしい。だってブランドを語るとき、理屈じゃない

から。ほかから来た人にとって、なぜ旧駅舎があるほうが、緑豊かで文教地区となるのですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 旧国立駅舎ということで、私のほうでまずお話しさせていただきま

すと、逆に駅のホームから見たときの駅舎ということもあろうかと思うんですけれども、まちを歩い

ていただくということもありますので、そうなりますと大学通りをずっと歩いていただきまして、ぱ

っと振り返ったときに旧国立駅舎があるという景観は、かなり売りとしてはなるのかなと考えている

ところでございます。 

○【上村和子議員】 私、いつもちょっとせこさを感じるのはなぜか。回遊性、歩いていただいてち

ょっと振り向いたときに旧駅舎があるとか、旧駅舎越しにちょっと見える緑がいいとか、旧駅舎の至

上主義が入っているんです。これが当たればいいですよ。でも、旧国立駅舎というのは今度復原され

たら、皆さんが思っている駅舎とは違いますよ。大正時代にできたばかりのお城じゃないけれども、

ちょっと古い洋館建ての建物ができるんです。だから、皆さんがノスタルジックに思っているシビッ

クプライドに当たるような旧駅舎とはちょっと違うと私は思うわけです。 

 だから、本当の国立ブランド３本柱の柱の１つとするならば、外から来た人が持っている国立のイ

メージ、緑豊か、文教地区、これが玄関口からぱっと見渡せなきゃいけないじゃないですか。それが
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戦略なんじゃないですか。これはどうなんですか。私、自分の言っている論理に勝てる論理はないと

思っているんだけど。 

 だから、１つは、つまりそういう論理にまさる思いはあるんだということです、旧駅舎を残したい

という人たちに。絶対的価値を旧駅舎に置いているということなんです。ということは、国立ブラン

ドではないんです。育てたい国立ブランドというのは何なのかということですが、もしも回遊性のあ

るまちをつくりたいといったときには、駅から、この駅はおりてみたいと思わせる駅をつくらなきゃ

いけないときに、私は緑と広い空と大学通りだと思っています。旧駅舎の魅力よりも数倍高い。この

価値は不変だと思うし、これは残さなきゃいけない。残したいのは旧駅舎ではないということです。

優先順位をつけなければ未来は開けないと私は思うわけです。だから、20年後の……。しゃべりたい

ですか。──いいです。 

 もう１つ、私がきょう言いたかったのは、モデルとなる都市はありますかということで、国立市の

よさはアメリカのバークレーと姉妹都市になるといいと一番思っています。バークレーは、カリフォ

ルニア大学のバークレー校というのがありまして、学術都市と言われています。文教都市ですね。し

かも、しょうがいしゃがとても多様性を持って生きていられるまちです。さらに、子供議会というふ

うに子供参画、バークレー市議会ってすごく開けているんです。ですから、私はバークレーとの姉妹

都市をやってみたらいいと思うんですけれども、副市長、どう思いますか。バークレーのことですよ

…… 

○【中川喜美代議長】 時間です。望月健一議員。 

○【望月健一議員】 39ページ、高齢者福祉の充実に関して質疑させていただきます。第５期基本構

想第１次基本計画の計画期間、これから８年間という長期間であります。ですから、ある程度長期的

視野に立った質疑をさせていただきます。 

 39ページの６段目に、2025年には国立市において４人に１人が高齢者になると見込まれているとい

う推計がありました。高齢者の問題でよく言われていますのは2025年問題であります。25年は、今一

生懸命働いてくださっている団塊の世代の方が、75歳以上の後期高齢者になる年であります。これま

で国を支えてきた団塊の世代が給付を受ける側に回るため、医療や介護、福祉サービスの需要が高ま

って、社会保障、財政のバランスが崩れるとの指摘があります。 

 まず、国立市においては、2025年、４人に１人が65歳という推計がこちらに書かれておりますが、

75歳以上の高齢者はどの程度ふえると推計されているでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 私どもが持っている数字で、2025年の75歳以上の推計ということでござ

いますけれども、介護保険事業計画で2025年の75歳以上の人口の推計というのを出しております。そ

こでは9,792人ということで推計をとっております。今現在、最新の介護保険事業の関係の統計では、

75歳以上の被保険者は平成27年12月31日現在で8,033人という統計が出ておりますので、1,800人程度

75歳以上の方がふえていくと見込まれております。 

○【望月健一議員】 75歳以上の方が人数にして1,800人ふえるということでした。2016年と2025年

を比較して、今後、どの程度要介護認定の人数がふえて、介護保険特別会計の事業費は2016年と比較

してどの程度ふえると予想されていますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 今現在、平成27年12月31日現在で、要支援・要介護の認定を受けていら

っしゃる方は3,205名でございます。事業計画上の2025年に認定を受ける方として推計されておりま

すのは3,827名ということで、622名増加するという見込みになっております。 
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 そして、事業費についての推計ということでございます。2016年度市民の方に対して介護保険事業

