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午前１０時開議 

○【大谷俊樹委員長】 おはようございます。本日、予算特別委員会の３日目を迎えました。かつて、

地球が平らだったころ、地球が丸いというふうに言った人間は、当時、おかしい意見だなと、おかし

なことを言う人だなと思われたそうです。委員の皆さん、そういうおかしな意見にこそ、私は何か真

実があるようにも思うわけでありまして、委員の皆様におかれましては、各自の意見に自信を持って

堂々と質疑をしていただくようにお願いをすると同時に、説明員の方にはあらゆる角度から検証をし

て、可能性を追い求めていただきたいというふうに思うわけであります。 

 私も、昨日、非常に勉強になることがありました。触れ合いというこの一言に大きな歴史の意味と、

そして、非常に温かい言葉だということを、さすがこの議会に期を重ねた大先輩から教えていただい

たような感もいたすわけであります。 

 どうぞ、本日も大いなる議論を展開していただきたいと、そのように思うわけであります。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから予算特別委員会を開きます。 

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

○【大谷俊樹委員長】 きのうに引き続き、平成31年度国立市一般会計予算案の歳出款１議会費から

款７商工費まで、一括して質疑を承ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 堂々と10分間やりたいと思います。本日、３月８日は国際女性デーです。国際

女性デーは、1904年、ニューヨークで女性たちが参政権を求めて、デモをした日に始まります。翻っ

て、この国、日本の中では、ジェンダーギャップ指数2018は149カ国中110位でした。男女平等が進ん

でいない国として、日本というのはまだまだＧ７の 下位にあるわけです。 

 その視点で、翻って、国立市議会は女性が結構進出してきておりまして、優秀で、みんな、活躍し

ておるわけですけれども、市役所ではどうかというところで、今、皆様方、課長以下、市長、振り返

っていただいて、ごらんのとおり女性の活躍が進んでいません。このことを市長自身はどのように捉

え、女性が生き生きとリーダーシップをとれる職場をどうやってつくっていくかということを、この

予算書の中に反映しているかというのを、私、見たんですけど、ありませんでした。これは重要な政

策課題じゃないかと思うのですが、市長の見解を伺います。 

 ほかの人でもいいです。平さんが挙がっているけど。 

○【大谷俊樹委員長】 いいですか。（「市長はどうですかだよ」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子委員】 すばらしい、すばらしい、すばらしい。（「さっと手が挙がったから」と呼ぶ

者あり）そう、そう、そう。 

○【平職員課長】 大変恐縮でございます。女性がというところで、予算化というところで、御質疑

です。女性という視点でフォーカスした予算としましては、研修費の中に女性向けキャリアプラン研

修というのを毎年、実施をしておりますので、そういったところはございます。 

 あと、女性というか、誰もが働きやすい職場づくりという観点からいいますと、やはり研修費であ

ったり、あとは健康、安全という面の、予算書79ページになりますが、そういった事業は、女性だけ

に特化した職場づくりということではないですが、誰もが働きやすい職場づくりという点で、予算を

含めております。以上でございます。 

○【永見市長】 総論的に申し上げます。予算の中身のことは、私、触れませんで、考え方を述べさ

せていただきます。 

 当然のことながら、我が国の半数が男性であり、半数が女性でございますので、これはざっくり言
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いますと、性自認の問題とかそういう難しいことを抜きにしますと、そういうことなります。その意

味では、職場における構成もフィフティー・フィフティーが標準なんだろうというふうに考えます。

そして、また、その中で、個人の生き方としての働きとして、昇進を望むか望まないかということは、

これはさまざまありますけれども、当然のことながら、管理職についても半数が女性であるべきであ

ろうと。そして、女性の視点からの施策が、当然のことながら、市民全てが享受する施策の中に反映

されていくと、そういうようなシステムをつくっていかなければならないと思っております。これは

基本的な考え方です。 

 その上で、じゃあ、どうやってこれを実現するかという、かなり大きなギャップを感じております。

これは、この間、さまざま女性の、どうやって女性の生き生きと働ける環境をつくるかというプロジ

ェクトを女性の職員につくってもらって、さまざま話し合いとかしていただいておりますけれども、

抱えている課題というのは非常に多岐にわたります。特に、管理職に上がる場合に非常に重く感じて

いるのは、議会対応のことですとか、さまざまあります。これはそんな簡単には、なかなか解決でき

ないと思っております。 

 一方で、進んでいるな、だんだん進んできたなと思うのは、例えば育休、産休とか取りやすさとか、

その後、正規職員をできる限り配置して、職場に迷惑をかけているのではないかみたいな、そういう

ような後ろ向きのことを考えなくてもいいようなシステムというのは、徐々に徐々に整ってきている

と思います。そういう意味では、今後も、女性がみずからどうやったら働きやすい職場、そして責任

持って仕事ができる職場をつくっていけるのかという、その女性の発意を尊重しながら、進めていけ

たらと思っているところでございます。 

○【上村和子委員】 同じような答えを毎年やっているような気がするんです。私は、女性職員向け

の研修のあり方とか、女性のエンパワーメントをする研修とかいうのを提案したり、し続けてきまし

た。それでも、現実に変わらないということは、構造的に問題があると。議会対応とおっしゃいます

けれども、議会対応がその理由だと、皆さんたちは本当に思われますか。そういうふうに固定化され

ないで、構造として女性がやっぱり管理職、リーダーシップをとりづらい職場体制になっているんじ

ゃないかと、組織になっているんじゃないかという、構造を変えない限り、女性はリーダーシップを

とれないんじゃないかと思うんです。だから、もっとドラスチックに変えなきゃいけないんじゃない

かというふうに、私は思うんです。 

 そういう意味で、イケアの視察というものは、ぜひ有効に生かしていただきたかったんですけれど、

イケアの視察から、何か女性が生き生き働くために変えられる、ここから変えたいというものは、職

員課長、何かありましたか。 

○【平職員課長】 イケアは、大変いろんなところで、自分としても気づきがございました。１つ言

えるのは、まず、できることは職場のコミュニケーションのあり方を変えていくということだと思い

ます。人事評価も導入されて、職場での管理職と職員の対話も飛躍的にふえてきていますし、ただ、

もっとふやさないといけないと思っています。個人個人が抱えている課題、悩みというのは本当に多

岐にわたりますので、そういったことを、障壁を少しずつ取り除いていく、それがやっぱり職員課と

してやっていく職務だと思っております。まずは、できることというところでは対話をもっと促進さ

していくということだというふうに感じました。 

○【上村和子委員】 ここは、今、女性の、基本的に部長が全員、男性なものですから、そこの中で

考えていく限界があるだろうというのに気づいていただきたいと思うのですけど、私は、やっぱり女
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性が働きやすい職場として、たまたまイケアだったんだけれども、やっぱり自分が望んだ仕事である。

自分が望んだポストである。自分が勝ち取った位置であるというふうな主体性を自覚できるような組

織体制になっていること。やっぱり上司が上司でないわけです。リーダーであるけれども、上意下達

ではないわけです。だから、一職員であっても、自分の主体性を生かされるというフラットな組織を

つくらない限り、女性はピラミッドでは絶対に上がってこないんです。だから、女性の置かれた状況

はとっても厳しいですから、組織自体をフラットにしていかなければいけない。そのフラットにして

いくのは、理念とか感覚じゃないんです。コミュニケーションではなくて、組織体なんです。 

 だから、女性が 初に入ったときに何を希望したか、どんな仕事につきたかったか。子供できたと

きに何がネックになっているのか。それをどうしたらクリアできるのかと、本気で組織体制を変えて

いって、市役所から変えていかなければ、私は変わらないと思う。そうやらないと、いつまでたって

も日本は149カ国中の110位というふうな、 下位でしかいかないわけです。だから、それを市役所か

ら変えてください。国立市役所から変えてほしい。そのためにはポジティブアクションをつくったら

どうですか。30パー……、もう１つ、もう時間がなくなってきたから、本当はもっといっぱいあった。 

 もう１つ、裏返しで言います。国立市の嘱託員、これは８割が女性ですね。８割が女性です。下支

えしているわけです。しかも、その８割のうちのほとんどが専門職です。ケースワーカー。なぜ、専

門職の相談員とか、そういう女性たちが嘱託という位置にいなきゃいけないのか。そういうことを、

おのずと正職員、嘱託員という縦社会はないのか。そこを今度、2020年の会計年度任用職員のときに

はフラットにしなきゃいけないわけです。そのときに対等な位置で職場がつくれるのか。そういうこ

とを、これこそ政策経営だと、私は行政改革だと思うんです。これを一議に、市長、上げていただき

たいんですけれども、市長自身はどうですか。今、私はすごく熱を持って言っていますけど、これと

同じぐらい、以上の熱を持っていただきたいんですけど。 

○【永見市長】 会計年度任用職員の考え方というのは、同一の仕事をする人は同一ペイであって、

同一の立場に立つということが原則だと思っております。ですから、そういう立場に立ってどういう

改革ができるかということは、これは１年かけて十分検討していかなければいけない、あるいは取り

組まなければいけない課題だというふうに思っております。 

 会計年度任用職員の問題がちょうど平成32年から始まりますので、31年はちょうど１年間がその準

備期間になりますから、その期間をかけて、今言った会計年度任用職員の問題以外にも課題はありま

すけれども、取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 はい。私、実は、あと残り９項目ぐらいやりたかったんですけど、やれません

でした。しかし、本日は国際女性デーです。女性が本当に活躍できる世の中に本当にするために、市

役所からまずは実践していただきたいということを言っておきます。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。ほかに。望月委員。 

○【望月健一委員】 よろしくお願いします。予算書121ページ、生活困窮者自立促進支援事業委託

料に関連して、お尋ねいたします。 

 昨日、他の委員さんも質疑されておりましたが、この中には学習支援事業も含まれております。今

後、随意契約から契約の方式が変わります。その中で、ちょっと心配になったのが、契約期間が変わ

るまで、確実に空白期間ができます。その間の子供たちの影響が心配です。その影響を抑えるための

方策をお伺いします。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。子供の学習支援につきましては、昨日、他の委員の方か
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らの質疑にもお答えしましたとおり、31年度につきましては、今までの随意契約を見直すというとこ

ろを全体、考えております。それには、確かに、今、委員のおっしゃったとおり、契約期間について、

31年の年度当初から空白期間が生じる可能性がございます。その間につきましては、現在、学習支援

を利用されている子供、それから世帯全体については、まずは、私ども福祉総務課の総合相談窓口の

職員が中心となって、次の業者が決定次第、新しい学習支援につながるまでの間、支援をしていきた

いと思っております。 

 基本的には市内の公共施設などを使って、そこに来ていただいて、居場所機能ですとか、そういっ

たところから始めまして、そういった形をつくって、きちんとつなげていきたいと、そのように考え

ているところでございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。ひとまず安心をいたしました。ぜひとも影響が出ない

ように、お願いします。私も顔を見知っているお子さんもおりますので、ぜひともその点は。私自身

もお手伝いさせていただきます。よろしくお願いします。 

 昨日の他の議員さんの質疑の中で、アウトリーチを行うような事業を新規事業者にはお願いしたい

んだということを、答弁がありました。私もそれはもう本当に、ぜひともやっていただきたいと思っ

ております。私も学習支援事業、私も一員として携わる中で、やはり皆さん真面目なんです。すごく

真面目な子が多い。だけども、中には１回来て、もうそれで来なくなってしまう子も中にはというか、

複数名いらっしゃいます。やはりそうした子こそ、本当に支援をすべきだと私は考えております。ぜ

ひともこのアウトリーチを含めた事業者、これに関してはしっかりと、検討ではなくうたってほしい

んですけど、どうですか。 

○【関福祉総務課長】 はい。今後の学習支援につきましては、今までの教室型に加えて、昨日もお

答えいたしましたが、個別の家庭訪問による学習支援を盛り込みたいと考えてございます。その方針

で業者の選定には当たってまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 難しい課題ではございますが、子供の学習のみならず、御家庭の生活全般の支

援ができるような業者を選んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 これに関連しているんですけども、私は、以前、学習支援事業の対象者にひとり親世帯を加えてほ

しいと要望させていただいております。その後の対応をまず伺います。そして、約500世帯、ひとり

親世帯がいらっしゃると考えますが、そのうち中学生は何名ほどいらっしゃるでしょうか。お答えく

ださい。 

○【関福祉総務課長】 まず、学習支援事業の対象につきましては、生活困窮という形になっており

ますけれども、学習に課題のあるお子様といいますか、生活課題もいろいろあるというところを前提

としておりますので、ひとり親世帯の子供も対象にはしているところでございます。以上でございま

す。 

○【山本子育て支援課長】 児童扶養手当を受給していらっしゃる世帯は、今、委員がおっしゃって

いただいている500世帯いらっしゃいます。その中でお子さんが大体600名という中で、中学生につき

ましては143名ということになってございます。 

○【望月健一委員】 140名ですか、たしかひとり親世帯の73.5％が所得200万円以下というデータが

上がっております。ざっくりとした分析ですけれども、恐らくは90名ぐらいはそういった対象のお子

さんたちになるのではないかと思います。そうした子供たちを対象に、しっかりと支援につなげてほ

しいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○【山本子育て支援課長】 こちらのひとり親家庭の皆様への支援につきましては、私どものくにた

ち子育てサポート窓口、くにサポのほうで主に行わせていただいております。そちらの個別で支援を

していく中で、丁寧な形でフォローはさせていただいているんですけども、その中でこういった学習

支援が必要な場合は、事業の御案内をさせていただいておりますので、今後もそういった形で支援の

ほうをさせていただければと考えております。 

○【望月健一委員】 ぜひとも、もう本当に、 初は御案内するぐらいなことをやっていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 では、次は予算書の63ページです。庁舎等維持管理費、光熱水費に関連してお尋ねいたします。こ

ちらでしかお尋ねする場所がないんですけど、国立市は光熱水費、電力に関しまして、競争による電

力供給契約を行っております。お尋ねいたします。これまでの累計の効果額と、過去３年分の効果額

をそれぞれ万単位で教えてください。 

○【津田総務課長】 今、委員が御指摘のとおり、市庁舎を中心とした電力供給に係る契約につきま

しては、平成23年11月より、電力料金のコスト削減を主目的としまして、環境に配慮している事業者

の中から、競争入札にて事業者を決定しております。平成30年の10月までという７年間での御紹介を

させていただきたいと思うんですが、累計としましては9,700万円。直近の平成27年11月から平成28

年10月は1,700万円。平成28年11月から平成29年10月は2,200万円。平成29年11月から平成30年の10月

は2,600万円ほどの効果額が生じております。 

○【望月健一委員】 本当にこちらに関しましては、総務課の歴代の課長さん、内藤課長、そして平

課長、津田課長の御尽力に本当に感謝いたします。また、これは当初、さまざまな御意見がありまし

た。その中で、契約の調査、そして契約に係る事務、さまざま御尽力いただいた当時の係長さんであ

る関野係長には本当に、この場をおかりして深く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうござい

ます。職員さんの努力で9,700万円もの効果額を出すことができました。感謝しております。 

 私は、大きな公共施設以外の電力入札でも、以前、要望しておりますが、その後の対応を教えくだ

さい。 

○【津田総務課長】 こちらも、いわゆる低圧電力の部分ですけれども、対応させていただいており

ます。平成28年度から行っておりますが、こちらは、平成28年の効果額ということでの御紹介をさせ

ていただきますと、あくまで推定にはなりますが、28年度は80万円ほど。29年度は約40万円です。30

年度も同様に、約40万円ほどの効果額が出ているような状況です。あと、施設としましては、30年度

につきましては37カ所で行っております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。80万円、40円万、40万円と、それぞれ効果が出ている

ことがわかりました。本当にこれも小さな工夫。ありがとうございます。 

 次の質疑に移らさせていただきます。予算書の165ページです。これは１点だけ伺います。 

 社会福祉事業団設立準備会委員謝礼に関連して、お尋ねいたします。今後、矢川保育園民営化が社

会福祉事業団の関連で、事業団の保守で行われるわけですけれども、やはり私としては、日本一の民

営化園を目指してほしいと思います。そのためにはしっかりと補助金を保育園の増員とか、増員とい

うか、その点をしっかりと行ってほしいと思います。武蔵野市でもそういったことを行っております。

これに関しての見解を求めます。 

○【松葉児童青少年課長】 事業団の運営する矢川園についての職員だと思いますが、武蔵野市のフ

リーの保育士を増員をするというような対応をとっております。このあたりは、定員管理の関係です
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とか、プロパーの採用の問題がいろいろありますが、ゆとりのある保育の質の向上ということでは、

そういうことも総合的には勘案して、考えていきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 しっかりと保護者の御不安に応える、意見を聞いていただいたりする施設、ま

たはサービスの面においてもしっかりと日本一のものを目指してほしいと思います。 

 では、 後に１点だけ、もう短く端的に質疑します。これは入浴券の支給事業に関連してです。こ

れはもう市長にずばりお尋ねしたいと思うんですけども、事業の、今後、縮小とか廃止を行う場合に

は、予算や条例案をいきなり出すんではなくて、事前に報告事項として所管の委員会に上げてほしい、

方向性を示してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【永見市長】 そういう方向で、今後は努力させていただきたいと思います。 

○【望月健一委員】 よろしくお願いいたします。 

 あとは、もうしっかりとさまざま、私も不安に思った１人です。実は。ぜひとも、特に利用者が７

名いらっしゃるということですけども、早急な対応、御案内、検討ではなく、もう既にやるんだとい

うことをしっかりとうたっていただきたいと思います。私の質疑は以上です。 

○【渡辺大祐委員】 それでは、よろしくお願いいたします。予特の資料として出していただきまし

た、資料№46です。平成31年度予算査定で計上見送り・大幅減額された主な事業というものがありま

す。そこの10項目目、まちの振興課から、中小企業支援施設導入事業として3,462万円が計上されて

おりましたが、事業不採択とのことです。この事業はエフビズということで間違いないでしょうか。

まず、確認させてください。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりでございます。 

○【渡辺大祐委員】 まず、担当課長におかれましては、この実施計画にのっけるというところまで、

今まで御尽力いただいたことに、本当に感謝を申し上げたいと思います。その上で、きょうはせっか

く傍聴の方もお越しいただいているということもありますので、私はここの、なぜ、これは不採択に

なったのかということを明らかにしていきたいなと。もろもろ推察するところはあるわけですけども、

そういった視点で、順を追って質疑を展開していきたいなというふうに思います。 

 まず、一般質問では青木健議員に御紹介をいただいたり、委員会でも複数の議員から触れていただ

くなど、このエフビズというものの関心が高まっているなというのを私自身、肌で感じるところであ

ります。じゃ、エフビズというのは何なんだといったところを、傍聴にお越しいただいている方がい

らっしゃいますので、簡単に御紹介いただければと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。通称エフビズと言われますが、静岡県にございます

富士市産業支援センターの略称でございまして、それとともに、それをモデルにした全国各地にでき

た支援組織、今は全国で21組織あるそうなんですが、そのことを総称してビズモデル、エフビズと言

ったりします。具体的な中身なんですけど、非常に端的に言うならば、圧倒的な成果を出し続ける、

行列のできる中小企業向けの相談所、公設民営の相談所というふうに言われています。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。時間のことも御配慮いただいたのかなと思いますが、

要は誰もが無料で受けられるビジネスサポートであると。それは既にビジネスを展開している方だけ

ではなくて、新規の創業にも対応をしている部分もあると。加えて言うんでしたら、取り扱いの事例

も幅広くて、いわゆる企業の経営者さん、そういう営利目的のものだけではなく、非営利のＮＰＯの

法人さんの事業だったり、病院だったり、時には農業者だったり、技術職人さんであったり、これは

どこのビズモデルでも実践されているんですけど、市役所の職員が自分の市役所で展開しようとして
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いる事業、これはどうやったらうまくいくかなという相談をするという意味で、市役所の職員さんが

使っていたり、その分野に制限はないというところに、すごく大きな特徴があるのかなというふうに

思います。 

 そのビジネスサポートセンターを富士市で立ち上げられた小出さんという方がいらっしゃるんです

けども、その人がおっしゃることというのはただ１つなんです。その人が持つきらりと光る強みとい

うのを見つけ出す。そのために知恵を出すということをおっしゃっているんです。それはどういうこ

とかというと、自分で事業を展開していくに当たって、本当に自分が持っている、人に認めてもらえ

るような、役に立ちそうなそうなものというのは、わかってそうでわかってなかったりするというこ

とがあると思うんです。そういったものを一緒に相談をしながら考えて見つけていこうと。それを、

やるときに、いわゆる設備投資を促したりするケースが一般的には考えられるんですけども、このエ

フビズでこだわっていることというのは、なるべくその相談者に投資をさせない。事業者に負っても

らうリスクというのを少なくしながら展開し、小さく始めるということを心得ていらっしゃる。私は

ここに一番の強みがあるんじゃないかなというように思います。 

 こういったことも所管課の課長はよく御存じいただいていると思いますし、市がこれから行おうと

していく商業振興策はこれだと、そういった期待と関心を持っていただいていると。だから、この実

施計画にのっけるところまで持ってきていただけたんだろうなというふうに思うんですけども、そう

いった今までの積み重ねはどういったものがあったのか、教えていただきたいと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 まず、平成30年の３月に、一度、エフビズのほうに視察に行かせていた

だきました。その後、８月に全国ビズサミットと申しまして、当時はまだ17カ所ぐらいだったと思う

んですが、センター長と首長が集まる会議がございました。そこに参加をさせていただきました。 

 いずれの話を聞きましても、これは効果が高いと、期待できるというふうなことがございましたの

で、ぜひ関係者の皆さん、商工会の役員の皆さんにも触れていただきたいという思いございまして、

国立市により、一番近いと言ったらいいんですか、木更津市にあります、らづビズに行ってまいりま

した。そこでかかわった人、行った人、もちろん職員もそうなんですけど、行くときは皆さん半信半

疑なんです。相談なんてどこでもやっているし、今もやっているし、何が違うんですかと。ただ、行

ってみると、みんな人が変わってくる。そういった実感があります。そういった期待が、いや、これ

は絶対に効果があるんじゃないかというふうに、職員一同、確信したところでございます。そういっ

た意味で、予算という話もありました。さらに、３月18日、小出センター長に皆さんに直接触れてい

ただくという機会が必要なんじゃないかと思いまして、今回、講演会を企画させていただいたところ

でございます。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。実際に触れて、私も先ほど御紹介しましたけど、やっ

ぱり言葉で伝えられるものと、これは私もふがいなさ感じる部分もあるんですけども、やっぱりその

場にいる熱というものを感じていただいたら、これは本物だと、私は思ってもらえるじゃないかなと

いう自信を深めています。 

 それは１つに、建設環境委員会でも視察で２回ほど行かせていただいていますけども、委員さんか

らいただく感想というか、お考えからも、その自信を深めたところではあるわけですが、今、３月18

日、小出センター長、国立市に来ていただけるという御案内がありました。既にチラシも配っていた

だいていて、いろいろ気になるところはあるんですが、まず、この先着50名と書いてあります。これ

は実際、この枠はこのまま変わることがないのか。そして、誰でも参加していいものなのか、ここは
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ぜひ教えていただきたいなと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 当初は、机を置いて講義形式といったらいいんですか、椅子を配置して

50人ということを考えていたんですけども、思いのほか反響もございますので、机を取っ払ってたく

さん入れるようにさせていただこうということで、頑張って100人を目指したいなということで、考

えております。また、参加される方も、特に制限を設けることなく、御興味がある方に入っていただ

けないかということで考えております。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。今、まさに御答弁いただいたとおりにしていただきた