が展開される事業費につきましては、保険給付と地域支援事業を合算した金額として捉えますと、

2016年度の予算では49億5,000万円でございますけれども、推計上このままの制度を維持していった

場合に、2025年度では推計額として、同じく保険給付と地域支援事業の合計額は69億7,000万円程度

と見込まれておりまして、給付費、地域支援事業費で20億2,000万円程度の増額と見込まれておりま

す。 

○【望月健一議員】 ありがとうございます。介護保険に認定される方が622人も増加し、そして事

業費としては20億2,000万円もふえるという予想でした。こういった状況になりますと、近い将来、

９年ぐらいの間にこれだけふえるということです。今から介護予防とか、予防医療にしっかりと対策

をとっていただきたいと思いますが、当然、現在の人員体制や予算では対応できません。市当局は、

近い将来起こり得る、こういった現象において、今後、国立市として到来する超高齢社会にどのよう

に対応していくおつもりでしょうか。 

○【大川地域包括ケア推進担当課長】 当然75歳以上の方がふえまして、ひとり暮らしの認知症の方

もふえる、高齢の方の世帯もふえるという中で、御指摘のとおり、専門職、行政が頑張ってもそれだ

けでは限界点もありますし、財のほうも限界がございます。 

 しかしながら、今後そこを越えていくということで考えますと、行政も専門職のみではなくて、市

民の皆さんも含めて、地域ぐるみで地域包括ケアの体制をつくっていくことも必要だと考えてござい

ます。市民の皆様には可能な限り御自分の健康を保つ努力をしていただいて、地域活動に参加する御

高齢の方が今度は互助の担い手として支援する側にも回っていただきたい。さらに、専門職は医療と

介護と看護をきちんと連携させて、当面は対応していく。そのようなことを具体的に進めていく必要

があると考えてございます。 

○【望月健一議員】 ありがとうございます。まさに本当にマンパワー、そして財の面からも市役所

だけで対応するのは不可能です。なので、まずは市民一人一人が介護予防、そして健康づくりに携わ

る意識づくり、その支援をしていただくこと。そして、地域資源をより展開させる努力は必要だと思

っております。それがまさに地域包括ケアシステムということですが、この国立市は地域包括ケアシ

ステムの先進市となって、私は大変評価しているところであります。しかしながら、今後予測される

超高齢社会への対応に対して、長期的課題としてはどのようなものを把握されていますか。 

○【大川地域包括ケア推進担当課長】 介護予防ということと互助ということ、その意識を市民の皆

様に醸成していく、そこを行政がどのようにバックアップしていくか。あるいは人生の最期を皆様お

一人一人がどのように迎えたいか、どのように過ごしたいか、その辺をきちんと考えていただく。そ

れも行政のバックアップが必要だと考えてございます。この辺をベースに、健康なときから、病気や

認知症になっても安心できる地域を目指すということでございます。 

○【望月健一議員】 ありがとうございます。確かに人生の最期をどう迎えるかというのは哲学的な

問題でもありますが、そういった情報の提供を講演会などでしっかり行っていただきたいと思います。 

 さらに、これは最後の質疑、一番聞きたい部分なんですけれども、現時点ということにさせていた

だきます。介護する御家族の御負担が過重にならない形で、この国立市で、住みなれた地域で尊厳を

持って暮らしていただく体制づくりは、どの程度まで進んでいると認識されていますか。 

○【大川地域包括ケア推進担当課長】 現在、御家族の会が立ち上がって、あるいは認知症カフェな

ども続けておりまして、その中でカバーできている部分もございますが、まだプロセスでありまして、
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これからだというふうに認識してございます。介護をされる御家族は、単に肉体的な疲労ということ

だけではなくて、介護労働自体が頭脳労働でもあり、感情労働でもあるということがございますので、

介護者御自身のセルフケアができないと、疲弊してしまうということがございます。心理的にはどな

たかがきちんと御家族のお話を聞いてさしあげる。肉体的には御家族を休ませてさしあげる。休んだ

間に、そのかわりを誰かが担うということが必要になってきます。これは介護保険の制度以外のすき

間をどう埋めるかということにも関連してくる内容でして、その辺をカバーできる方を市内で育てて

いくということも同時に必要だと思っております。 

 全般としては、あらゆる高齢部門の施策や事業に御家族を支援する視点を盛り込んで、できるだけ

早目にキャッチしていく。そのような体制もつくっていきたいと考えております。 

○【望月健一議員】 ありがとうございます。まさにそれこそが地域包括ケアシステムだと思うんで

す。１人の支援される高齢者である当事者及び介護する家族のケアを今後多職種でやっていただきた

い、いろんな地域資源を使ってやっていただきたいと思います。私もよく相談を受けるんですけれど

も、私は地域で最期まで過ごしていただける在宅医療推進ということを常々言っておりますが、介護

する御家族のお話を聞くと、本当に限界でいらっしゃっているときがあるんです。そういった場合は

私は言葉を失ってしまう瞬間がありまして、そういった点も踏まえて今後、施策を進めていただきた

いと思います。以上です。 

○【中川喜美代議長】 以上をもって、報告事項(1)第５期基本構想第１次基本計画（案）について

を終わります。 

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

○【中川喜美代議長】 全員協議会を閉会といたします。ありがとうございました。 

午後３時２５分閉会 