いなというふうに思います。ようやく、今までこの議会の中で取り扱わせていただいてきた中で、い

ろんな方からも御紹介いただく中で、国立市、まず１つは、住民を初めとして、多くの方に触れてい

ただく機会を得られたなというところには本当に感謝をしたいなと思います。 

 その上で、今回のイベントではすごく大事だなと思うポイントが２つありまして、関係団体の方は

もちろんなんですけども、市内に拠点を置かれている企業さん、例えば市役所が実施している起業プ

ランサポート、これに関心を持っていただいた方、もしくは、市内にいらっしゃる銀行などの金融機

関さん、これは相当相性がいいと思います。そういった、もしくは市内で新しいチャレンジを考えて

いる方でも、残された時間すごく限られていますけども、こういった人たちにようやく体験をしても

らえると、熱を感じてもらえるという点では、大事な押さえどころの１つ目だと私は思っています。 

 そして、もう１つあります。押さえどころ。これを仮に、このまま国立市がいざやるかというふう

になったときに、一番押さえておきたいところ、それはやっぱり来ていただく小出さん、この人をそ

の気にさせなればやっぱり動いていかないだろうと私は思うわけです。既にもう御紹介もありました

とおり、ビズそのものは日経新聞、ＮＨＫ、メディアで取り扱われている注目度というのは日に日に

高まっているわけでありますけれども、やっぱりその分、ほかの自治体もチェックしていると思うん

です。これ、すごい気にされていると思います。そういう忙しい人に来てもらって、その気にさせて

いく。そのためにはやっぱり、国立市が示していかなきゃいけない環境というものがあるんじゃない

かなというふうに思うわけです。 

 ぜひ、そういったところも含めて、今まで小出さんがやってきたことというのは、その人の強みを

見つけて、どうやったらやっていけそうだ、そういう自信を持ってもらえるだろうかということをや

ってくることを実践されてきた人ですから、その小出さんをその気にさせるということを重大なミッ

ションとして、この時間が限られた中で、やっていただきたいなというふうに思うわけであります。 

 そういう意味で、ここまで積み重なってきたものがあるのに、不採択になってしまったと。事情が

おありかと思いますが、その辺はどのような理由があったのかを教えていただきたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 時間がないので、端的に申し上げますと、一般財源3,400万円を支出する

というときに、サービスを利用する商工事業者等との調整が整わなかったということでございます。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。 

 以上で、款１議会費から款７商工費までの審査を終わります。 

 ここで、説明員の入れかえのため休憩に入ります。 

午前１０時３２分休憩 

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

午前１０時５０分再開 

○【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 
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 平成31年度国立市一般会計予算案の歳出、款８土木費から款13予備費まで一括して質疑を承ります。 

○【住友珠美委員】 よろしくお願いします。平成31年度予算書の367ページです。図書館運営費に

ついてお伺いいたします。 

 地域における図書館ということなんですけども、南市民プラザ分室の奥にあります書庫の問題をち

ょっと伺いたいと思います。かなりの量の書庫が奥のほうに、在庫というか、ストックがありますけ

れども、この使い方として開放をできないかということを平成30年度にも検討をお願いしたところ、

検討してくださるということでしたけれども、その後の進捗状況はいかがになっておりますか。 

○【尾崎くにたち中央図書館長】 お答えいたします。南書庫の公開でございますが、これまで月２

回、土曜日の公開をしておりましたところを、平成30年９月より毎週土曜日に公開を行いまして、広

く市民の方に直接手にとって本を選んでいただけるように変えました。 

○【住友珠美委員】 では、９月から週に１回開放してくださっているということですね。その周知

というのはされておりますでしょうか。 

○【尾崎くにたち中央図書館長】 この件に関しましては、８月より市報ですとか館報、あとは館内

のチラシ等で周知を図ってきたところでございます。 

○【住友珠美委員】 現在、使用状況に対してはいかがですか。 

○【尾崎くにたち中央図書館長】 以前、月２回の状態のときでも、１回に四、五人というような状

況でございました。それが毎週になりまして、四、五人が毎週というような状況でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。今、週１回でございますけれども、さまざまな本に触

れる機会というのはすごく大切だなと思いまして、以前、この南プラザの書庫が結構な数があって本

当に大きいので、何か利用できるのではないかという御相談をいただいたものですので、お願いした

んですけど、しっかりと拡充していただけて、本当にありがたいと思います。 

 それとともに、さまざまな本に触れる機会ということで、分室のほうに対してなんですけれども、

分室の本だと、図書室に対するキャパが決まっていまして、本が入っておりますけれども、その入れ

かえ状況というか、どのようになさっているか、そこを伺いたいと思います。 

○【尾崎くにたち中央図書館長】 おっしゃいますとおり、分室は書棚が大変狭くて、なかなかいろ

いろな書物を並べそろえることができかねますので、なるべく利用者様の御意見を窓口等でお聞きし

ながら、また、職員も定期的に巡回して状況を見ながら偏るようなことがないように、いろいろな、

お料理の本もあったり、あるいは文学的なものもあったりということで、定期的に入れかえるような

ことをしております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。利用者さんのお話を聞きながら、入れかえをしてくだ

さっているということで確認がとれてよかったです。中には、高齢になって、本が好きなんだけれど

も、中央図書館まで通えなくなってしまって、分室のほうで本を借りて楽しんでいるという方がいら

っしゃいまして、なかなか本が変わっていかないので、例えば決まったジャンルの本の入れかえがな

くて、できれば本を選ぶ楽しみというのもほしいということだったので、ぜひ皆さん、利用者さんの

御希望を聞いて、なるべくいろいろな本に触れる機会をつくっていただけたらなと思います。またよ

ろしくお願いいたします。 

 続いては、予算書の285ページになります。学校指導等委託員報酬のところで、今回、新しく合理

的配慮支援員というところが入ってきておりますけれども、これは市独自の施策なのか、そして、こ

の支援員さんの行うお仕事の内容を教えていただけますか。 
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○【荒西指導担当課長】 こちらの合理的配慮支援員でございますけれども、今回は市の独自の予算

の中で実施という形になります。 

 具体的な内容でございますけれども、主に通常の学級にいる軽度の知的しょうがいを含む、何かし

らのしょうがいにより通常の学級での学習に困難さがある児童を対象といたしまして、子供のしょう

がい特性に応じた合理的配慮の実施であるとか、注意喚起であるとか、学習支援とか、そういったこ

とを行う支援員ということになります。 

○【住友珠美委員】 この支援員さんは８人ということですけれども、聞き取りのときに、各小学校

に１人ということでした。今回初めてのことなので、今後のことになるとは思うんですけれども、今

後、例えばとてもよかったといったら拡充するとか、例えば小学校とか中学校、そういう枠組みをと

って拡充と考えるのか、どのようにしていくのか、そういった方向性というのは考えていらっしゃい

ますか。 

○【荒西指導担当課長】 今回、初めての試みというようなところもありますので、まずは８人、こ

こで予算を組ませていただいておりますので、その状況をしっかり見きわめたいと思います。その上

で、どういったことが必要なのかということは、今後、検討していきたいと考えてございます。 

○【住友珠美委員】 すごくすばらしい取り組みだなというふうに思いました。いろいろな目があっ

て、支える目があるということも支援で大切なことでありますので、ぜひ拡充の方向で、今回、初め

ての試みですので、しっかり取り組んでいただきたいとお願いしまして、私からの質問は以上となり

ます。 

○【尾張美也子委員】 それでは、きのう時間をいっぱいとったので、その分、なるべく短く済ませ

たいと思います。 

 321ページの洋式便器取替工事、1,802万3,000円と、335ページの中学校の洋式便器取替工事、882

万円。これまでの２倍以上の2,684万円の予算がつく中、これで安心して私も引退かと思ったんです

が、あと４歩足りないなというのは一般質問でもやりましたけれども、私が言っていたのは便器の取

りかえだけではなく、やはり衛生状態も考慮したドライ化というのを、やはり今後、特に建てかえが

後になる学校については、ぜひ積極的に計画をしてやっていってほしいと思うんです。 

 まずはちょっと質疑したいんですが、湿式トイレの衛生を保つための掃除の頻度や掃除の仕方の認

識と、乾式と湿式との衛生状況の違いなどを市としてはどのように把握されているのでしょうか。 

○【川島教育総務課長】 現在、学校のトイレにつきましては、日常的に委託業者により週１回の清

掃が行われているところとなっております。また、それ以外にも子供が少し汚してしまった場合など

については、用務員等が個別の対応を行っているところとなっております。 

 業者による清掃の仕方でございますが、床について薬品で洗浄いたしまして、水で流した後にモッ

プで拭き取るような清掃が行われているところとなっております。 

 湿式トイレと乾式トイレの衛生状態の違いにつきましては、湿式トイレは乾式トイレと比べまして、

アンモニアがしみ込みやすいため、においが発生しやすいことですとか、細菌の発生量が多いとの専

門機関の調査結果があることについては認識をさせていただいているところです。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。そうなんですね。湿式トイレというのは、本来どう

いうことでつくられているかというと、毎日水を流して、毎日完全に乾燥をさせて初めて衛生状態が

保たれる、菌がほとんどなくなる状態。だけど、今は週１回、水を流してモップで拭くという清掃業

者によることしかできなくて、学校なんかからもそれをふやしてほしい、清掃をふやしてほしいなど
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の要望も出されているわけですね。そういう中で、湿式と乾式では衛生状況も違うということから、

これを乾式にしていくということは、来年度以降にはぜひ計画を考えていってほしいんですが、その

辺いかがですか。 

○【川島教育総務課長】 委員おっしゃいますとおり、建てかえ等が後になる学校につきましては、

大規模改修等ですとか、床の乾式化等、そのあたりができないかどうかということを今後検討させて

いただきたいと考えております。 

○【尾張美也子委員】 ぜひ頑張ってください。学校教育は、今、住友委員の質疑もあったように頑

張っているところは頑張っているんですが、あとはその枠組み、これはもう市しかできない。先生た

ちは頑張っている。市が応援できるのはそこの部分ですので、よろしくお願いします。 

 それから、257ページ、都計道３・４・10号線、 後なので取り上げて、ずっとこれは実はもう１

期目から財政面、安全面の危惧から、佐藤前市長にも１万2,000人の反対署名が来ましたよと、前市

長にも提出されて、何度もここでやり合った思い出があるんですけれども、実際に、これで買収が終

わったということでありますね。買収にかかわった費用は全部でどのくらいになりましたでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 お答えいたします。都市計画道路３・４・10号線の用地買収にかかわる事

業費という御質疑でございますけれども、全体事業といたしましては36億円というお話をさせていた

だいている中で、用地買収費に限ってですと、約でございますけれども、32億円が用地買収のほうと

なっております。それ以外につきましては、工事、設計等の費用となっております。以上でございま

す。 

○【尾張美也子委員】 150メートルぐらいの延伸のために十数軒の買収費用で32億円かかったと。

すごいですね。実際に今年度は6,000万円で設計して、次の年に建設予定となっているんですが、建

設費が約４億円ということになるわけですね。 

 そういうところで、予算特別委員会資料№30を、私、ほかの会派が出してくださったのを見ていた

んですけれども、その中の一般財源と起債、それから、後世に残す借金を合わせると、やっぱり11億

円かかっているわけです。きのう議論された高齢者福祉の削減2,000万円と比べものにならないくら

いの額を投入しているんですが、川越市に議会費関連の視察に行ったときに、まちの中心を通る都計

道は途中で中止されて、駐輪施設と歩道になっているところがあったんです。それで聞いてみたら、

そこに本当は都計道を通す予定だったけど、途中で住民の反対があってそういうふうになって、今、

中止されて、なったんですよということを聞いたんです。本来ならば、駅周辺に新たな道路建設は要

らないんじゃないかと、反対も出ているし、私は思うんですが、この都計道こそ見直すべきだという

ことを 後まで言い続けたいと思うんですけれども、これから小中学校の建てかえとかいろいろな公

共施設にお金がかかる。そのときに、財政の観点からいっても、駅周辺のまちづくりは高架下の整備

など、必要 低限に縮小して、その分、ほかのところに回そうよということを私たち会派は言い続け

てきたんです。この延伸部分、これからされようとしているんですが、危惧されているのは、以前も

言いましたが、東１号線、２号線の一方通行と、特に２号線の交差点は、その先に病院もあり、通行

人も多いので、ここは危険になる可能性がありますということで、信号機など、そういう安全対策は

と聞いたら、それはないと答えたんですが、この安全対策の面は今後どうするつもりでいるんでしょ

うか。 

○【町田工事担当課長】 都市計画道路３・４・10号線の安全施策ということでございますけれども、

ただいま委員さんがおっしゃられました東２号線につきましては、警察との協議により、信号は残念
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ながらつかない箇所になっております。しかしながら、それ以外の右折車線とか、旭通りの待ちの車

線等の安全の施設については、現在も警察署との協議を続けておりまして、より安全な道路、また信

号をつけることが可能であれば、市としても、その辺の要望については、今現在、立川警察のほうに

も足を運んでいるところでございますけれども、今後の協議によるところもありますけれども、安全

施策については十分に対応していきたいと考えております。 

○【尾張美也子委員】 本当に延伸が必要なのかどうかも含めて、どういうふうに活用していくか、

道路としてするのか、それとも、安全を考えて何か施策ができないのかというところまでしっかりと

やってほしいと思うんですね。 

 それから、この予算特別委員会資料№30なんですけれども、153億円の駅周辺まちづくりとよく言

っていたんですけれども、これは見直すことなく本当に進めていっていいのかなと、すごく、私はこ

れ、ずっときのう、夕べ眺めて思っていたんですが、これがないと立ち行かないというような、命に

かかわる土木事業は絶対必要なんですよ。ただ、国立駅周辺のまちづくりに関しては、精査するとこ

ろもできるんじゃないかなと思ったんです。特に、今後計画で示されている南口駅前広場、実際は広

場ではなくてロータリーの整備なんでしょうけれども、これは事業費が幾らで、一般財源がどのくら

い投入されることになっていますでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 南口の駅前広場整備ということでございますけれども、まず駅前の道路等

の整備につきましては、基本計画にのっとりまして、人にやさしい、また、回遊性を高める、また、

国立市の玄関口でございます国立駅の（「お金を聞いているんですけど」と呼ぶ者あり）はい。人に

やさしい、やはりその辺のハード的なものも社会福祉の一環として進めていかなければいけない。そ

の中で、今回の事業を進めているわけでございます。南口駅前広場の事業費ということでございます

けれども、一般質問でもお答えさせていただいていますとおり６億円となっておりますけれども、こ

ちらにつきましては、今現在ある駅前の広場を改修という形でございます。舗装なども傷んでいると

ころもございます。また、歩道については、現在よりも広く、また全てをバリアフリーにする中でど

なたでも安心して歩けるような歩道、その辺を目標に改修を進めておりますので、６億円という数字

で出ておりますけれども、新しいものをつくるのではなくて、今ある広場の中をよりよく改修してい

くという工事となっておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○【尾張美也子委員】 改修工事で６億円で、一般財源はそのうち４億円ですよね。本当にそれが喫

緊なのかというところは、例えばさっき言った学校の改修だとか、いろいろな、出てくるわけですね。

それから、いろいろな福祉を削ってそこに投入するのかという問題も出てきます。そういう中で、や

はりなるべくそこは縮小していく見直しの検討をすべきだと意見しておきます。終わります。 

○【高原幸雄委員】 それでは、何点か伺いたいと思います。 

 予算書の253ページの４番目の狭あい道路拡幅整備助成事業300万円が組まれております。これはよ

うやく南部の狭隘道路解消に向けての取り組みということになるんですけれども、ここで150万円ず

つ分筆測量の費用と、それから、移転の工事費用などが組まれているんです。何路線で何カ所ぐらい、

これは計画しているんでしょうか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 狭隘道路整備につきましては、平成29年度に策定いたしました

南部地域狭あい道路整備方針に基づきまして、30年度より運用を開始して予算もつけていただいて取

り組んでいるところでございます。この整備方針の中で対象路線を抽出して、さらに整備優先度Ａ、

Ｂ、Ｃと優先度を設けさせていただいています。 
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 基本的には、地権者の方からのお申し出により進めていく事業でございますが、平成30年度の実績

を見まして、私どもが想定していたほどの事業の成果になっていないということですので、31年度以

降は積極的に地域に出て、整備優先度Ａのところを重点的に地権者に働きかけていきたいと思ってお

ります。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 つまり予算の段階でのこの150万円の内訳というのは、具体的に箇所を指定す

る、あるいは目的、その箇所を目的にこうしたことをやるということにはなっていないということで

すよね。 

 優先路線としてのＡ、Ｂ、Ｃランクの計画は、30年度に示されて見ているんですけれども、私は考

え方として、各議員が南部のコミュニティバスあるいは公共交通システムをどう構築するかという観

点で見ると、狭隘道路が非常に大きな障害になっているということはどなたもおっしゃっているので、

そのルートを組む際に必要な路線を優先的に整備していく必要があるのではないかと思うんです。そ

れはなかなか個人の土地ですから難しいんですけれども、そういう意味での考えというのはないんで

すか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 狭隘道路整備方針とは別に、南部地域整備基本計画におきまし

て、10年間の優先整備路線というのを設けております。そちらは６メートルあるいは８メートルに現

道を拡幅整備する事業です。計画に沿って、現在進めております。公共交通ルートの拡充というのも、

主にはそちらの優先整備路線の進捗で対応してまいりたいと思っているところでございます。 

○【高原幸雄委員】 拡幅ということで対応していきたいということはわかるんですけれども、考え

方として、そういうような考えはないかというのが私の質疑なんですが。つまり、優先路線があるじ

ゃないですか。その中でも、ここをきちっとやれば、バス路線の路線も組み立てられるというような

展望もしっかり持ちながらやっていく必要があるんじゃないかと思うんですが、それはどうですか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 優先路線の設定の検討の際にもその辺は考えているんですけれ

ども、例えば千丑道、南第30号線ですけれども、いわゆる南北の線形の道路です。このあたりは公共

交通ルートも含めて整備のニーズが高いと考えている路線の１つでございます。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 ぜひ千丑道についても、一部拡幅されている部分もありますから、アパートの

前とかありますから、そういうことももちろん全体のルートを組む場合の条件としてはいい条件にな

るとは思うんですけれども、ぜひこれは南部のコミュニティバスの公共交通のルートを組めるような

ことも考慮に入れて、ぜひ進めてほしいということを要望しておきたいと思います。 

 それから、次に予算書の255ページの都市計画決定・変更事務費にかかわる予算が1,300万円組まれ

ておりまして、委託料が1,242万9,000円で組まれております。これというのは事務料だけの、いわゆ

る委託をして、何をどう、変更する際の手続はわかりますよね。都市計画審議会等々、いろいろな市

の変更する際の事務手続があるわけですから、そういうことは当然やらなければいけないというのは

あるんですけれども、その前段の、そこに提案する際の変更業務の委託料ですから、これは具体的に

は何をどう委託するんですか。 

○【佐伯都市計画課長】 お答えいたします。まず、都市計画変更業務委託料の内訳でございますけ

れども、都市計画道路３・４・３号線の見直しの委託料、こちらが561万円を計上してございます。

それから、もう１つ、用途見直しに関する委託でございますけれども、こちらが681万9,000円という

ことで２本立ての委託料になってございます。 

 具体的な中身、何をやるのかということでございます。都市計画道路３・４・３号線の見直しにつ
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きましては、現在も見直しを行っているところでございますけれども、城山公園の東側から都市計画

道路３・３・10号線、こちらが東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）の中で見

直し候補路線になっているということで、まず、そこをどうするのかということで今現在検討してい

るところでございます。ここを廃止した場合に、その縦道である都市計画道路３・４・14号線、それ

から、さらには城山公園の東側から３・３・２号線の多摩青果のすぐ隣になりますけれども、そこま

での残ったところの３・４・３号線、こことの線形の見直しをしなければいけないということがござ

います。また、第三中学校の西側に流域処理場の上部道路というところもございます。こちらのほう

の取りつけぐあい、こういうところをどうふうにしていくかというところで来年度委託のほうで組ん

でございます。どのようなある程度線形ができたか、案ができましたら地元のほうに入って、こうい

う線形を１つ描いているけれども、皆様どうお考えでしょうかと、そういうことでいろいろ意見を聞

きながら、また警視庁のほうとも協議をしながら線形を固めていきたいという内容が１つでございま

す。 

 それから、用途地域の見直しの委託料に関しましては、建蔽率30％あるいは容積率60％の地域、そ

れから、都市計画道路、現在事業中のところもございますけれども、この沿道の用途見直しというと

ころがございますけれども、例えば建蔽率30％、容積率60％の地域は、結構たくさん南部に残ってご

ざいます。具体的には幾つかのところで進めておりますけれども、全体のサブロクの地域を、例えば

どういうふうにしていったらいいのか、こういうところをやっぱり検討していかなければいけないと

いうことで、その変更にかかわる委託料ということで計上しているところでございます。 

○【高原幸雄委員】 いずれにしても、この都市計画道路の都市計画決定の変更というのは、そうい

う意味では方針上も市のほうは持っているようです。私たちは都市計画道路そのものについては反対

していますけども、いずれにしても、現況から変更にした場合どうなるかという調査を含むというこ

とですから、それは住民の皆さんの声も十分に聞いて、ちょっと時間がありませんのでやってもらい

たいということを要望しておきます。 

 後に257ページの一番下のところです。南部地域整備推進事業の中で、委託料が都市計画道路

３・４・14号線、鉄道立体交差の調査検討委託料680万円となっていますよね。南武線の高架化とい

う問題の調査と、それから、都市計画道路３・４・14号線の調査は一体的にやらなければいけないも

のなんですか。別々に調査をするということも可能なんじゃないですか。これはどういうことなんで

しょうか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 こちらにつきましては、国立市施行で計画されている都市計画

道路３・４・14号線の整備に向けた調査でございます。現在、国立市役所前踏切で交差している道路

が、南武線の連立事業が東京都によって事業化がこれから進んでいく見込みが立ったので、どのよう

な形で立体交差させるかを調査するための委託業務でございます。つまり、道路事業者の立場として

の調査でございます。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 簡潔に。 

 南武線の高架化事業の調査というのは、南武線そのものの高架が実際に国立市内の地域を走ってい

る距離数、それから、その中で実際に高架が可能な距離数がありますね。その中に３・４・14号線の

踏切のところの部分というのは実際に高架化に入るんですか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 東京都におきまして、現在、立体交差化の構造形式、それから、

それに伴う区間の検討に入っています。つまり、現時点では、まだ高架なのか、どこまで高架で上げ



－ 151 － 

るのかというのは決まっていない状態です。平成16年に東京都が作成しました踏切対策基本方針では

「矢川－立川駅付近」という記述になっております。ただ、その上でまだ決まっておりませんので、

国立市役所前踏切まで延ばして、高架で下の道路を救えるかどうかもこれからの協議になるんですけ

れども、そのための調査を、国立市として、東京都と協議するための資料づくりという意味でござい

ます。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 南武線のいわゆる基本方針というか、東京都の、今、答弁されていましたよう

に、立川市境のところの部分、いわゆる矢川駅から以西の部分が非常に大きな課題の１つではあると

思うんですけれども、谷保駅のところと府中境の西府から入ってきて、すぐ市役所のところの３・

４・14号線との交差の踏切のところは、高架というのは構造的にもかなり無理があるんじゃないかと

思うんです。そういう意味で、調査ですから、どういう調査をするかというのは、やっぱり高架事業

なり、都市計画道路事業推進ということが前提にならないように、しっかりと、それはなかなか市の

ほうも、そういうことを前提にして調査をするということになっているようなんだけれども、やっぱ

り南武線の高架化というのは住民の声も十分に反映したものにならなければならないわけだし、我々

は 初から反対という立場をとらないわけですけれども、しかし、その内容については十分に吟味し

ていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。 

 それから、時間が余りないんですけれども、 後に。なくなっちゃった。あと10項目ぐらいやりた

かったんだけれども。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。ほかに。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 私も項目が多いので御協力をよろしくお願いいたします。 

 まず、概要のほうの７ページ、23番、不登校対策です。これは予算書ですと、287ページになって

いると思うんですけれども、これは人数が入っていないんですが、その前のページのところに相談員

が８名というふうに書いているんですけれども、これでよろしかったですか。８名がふやされるとい

うことでよろしいでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 今回、政策で出させていただいた不登校対策については、家庭と子どもの

支援員でございますので、ページで言いますと予算書291ページの外部指導者等人材活用事業費の中

に盛り込ませていただいております。過去、今まで360時間で使用していた家庭と子どもの支援員で

すけれども、今年度は240時間増額して合計600時間として、主に別室登校のお子さんであるとか、家

庭訪問をすれば対応できるようなお子さんに対して支援をしてまいります。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、人数をふやすというのではなくて、時間数をふやすということで理

解いたしました。 

 私は、本当にこの不登校対策というのが、今後先大きな──今も大きな問題なんですけれども、構

造的な大きな問題になってくると思っております。当然、学習支援ということで、いろいろと、今後

先、ＩＴなどを使ってできるところはあると思うんですけれども、私はそうではなくて、中学生も小

学生も非認知能力、いわゆるコミュニケーション能力というものが非常に大切になると思います。そ

の中で集団での生活というものが将来非常に大きなものになると思いますので、ぜひこのあたり手厚

くしていただきたいなと要望させていただきます。今後も手厚くしていただきたいと要望させていた

だきます。 

 続きまして、概要11ページの富士見台地域まちづくり事業で、自民党からも市長の大綱の質問のほ

うでさせていただきましたけれども、今後先、シビックセンターをつくっていくという考えで計画を
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されていらっしゃるということで、どのような方向にするのか、何か今、思いがあるのかお伺いしま

す。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、御質問いただきました公共施設の再編につきま

しては、現在、昨年度策定をしました富士見台地域まちづくりビジョンをもとにして、３カ年度の計

画で構想づくりを行ってございます。この中で、まずは大きな目的として、多世代の方が安心・安全

に住み続けられるための環境をどう整えていくか、この前提の上で、例えばＵＲ都市機構が進めてい

る団地の再生計画、あるいは市が進めている公共施設の再編、あるいは第五小学校の建てかえ事業で

あったり、そうした関連計画と整合性を図る中で、どういった機能配置が富士見台地域で望ましいの

か。そこは先の議会の中で御質問もありましたスーパーシビックセンター構想であったりとか、その

辺のさまざまな（「ハイパーです」と呼ぶ者あり）複合化の程度も含めて、しっかりといろいろなケ

ーススタディーを行っていきたいと考えてございます。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。国立市は種地が少ないからなかなか配置転換が難しい

んです。だけど、考え方として、これは自民党の意見というよりも私の考え方としては、第三公園、

図書館、それとＵＲの第二団地も含めてなのか、これはＵＲにお住まいの方とＵＲ都市機構がありま

すので、そこと、あと、今、市役所全体の中の市役所庁舎、第五小学校を含めた庁舎全体を見て、配

置転換をしながら、大きな複合施設をつくったほうが効率的になるんじゃないかなと考えています。

それはやはり大きなビジョンを持ってやっていただきたい。今あるものをただ建てかえるというよう

な発想ではなくて、そういった種地をつくりながら大きな計画をつくっていただいて、当然、長期計

画になると思いますけれども、まちづくりというか、まちのシビックセンターのつくりを考えていっ

ていただきたいと要望させていただきます。 

 続きまして、先ほど他の委員もやりましたけれども、次の概要12ページの南部地域整備事業です。

４メートル未満の狭隘道路、これは今回、青木議員が一般質問でされていまして、なかなか前に進ん

でいないというような御意見がありまして、私も、お一人、要望があったのでつなぎました。その中

で、やはりこれは仕組みとして非常に使いづらい。使いづらいというよりも、担当が途中でかわるん

ですね。要は、相談に行ったところは南部地域まちづくりのほうに行って、 終的には道路のほうに

行くということで、部署の連携をするのに非常にややこしいですし、来られている、相談されている

方はわかりづらいですし、また、途中途中、何か切れるんです。要は、流れるようにいかないという

ことで、なかなか使い勝手が悪いというふうに感じているんですけれども、このあたり、来年どのよ

うに運用していくのか。もしもできれば部署、先ほど課長のほうから前向きな、表に出てというよう

な話がありましたけれども、庁舎内も使いやすくできるような形にできないかお伺いします。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 部署間の連携ですね。担当職員の連携につきましては、私ども

のほうの業務の進め方の問題ですので、それは改善していきたいと思います。 

 それから、おっしゃるとおり、30年度につきましては、地権者への働きかけですとか、申請の受け

付けまでを、制度をつくった部署ということもありますので、私ども南部地域まちづくり課で担当し

て、その後の寄附をいただく手続ですとか、助成金の支払いについては道路交通課のほうにバトンタ

ッチしているんですけれども、その辺、いかにスムーズに地権者さんの手を煩わせずにできるかどう

か、道路交通課とも検討して協議して対応していきたいと思います。以上でございます。 

○【遠藤直弘委員】 よろしくお願いします。できたら担当を１人置いていただいて、横断的なこと

ができる。それで目標に向かってできるような方を１人置いていただきたいなというのを要望させて
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いただきます。人員管理とかがありますから難しいかもしれませんけれども、特化してぐいぐいと進

めていただきたいなと思います。本当にやっていただきたいところはいっぱいあるんです。 

 これは舗装ができていないところですね。説明すると、要は2.4メートルぐらいのところで舗装が

切れていて、そのサイドを舗装する事業。それで４メートルの道路をしっかりと整備していくという

事業です。ですので、それを進めることで消防車が入りやすくなったりとか、そういうことになりま

す。あと歩いていて、水たまりとかがないような道路が使える、市民にとって非常にいい制度だと思

いますので、ぜひしっかりと進められるようにお願いいたします。 

 続きまして、またこれも重なってしまうんですけれども、予算書の257ページの３・４・14号線の

件です。立川課長にまた質疑なんですけれども、これは石神道のことを研究していくということはわ

かりました。これは恐らく、他のうちの会派の委員でも質疑があると思いますけれども、私が要望し

たいのはどこにおろすかということをぜひ研究していただきたいと。要は、どこまで踏切が救えるか、

踏切の近隣の住民が救えるのかということをぜひ研究していただきたいなと思います。この石神道と

いうことだけではなくて、どこまでできるのか。できたら谷保駅までやってもらいたいですよ、それ

は。谷保駅までやって、雑談の中での話ですけれども、駅をちょっと西側に寄せれば勾配率がどうに

かなるんじゃないかとか、そういうような思いもあります。ぜひそのあたりを研究していただきたい

と思います。ちょっと御答弁いただければ。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 仮に高架化という構造形式にした場合ですけれども、おっしゃ

るとおり、市域全てを高架に上げることはできない。先ほどの答弁と重なりますが、東京都と今後、

どこまで高架を延ばせるのか、技術的、地形的な部分と、一方で、もう１つ、どこまで延ばすのか、

あるいは延ばさないのかという議論も必要だと思っています。いわゆる費用便益分析といいますか、

３・４・14号線をどのような立体交差で通すのかと考えたときに、現在、確かに空頭、つまり、鉄道

の下をくぐる道路の高さが4.7メートル確保できるかどうかが微妙なところなんです。そこは委託の

中で正確な数字は出していくんですが、そのときに考え方として、道路は単独立体交差で、例えばア

ンダーパスにして、連立の区間を短くしたことによって、総体の費用面で考えると、もしかしたらそ

ちらのほうがコストが安くなる可能性もある。つまり、連立事業ですと100メートル延ばすごとに10

億とか、20億とかの事業費が上がっていきますので、区間で事業費が当然上がっていくことになりま

す。その辺も含めて３・４・14号線の委託の調査の中で検討していきたいと思っております。以上で

ございます。 

○【遠藤直弘委員】 ちょっと押されちゃったので、もう一回押し返しますけれども、これは連立で

10億とかそういう話がありますけれども、国立市の場合は横に側道がありますから、用買の費用はな

いわけですね。そういったことを考えれば、要は、一般的な金額とは僕は違うと思います。そのあた

り、どこまで踏切をなくせるかということはしっかり考えていただきたいなと、その観点からお願い

したいと思います。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 申しわけございません。そもそも踏切を１つでも解消したいと

いう考えがもともとございます。以上でございます。 

○【遠藤直弘委員】 よろしくお願いします。諦めませんので、私も頑張ります。ぜひよろしくお願

いいたします。 

 後に、これはありがとうございますというお礼なんですけれども、本田家の保存事業です。非常

に進めていただきまして、また、都の指定を受けるということで一生懸命頑張っていただいていると
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いうのは評価させていただきます。今後先も続けていただきまして、また、これ何が活用できるかと

考えると非常に難しいですよね。日野市で土方歳三の生家がどうのということで一生懸命やっていて

もなかなか盛り上がらない。盛り上がっていらっしゃると思うんですけれども、ただ、じゃ、それが

国立市で、ちょっと難しい部分もあるのかな。それよりも僕は教育につなげてほしいなと。要は、そ

このところで江戸時代に何があって、それが実は非常に文化の発信があって、広域医療施設があって

というようなことで、子供たちにそういった場所だったんだよということを教えるだけでシビックプ

ライドを育めるものになるんじゃないかなと、歴史的なもので。そういう観点からやっていただきた

いなと１つ思います。よろしくお願いいたします。当然、活用も期待していますので、よろしくお願

いいたします。 

○【髙柳貴美代委員】 それでは、私も質疑させていただきたいと思います。予算書の321ページ、

小学校教育環境整備事業費、洋式便器取替工事が1,802万3,000円。それから、335ページ、こちらの

中学校教育環境整備事業費ということで、やはり洋式便器取替工事が882万円という予算がついてお

ります。また、こちらの予算書の概要の８ページに「子どもたちの学習環境の向上を図るため、市立

小中学校のトイレの洋式化工事を行います。平成32年度（2020年度）までに、学校全体での洋式化率

を80％以上とすることを目標に進めていきます」とあります。ここでちょっと確認をさせていただき

たいと思います。12月におきまして陳情が出されました。全会一致で陳情が採択されて、このことを

重く受けとめていただいて、二小、五小のトイレの洋式化についても80％を目指してくださるという

ふうに考えてよろしいでしょうか。 

○【宮崎教育次長】 御質疑のとおり、採択された陳情の趣旨を踏まえまして、私ども、実現するよ

うに 大限の努力をさせていただきたいと考えてございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。陳情のほうを重く受けとめていただきまして、80％

を目指していただくということでよろしくお願い申し上げます。 

 次の質疑に入ります。予算書261ページ、款８、土木費の旧国立駅舎再築事業費について質疑させ

ていただきます。261ページの備品購入費、設備器具費というのが3,851万8,000円、予算で組まれて

います。歳入のほうでもちょっとお伺いしたので、この辺の備品のことについてお聞かせください。

お願いします。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 こちらにつきましては、旧国立駅舎の機能につきましては、展示室、

まち案内所、観光案内室、広間という形でまとめさせていただいておりまして、その展示室の展示ケ

ースですとか、展示物ですとか、まち案内所のカウンターですとか、物販展示台、広間とか、入り口

付近のデジタルサイネージとか、ライトアップのものを考えているところであります。今お話しいた

だきましたとおり、歳入のほうでもありましたけれども、デジタルサイネージ、まち案内所の部分に

つきましては東京観光財団の補助金、ライトアップにつきましても東京観光財団の補助金を使わせて

いただく形を考えております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。そのような助成金を活用されて、いろいろな備品を

購入されるということがわかりました。 

 それでは、予定どおり、来年の２月の後半に完成予定ということでしたけれども、それは今のとこ

ろ大丈夫でございますか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 おかげさまで旧国立駅舎も随分形になってきまして、大学通りから

見ましても見えるような形になっているところとなります。昨日も東京都の社会資本整備総合交付金
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の検査等を行っておりますので、工事につきましては順調に進んでいるというところになります。そ

して、2020年２月に完成予定となります。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 皆さんに努力いただきまして、予定どおり工事が進んでいるということは本

当に喜ばしいことでございます。国立駅に立っておりましても、皆さん、通りかかられても、毎日毎

日工事が進むのが、やはりとても、ここまでできた、本当に建ち始めると早いんだなと思ったり、あ

る程度形ができてくると外からは見えないけれども、中はどうなっているのかしらと、地域の皆さん

はとても気にしていらっしゃいます。中の、これからの使い方についてなんですけれども、市民の

方々の御意見を聞いて、どのように進んでいるか、簡単で結構ですので教えていただけますか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 ここの利活用につきましては、29年度も市民の方からお話を伺わせ

ていただいて、ワークショップを２回やって、それをまとめさせていただいております。ここにつき

ましては、先日お話しさせていただきました管理運営方法につきまして、今、地域の方を回らせてい

ただいて、いろいろお話を伺わせていただいているところとなります。商工関係の方ですとか、地域

活性化の方にまたお話を伺わせていただきまして、まとめていきたいというふうに考えております。 

 ことしの９月に公の施設の設置条例をまとめるような形で考えておりますので、それに向けて順次

進めていきたいと考えております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ９月に向けて進めていらっしゃるということでしたけれども、ワークショッ

プとかいろいろな形で、市民の方々、また、商業関係の方々の御意見を聴取しているということでし

たけれども、課長が、ここまで通されて、こういうことにやはり市民の方々が思いを込めていらっし

ゃって、どういう形で進めていけばいいのかという、一番ここだけは外せないというものがもしあり

ましたらば教えていただきたいんですけれども。済みません。難しいかもしれないんですけれども、

課長の思いを聞かせてください。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 ありがとうございます。この間、本当にたくさんの方にお話を伺っ

て、皆様からすごくたくさん思いをいただいているところであります。旧国立駅舎はただ建てること

が目的ではなく、ここを通じてまちを歩いていただく、町を感じていただく。所有関係者の方からあ

ったんですけれども、やはり国立市は個展がたくさんあってすごく魅力的なまちであると。それを駅

舎を１つの百貨店の入り口ですとか、美術館の入り口ですとか、そういうように見立てるような形に

して、ここをポータルにして回っていただくような形ということがお話がありまして、それはまさし

くそのとおりであろうと私も感じているところであります。ですので、こちらを通じて国立市を感じ

ていただくような施設にしていきたいと考えているところであります。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 入り口として駅舎を使っていくということでございました。これはなかなか

難しいことではあると思いますけれども、皆さんの御意見を受けて、やはりこれから始まっていく国

立ブランドの形成ということにも、これは必ずやつながると思いますし、つなげなければならないと

思いますので、いろいろ御苦労もあるかと存じますが、ぜひとも努力していただいて、来年の２月に

向けてよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質疑をもう１つだけさせてください。261ページ、同じ土木費のところで、富士見

台地域のまちづくり事業費のところ、25の富士見台地域まちづくり事業支援委託料というのがござい

ます。30年は798万8,000円でした。今年度31年度は、894万7,000円ということでした。たしか昨年度

の質疑の中で、こちらのほうはコンサル料ということだったと思うんですけれども、これは31年度に

関しては、どのような方針でコンサルを受けるのでしょうか。 
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○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 お答えをいたします。昨年度に引き続き、この支援委

託料はコンサルへの委託料でございますが、３カ年で計画をしている構想づくりのうち、２年目とな

ります31年度につきましては、市民の皆様とプロセスを大切にしながら組み立てていくということで、

さまざまな市民の方との例えば協議会であったりとか、オープン型の市民会議であったりとか、そう

した場が非常に多くなってくることを計画してございます。その上で、例えばファシリテーターに入

っていただくとか、意見を効果的にまとめていく、そのためのコンサル料、事業を多く盛り込んだ内

容となってございます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 以前に一般質問でもさせていただきましたが、私もいろいろなまちづくりの

勉強会とかワークショップとか、参加させていただきました。参加していて、わくわくするような方

式でやっていただいたということはとても意味があることだと思っております。 

 一般質問でもさせていただきましたが、今、コンサルの方々にいろいろ教えていただく中で、職員

さんもいろいろ刺激を受けていらっしゃると思います。今後、職員さん自身がファシリテーターとか、

御自身で動いていかれるような体制をつくっていきたいというような御答弁が副市長からもあったと

思うんですけれども、その後の進みぐあいといいますか、いかがでしょうか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まさに委員さんがおっしゃっていただいたように、こ

れからまちづくりにかかわる職員が実際に市民の方の意見を効果的に集め、そして、それを実際施策

に落としていく、これが重要な点になりますので、今現在、富士見台の検討会という部課長で構成さ

れている委員会の下に実務担当者レベル、特に係長を主とした富士見台の検討部会というのを設けて

今検討してございます。そうした委員には、今後、市民の中でグループワークをする際に実際にファ

シリテーターになってほしいという意図も込めながら、ファシリテーターに入っていただく際に実際

に学んでいただきながら進めているところでございますので、いただいた意見を御参考にさせていた

だきながら進めてまいります。以上です。（「議員の声も聞いてくれ」と呼ぶ者あり） 

○【髙柳貴美代委員】 実践を通して学んでいただくということが、今、天の声が、議員の声も聞い

てくれということもございましたので、議員の声もぜひとも聞いていただきたいと思うんですけれど

も、総じて副市長からも、今の件についてちょっと御答弁いただけますか。 

○【竹内副市長】 機会を捉えて、いろいろワークショップとか、ファシリテーターを育成していく

ということを前提にして会議を持ったりしています。今、自主的に学習会というのを開いているんで

すが、必ずホワイトボードを用意して、そこで意見をどうまとめていくかというようなことを実践的

に進めているというような状況でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。やはり実践が一番力になると思いますので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

○【石井伸之委員】 それでは、 初に市長にお聞きいたします。南武線の高架化、予算書257ペー

ジ、都市計画道路３・４・14号線、鉄道立体交差の調査検討委託料680万円に関連してなんですけれ

ども、やはり私、一番重要なことは国立市において踏切を全て撤去をしていくんだという、この姿勢

が求められると思います。もちろん工事的には、第１期、第２期、第３期とか、時間軸としては多少

ずれがあっても、それでも 終的には国立市内の踏切を全て撤去して、そして、誰もが安全に安心し

て交通できる環境を整備をして、そして近年、さまざまな場所で高齢者の方が踏切の中で悲しい事故、

事件が発生しております。こういったものをゼロにしていくんだという、やはりそういった覚悟、ま

た、そういった姿勢を市長のほうから明確に示すべきだと思いますが、市長としていかがお考えでし
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ょうか。 

○【永見市長】 都市計画マスタープランをつくるときに、安心・安全だけではなくて、福祉のまち

づくりという、こういう視点を導入したというのはまさに委員がおっしゃるとおりでございます。そ

れで、その手法を全てを立体交差でやるのかどうなのかということは、手法がさまざまあると思いま

す。立体交差で一気に解消できる部分、それから、例えば谷保駅の東側のところを立体交差を待って

ずっとそのままでいいのかということになれば、これはそうではないだろう。とすれば、それは立体

交差の事業を進める中において、東京都と都道の安全化というのは東京都の責任でやってくださいと

いう折衝をしていかなければいけないことだろうと思います。 

 それとあわせて、それ以下の、もっともっと本当に、すぐこの目の前なんかもそうですが、歩行者

しか渡れない踏切をどうしていくのかという課題。これは実は谷保駅のエレベーター設置のときに、

これは議員さんにも全て既に御説明をしたと思いますが、谷保駅のエレベーターを設置するときにＪ

Ｒが求めてきた条件というのがありまして、国立市が借りている駐輪場の土地を買い取ってください

ということがありまして、これは実行しました。もう１つは、谷保駅周辺の小さい踏切、これをなく

したいんだと。だから、ＪＲにしてみれば、安全確保のために人しか渡れないような、車が渡ること

が非常に困難なやつをなくしたいと。これをぜひ国立市で進めてほしいと言ってきたんですが、これ

については現状の土地利用の状況からいくと、あるいはお住まいの状況からいくと、一気に全部シャ

ットしてしまう、この辺を含めてですよ。これはなかなか難しいと。だから、これについては将来の

まちづくりの指針、要するに、狭隘道路整備とかで、ここではなくてもうちょっと横へ移動すれば安

全に渡れる踏切がありますよとかという整備を通して安全化を図るとか、さまざまな手法があると思

います。ですから、私自身は中央線であれだけ安全になりました。二中の生徒さんが亡くなられたと

いう痛ましい事故もありました。そういう意味では南武線を何とか安全な鉄道との交差化、あるいは

安全な渡る手だて、これをつくっていかなければいけないという強い思いがあります。それについて、

どうやってこれから進めていくかというのは、まだまだ交差化以外に、どういう手法で、どうできる

かというのは具体案を持っていませんけれども、そういうことを考えながら、まちづくりの一環とし

て考えていきたいと思っております。 

○【石井伸之委員】 市長、ありがとうございます。やはりそこの部分からしっかりと意識を同一化

させる中で、将来的には南武線の踏切は国立市内から全て撤去していくんだという、その意識から、

まずはこの事業を始めていかないと、ちょっと市民の皆様の思いとちぐはぐなものになっていきます

ので、しっかりと土台を、どこから積み上げていくのかというところをぜひとも議論を進めていって

いただきたいんですが、担当の課長であります立川課長には、これから東京都と非常に難しい協議が

始まるかと思います。そういった面では、ぜひとも国立市としては 終的には南武線の踏切は全て撤

去する。そのまずは一丁目一番地として、この連続立体交差化があり、そして、石神道の鉄道の立体

交差の調査検討委託料680万円つけているんだという、そういった意識のもとからぜひ進めていって

いただきたいと思いますが、担当課長としていかがお考えでしょうか。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 委員おっしゃるような気持ちで東京都と協議していきたいと思

います。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ぜひとも市長の思い、今、言われた答弁の内容、しっかりと考える中で東京都

との難しい折衝があるかと思いますが、努力をお願いいたします。 

 私が、平成16年の踏切対策基本方針が出たときに東京都から聞いた情報では、立川市域内が1.5キ
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ロ、そして、国立市域内は1.5キロというふうに高架化の区間の説明を受けた記憶がございます。そ

うしますと、立川市境から1.5キロというと、まさに国立市役所前踏切付近ぐらいまでがちょうど1.5

キロ入るか入らないかぐらい、そういった部分になっていきますので、まさにそのあたりが含まれる

かどうかというのが非常に難しい、また、遠藤委員が言われましたように、もう少し何とか延びない

のかということもありますので、そのあたり折衝のほうをよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、259ページ、先ほど髙柳委員が触れられていました旧国立駅舎再築事業２億1,722万

8,000円についてお聞きをいたします。髙柳委員がいろいろと質疑をされていましたので、私からは

旧軽井沢駅舎のことについてちょっと触れたいと考えております。長野新幹線建設のために旧軽井沢

駅舎が撤去されたということはもう御存じかと思います。そこで、2017年10月27日にしなの鉄道軽井

沢駅旧駅舎口として旧軽井沢駅舎が現役復帰をいたしました。そのときにオープニングセレモニーが

行われ、しなの鉄道の玉木社長や藤巻軽井沢町長、挨拶の後にテープカットが行われて、さらに子供

たちの遊べる広場であります森の小リスキッズくらぶ入り口の前でくす玉を開花させ、そして、地元

の保育園の園児も参加する中でにぎやかに開業を祝ったといった事例がございます。 

 そういったことを鑑みますと、やはり旧駅舎再築に向けたセレモニーやオープニングイベント、こ

ういったものも、この平成31年度中に検討すべきかと思いますが、担当課長としていかがお考えでし

ょうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 まさにおっしゃっていただきましたとおり、旧軽井沢駅舎の再オー

プンみたいな形だったかと思うんですけれども、そちらにつきましては、まちの振興課の職員と当課

の職員もあわせた形で拝見させていただくような形でお伺いさせていただいたということがございま

す。やはり駅舎が開業するときにオープニング等は重要だと思っております。そちらにつきましては、

当初ではこちらは見込んでいないところではあるんですけれども、先ほど申し上げましたように９月

の公の施設の設置条例とあわせたような形で予算を考えていきたいなと思っております。実際の開業

が2020年の４月以降を考えておりますので、年度としては32年度、2020年度という形になろうかと思

います。以上です。 

○【石井伸之委員】 今、北村課長から2020年度にはなるということですが、2019年度中にしっかり

と精査をする中で、そして、なおかつ2020年度といえば何があるかといえば、皆さんも御存じのとお

り東京オリンピック一色になるわけですから、大谷委員長が一般質問でされておりました、東京オリ

ンピックのときに国立駅舎が再び設置をされる。そのときにどういった形で、そのときの意識をつな

いで、そして、その当時の方々の思いをどのようにこの旧駅舎の中に反映をされるか、そういったと

ころもやはり教育長の力もかりなければいけないと考えておりますが、そういった2020年東京オリン

ピックとの連携については担当課長としてはいかがお考えでしょうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 おっしゃるように、駅舎につきましては、生涯学習課、まちの振興

課、国立駅周辺整備課、建築営繕課、あわせた形でこれまで事業を進めてきております。まさにおっ

しゃっていただいたオリンピックにつきましても、その中でもありますし、先日、毎年、駅前報告会

という形で行っているところではあるんですけれども、そのときに市民の方から1964年東京オリンピ

ックのときに駅舎の前を聖火ランナーが走ったということで写真等を示していただいたということも

ありますので、そういうものもあわせた形で、ここで何ができるのかというのを考えていけたらと思

っております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 今、北村課長から 高の事例を示していただきました。ぜひ、私は昭和39年当
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時と同様に、聖火ランナーが旧国立駅舎を通って、旧駅舎の中でその当時のことをほうふつとさせる

ような、そういった何かがさらにできればと考えておりますので、そういった形でどんどん話を膨ら

ませていただきますようにお願いいたします。 

 続きまして、261ページにあります南武線連立事業に伴う矢川駅周辺まちづくり調査委託料330万円

というふうにあるんですが、この内容を御答弁ください。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 こちらにつきましては、矢川駅周辺の地域における行政として

基本構想づくりを目指していきたいと思っております。その基本構想づくりのための調査を平成31年

度の予算でやっていきたいと思っております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ぜひともこの点は、やはり矢川駅周辺をどのように生かすかという部分を考え

ますと、しっかりと、もちろん関係の市民の皆様、また、地権者の皆様と連携をする中で、この矢川

駅周辺まちづくり調査委託料、これを活用する中ですばらしい未来図を描いていただくようにお願い

をいたします。 

 そして、続きまして、285ページにあります通学路標識標示板作製及び設置委託料45万3,000円、こ

ちらについて御答弁ください。 

○【川島教育総務課長】 こちらにつきましては、通学路に現在ついております「文」という字の看

板の新設と、取りかえの関係になります。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ごめんなさい。その下でした。安心安全カメラ表示板作製及び設置委託料です。

そちらを御答弁ください。 

○【川島教育総務課長】 こちらにつきまして、質疑委員からも、以前、一般質問でいただいていた

内容になりますが、安心安全カメラを設置していることを表示することを示す看板となっております。

こちらにつきましては、来年度、平成31年度に40枚、通学路につけていくということで現在考えてご

ざいます。 

○【石井伸之委員】 その設置は、いつごろから始まる予定でしょうか。 

○【川島教育総務課長】 設置場所につきましては、現在、学校と調整をさせていただいているとこ

ろとなります。年度が明けましたら、速やかに契約のほうをさせていただいて、１学期のなるべく早

いタイミングで設置が完了するように進めてまいりたいと考えてございます。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。特にＰＴＡの方々、保護者の方々の声というものをぜ

ひ一度お聞きをする中で、ここの部分が児童にとって危ない場所ではないかと考えられるところにつ

いて、注意喚起をする意味、また犯罪の抑止にもつながりますし、また、国立市として治安を守る強

い意志、こういったものを市民の方々に伝えるということにもつながりますので、ぜひとも速やかな

設置に向けてお願いをしまして、私は終わります。 

○【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。 

午前１１時５７分休憩 

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

午後１時再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。青木健委員。 

○【青木 健委員】 それでは、何点か質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず、予算書のページで言うと335ページになります。屋内運動場空調設備整備工事費、7,700万円、
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予算がついております。これが一中、二中の体育館のエアコン設置の分だと思いますけれども、まず、

これは時限で３カ年というのが決まっているわけですよ。それで、一中、二中やるなら、何で中学校

３校一遍にやらないんだということをお伺いしたいんです。 

○【内山建築営繕課長】 こちらの事業につきましては、平成31年度の１月の中旬ぐらいに都補助が

詳細につくということが判明いたしまして、急遽、中学校を優先的に行うということでつけた予算で

ございます。急遽つけましたというところで、やはり夏休みまでに何とか終わらせたいという、事業

量等も勘案しまして、２校が事業量としては限界かというところでつけさせていただきました。 

○【宮崎教育次長】 エアコンを体育館に整備する際に、しっかりと外部に設計をお願いしながらと

いういとまがございませんでした。一中と二中に関しましては、体育館の形状がほぼ同じ状況で、三

中は違った形でございます。とにかく、できる一中、二中については、内部努力をすることによって、

来年度、工事を何とかしてしまおうと、そういうところで一中、二中だけ先に出して、その後につい

ては設計をしながら、その翌年度、工事という形で組み込んだところでございます。 

○【青木 健委員】 そういう教育次長のお話、御答弁ですけれども、しかし、そうはいっても、や

るなら一遍にやったほうがありがたがられる。小出しにやっても、学校間の格差ができるだけのこと

であって、一遍にやってほしかったと思います。 

 先ほどの内山課長の御答弁だと、32年度には４校やるわけです。そうすると、さっきのと整合性が

出てこなくなっちゃうんです。だから、その辺についてはしっかりと御答弁できるようにしていただ

きたいということと、そうすると、残る二小、五小の問題があります。二小については、校舎の建て

かえについては、32年度、実施設計に入るわけです。33、34年度、建設の工事に入っていくというこ

とで見えているわけなんですけれども、問題は残された五小です。五小については、マスタープラン

すら33年度までかかるわけです。その後、基本設計に入って、実施設計やって、建設というと、平成

の年度で言うと36年度に入ってくるわけです。36、37年度ということになってくるわけです。一般質

問でこれはさせていただきましたけれども、そのとき御答弁いただいたのは、体育館へのエアコン設

置につきましては、猛暑対策上急務であると考えておると、急務という言葉をしっかりと認識された

上で言われているわけです。だとしたら、五小については、これは建てかえの前にもやるべきではな

いかと思いますけれども、どうですか。 

○【宮崎教育次長】 おっしゃるとおり、期間云々ではなくて、できるだけエアコンが整備されるの

が望ましいかと思っています。一方で、現段階での判断では、二小に次いで五小については建てかえ

を検討していく。当然、建てかえする中では、体育館は、後づけでエアコンをつける学校よりもはる

かにいい環境で整備していくという考えがある中で、現段はエアコンとあわせて整備していく冷風機、

こちらを全校、状況を見ながら活用していきたいと考えています。その中で、どうしても難しさが出

てくれば、それに応じた対応策がさまざまあろうかと思いますので、そういったところを見ながら、

今後、引き続き対応させていただきたいと思ってございます。以上でございます。 

○【青木 健委員】 後づけでやるよりもとおっしゃいますけれども、それにしては期間があり過ぎ

る、そこが私は問題だろうと思います。一般の家庭に例えて言うのはちょっとどうなのか、技術的な

ことについては、はっきりと私もわからないんですけれども、ただ、引っ越しをされるとき、エアコ

ンを取り外して持っていきますよね。新しく引っ越したところにそれを設置するわけです。今回だっ

て、体育館につけたエアコンを建てかえのときに一旦外して、体育館自体、建てかえるかどうかまだ

わからないです。建てかえるかどうかわからないのであれば、建てかえるとするなら外してつけかえ
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るということだって、これは十分可能なことだろうと思いますので、五小については、いま一度検討

していただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

○【宮崎教育次長】 まずは、一中、二中で整備したエアコンの状況を確認し、さらに冷風機を使っ

ている学校で、どこまで通常対応できるか、それを見た上で、今後検討させていただきたいと考えて

ございます。 

○【青木 健委員】 ここまで言ってもやってくれないのかなという気もするんですけどね。検討し

ていただけるということなんですけどね。マスタープランの作成が33年度までなんですよ。そうする

と、東京都の補助は終わっているんですよ、五小のときには。東京都が今、気が変わって、議会側か

ら言われているんですよ、動いたわけです。動いたんだから、この機にやらなきゃ損じゃないですか。

それは、後になれば後になるほど、いいものができるということについては、十分理解をします。し

かし、猛暑対策上急務であると、急務という言葉を教育委員会みずから使われているわけですから、

ぜひこれについては、検討のし直しをお願いさせ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。 

 続いて、今度は土木費の関係で、道路、路面におけるペイントのことなんですけれども、横断歩道

とか、またセンターラインなんかもかなり消えているというか、消えかかっているところ等が市内に

見受けられます。私もスーパーバリューのバス停のところ、これは非常に危険な状況ということで申

し上げさせていただいた。中島課長のほうで随分御尽力いただいて、市のほうでやってもらえたのか、

そういうところがあると思うんですけれども、ほかにもそういう場所はあると思うけれども、それら

についての手当てというのはどうされるんですか。 

○【中島道路交通課長】 市内の白線、路面標示でございますけれども、こちらは規制にかかわるも

の、これは交通管理者ということで警察のほうの所管になるんですが、そうは言ってもなかなかやっ

ていただけないところもございまして、近隣で市がやるときは、協議の上、市でやっているというケ

ースもございます。 

 しかしながら、市が本来やらなければいけない外側線だとか、そういったものも、市内かなり薄く

なっているところがございまして、来年度から面的にやっていけないかというところを検討はしてい

きたいと考えておるところでございます。 

○【青木 健委員】 ぜひ、面的に、市のほうでできるということであればやっていただきたい。警

察にお願いしてもなかなかやってくれないんです、広域ですから。やってくれないというのが現状で

すから、ぜひそういうふうにお願いしたい。 

 それと、課長、一言だけ言わせてもらいたいんだけれども、スーパーバリューのバス停のところ、

お願いしてやってくれた。やってくれたのはいいんですけれども、一言、これからやりますとか、や

りましたと報告あってもいいじゃないですか。地元の人から言われたんですよ。やってくれてありが

とうねと言われたんです。 初、ぽかんとしましたよ。エフビズのときも、申し入れがありましたけ

れども、ちょっとそういうところに関する報告が悪いのではないかということは、苦言で申しわけな

いですけれども、やっていただいて申しわけないですけれども、その辺についてはきつくお願いをさ

せてもらいたいと思います。 

 それでは、狭隘道路の問題なんですけれども、４メートル以下の道についてもそうなんですけれど

も、今回申し上げたいのは、通学路ということにも絡めて、石田街道における歩道の狭隘部分なんで

す。これは、毎年、学校のほうで通学路の調査をして、アンケート等もたしかとっていると思います。
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その中で必ず出てきている部分なんですが、これについて教育委員会はどのように把握して、そして

この改良に向けて、担当部局にはどういう要請をされているのか、その辺をまず教育委員会からお伺

いしたいと思います。 

○【川島教育総務課長】 例年、通学路の合同点検等を行いまして、石田街道等、状況のほうは確認

をさせていただいているところです。そちらで出た課題につきましては、道路交通課とも一緒に合同

点検に回っておりますので、情報を共有する中で可能な対応等を進めさせていただいているところで

ございます。 

○【青木 健委員】 それでは、石田街道について可能な対応は何されましたか。何もされていない

じゃないですか。変わってないですよ、全く。どこか変わりましたか。変わっていないというのは私

の視覚ですから、そうじゃないよというのがあれば、どうぞ言ってください。 

○【中島道路交通課長】 石田街道の歩道の拡幅というのは、すぐには対応できないかと考えており

まして、しかしながら、舗装が悪いところ、あるいは街灯、そういったところの補修については、私

どものほうでは随時、対応させていただいているところでございます。 

○【青木 健委員】 拡幅自体は、すぐには対応できないということでありますので、それは言って

きている教育委員会のほうには、その点については伝わっているんですか。 

○【中島道路交通課長】 通学路ということで、直接、道路の拡幅ということで私どものほうでは把

握していないところではございますけれども、歩道自体が狭いということはございますので、そうい

ったことは、教育委員会さんのほうとは共有しているところでございます。 

○【青木 健委員】 共有はされているということですけれども、どういう共有をされているのか、

その辺については疑問がありますので、しっかりとこれは担当部間で話し合いをしていただきたい。

縦割り行政なんていう言葉がありますけれども、国立の行政というのは、そういう中にあっても、私

は横の連携もかなりとれている役所であると思っております。こういうところ、細かい点なのかもし

れないです。ただ、子供の命の問題ですから、ぜひ見過ごすことのないように対応していただきたい

ということを申し上げさせていただいていただきたいと思います。 

 もう一点だけやっている時間はないので、意見だけ言います。交通安全協会に補助金を出されてい

ますけれども、安協の人が自分の車にステッカーを張って、さも駐車していいんだみたいな行為を行

っているという話も聞きますので、そういうことがあるかどうか、確認をして是正していただきたい。

以上です。 

○【関口 博委員】 先に、４日目の持ち時間10分をきょう使わせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 予算書253ページ、駅周辺の道路整備について部長に伺いたいんですけれども、その前に駅舎のこ

とで一言。駅舎改築のお祝いでオープニングを盛大にという話があったんだけれども、20年前、我々

が一生懸命やっていたのがやっと報われたかなという思いがしたんです。当時は、駅舎はレプリカで

いいとか、新駅にそれらしきものを張りつけたらいいとか、そういう話をいただいて、さんざん文化

財として保存して、そして再築したいんだということを一生懸命やっていたことが、ここで20年たっ

て、やっと理解していただけたのでうれしいなと思いました。 

 駅周辺道路整備の件なんですけれども、これは部長が説明するときに、北口整備の減額ということ

だけしか説明しなかったんです。これは、南口の整備にかかわることだと思うんですけれども、我々

は予算の事前の説明を受けるときに、駅周辺、特に南口のほうの整備というのを予算がこういうふう
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にしますと言われて、何ですか、それはということが続いているんです。よくこの辺の答弁をされる

ときに、2009年の基本計画に基づいてという説明をされるんですけれども、2009年の基本計画のとき

の思想というのは、そういう思想ではなかったので、今の歩道等を拡幅するとかというものは、どこ

で決められた計画で、どういう説明があってこういう予算計上になっているのか、そこを聞きたいん

ですけれども、説明していただけますか。 

○【門倉都市整備部長】 予算に係ることではございますけれども、これまでの経過ということでご

ざいますので、私はそのときから担当しておりましたので、私のほうから答弁させていただきたいと

思います。 

 今、質疑委員のほうから2009年のということがありましたけれども、私の手元に平成21年の11月に

つくった基本計画というのがございます。この中でいきますと、南口の広場の整備、あるいは周辺の

道路整備ということで、基本計画のほうに掲げているところでございますけれども、この計画の中、

大まかに言うと、人を大切にした魅力あるまちづくりを目指して、市域全体の連携、他市とのネット

ワーク、土地利用、交通に関する計画を明らかにして、全体イメージについて示すものとしておりま

して、質疑委員も御存じかと思いますが、この基本計画ができてから、市民参加によるまちづくり会

議、これをめぐる組織、こういったものを立ち上げて、約４年間、ずっと御議論してきた経過がござ

います。 

 その中で、駅前の広場の整備、形態、そういったところについていろんな意見が出された中で、

終的には25年の10月、まちづくり会議としては 後になりますが、それぞれの意見がある。それは、

行政のほうに判断を委ねるといったところがございまして、駅前のロータリー機能は残しつつ、駅前

の広場整備を行うということが大きな指針として託されました。 

 それを受けて、年が明けた１月ないし２月、当時の市長が駅周辺のまちづくり、駅前の道路整備、

ロータリーを含めた道路整備につきましては、ロータリー機能を残しつつ、継承しつつ、まちづくり

を進めていくということで整理されてきたという経過でございます。以上です。 

○【関口 博委員】 経過はわかったんですけれども、その計画はどこかでフィックスされたり、あ

るいは周知されたことはあるんですか。 

○【門倉都市整備部長】 私、手元に平成26年の７月５日の市報を持ってきたんですけれども、これ

まで、まちづくり基本計画というものに基づいていろいろ御議論していただいたんですが、このとき

出したのは、国立駅周辺の整備計画案ということで、この中の大きなタイトルとして、ロータリー機

能を残した整備計画案ということで周知もさせていただいておりますし、このときにも駅前報告会、

それ以来、年に２回、３回と、今では１回、２回ですか、やらせていただいていますが、事あるごと

に市民への周知、そういったものを図ってきたということでございます。以上です。 

○【関口 博委員】 2014年の市報ですね。ロータリー機能を残したと。国立駅周辺整備計画案がで

きましたということで、これ、案ができたということは周知されているのは確かなんですけれども、

この案は案が取れて計画にはなっていないと思うんですけれども、それはどうですか。 

○【門倉都市整備部長】 これまで基本計画に基づいて、いろんな議論をいただいたりとか意見をい

ただいたりしてきました。その中で、駅前の広場のあり方というんでしょうか、その辺のところにつ

きまして、一定の方針が出たということで、基本計画案ができたということでございます。 

 それ以降、警察の協議ですとか、あと、駅周辺で土地をお持ちになっている企業さん、こういった

方々といろいろ御議論をさせていただく中で、一つ一つの事業が固まっての駅周辺のまちづくり整備
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でございますけれども、計画に基づいて、できる限りのところから着手して事業を進めているといっ

たところでございます。以上です。 

○【関口 博委員】 計画を立てても少しずつ変わっていくというのはわかるんです。いろんな協議

をしていく中で変わっていくというのはわかるんですけれども、きちっとした計画が決められていな

い、発表もされていない。案のままで進んでいって、そして我々議員は予算書が出てきて、これは何

ですかという話をすることによって見えてくるという状況が続いているんです。 

 説明するときに、2009年の駅周辺まちづくりの基本計画に基づいてという説明をするんだけれども、

2009年の基本計画をつくったとき、部長は室長で、市民に説明もしていたし、いろんな会議にも出て

いたからよく知っていると思うんです。そのときは、駅前は人を中心とした広場空間にするというこ

とで進めていた。そして、円形公園と一体化した形で駅前というのを、人を中心にした広場にすると

いうふうにしていた。それを駅前でテントを張ったり何かして説明をしていたということがあったと

思うんです。それはよく知っていると思うんだけれども、それで2009年の基本計画をつくったわけで

す。2009年のつくったときの思想というのは、そういうふうな思想だったわけなんです。 

 その思想が、政権交代、市長がかわって変わるというのは、それはそれでいいと思う。変わるとい

うことはいいんだけれども、駅前の広場を人中心にするということをうたっていた基本計画に基づい

てこの計画がありますという説明は、私は合わないと思っているんです。そういう言い方をして2009

年の基本計画を使って説明するんじゃなくて、佐藤市長にかわったんだから計画が変わったんですと、

整備計画案ができたって発表しているんだから、2014年の整備計画、案じゃなくて計画にして、そし

て、それに基づいていろんな協議をもって変更していくんだという形で説明してくれれば、私はそれ

でいいと思うんです。 

 2009年のときの基本計画というのは、思想的にこんなロータリーを残して――こんなというのは変

ですけれども、ロータリーを残して、ただ単に歩道を拡幅するだけの、そんな簡単な思想ではなかっ

たので、そこのところにつくられた基本計画、基本計画だからいろんなことを網羅して書いてあるけ

れども、このロータリーを残して歩道を拡幅するだけの計画を進めていくというのであれば、それだ

ったら2014年、国立駅周辺整備計画案の案を取ってこういうふうにしますとやるべきじゃないかと思

うんですけれども、どうですか。 

○【門倉都市整備部長】 2009年につくった基本計画、これに基づいてということの説明をいろんな

予算の中でもさせていただいているところではございます。根本的な考え方というんでしょうか、駅

前を整備するに当たって、国立駅の特に南口ですけれども、通過交通をできる限り抑制して、通過交

通を排除することによって人が中心の駅前のエリアにしていく、あるいは歩道の拡幅等を行って、回

遊性を持たせてにぎわいを醸し出す、創出するといったところでのまちづくりの計画であったわけで

ございます。 

 基本的には、ロータリーを残すということではありますが、そのときもタクシーですとか、あるい

はバス、そういった公共交通につきましては、駅前は交通の結節点という意味合いを持っております

ので、そこは入っていけるんだといったところを残しつつ、ロータリーというのは、これまでの国立

の歴史、文化、そういったものも大変重要であるということの観点のもと、この形状は継承していく。

あとは、警察の協議ですとか、円形公園に渡る渡らないといったところの議論もございましたけれど

も、安全性ということを考えると、そこはなかなか警察としても了解ができないといったところもい

ろいろございました。 
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 その中で、私ども、基本計画というものがあって、このコンセプトを決して忘れているわけではご

ざいません。人を中心とした駅前の広場のつくり、こういったものについては十分承知をしながら、

できる限り今のＪＲともいろいろ協議をさせていただいております。旧駅舎の西側、東側、ここの土

地のあり方をどうするんだということで一生懸命やらせていただいていますけれども、この方向性を

見て、できる限り基本計画に基づいて、道路のほうもそうですが、まちづくりとして一生懸命この事

業を進めていって、魅力ある駅前の空間、これを創出していきたいということでございます。以上で

す。 

○【関口 博委員】 基本計画を大事にしていただくのは、それは結構なことだと思います。ただ、

基本計画をつくったときの皆さんの考え方、当時の職員等の考え方というのは、たましんの上のほう

に上って、そして下を見たときに、ほとんどが車じゃないか、円形公園だけ残って、ほとんどが車だ

らけだと。それを人を中心にした広場にしましょうというのが基本的な考え方だったでしょう。その

基本的な考え方に基づいて基本計画、整備計画というのがつくられればよかったかもしれないんだけ

れども、それは首長がかわったので、違う形で基本計画をやるというのであれば、これは整備計画案

というものを市報に発表するだけで、皆さんに周知しました、議員の人たちには予算のところで説明

しますみたいなやり方じゃなくて、計画案の案を取って計画にして、きちっとして、こういうものを

考えていますと。ただ、協議でいろんなことが変わりますという形でつくるべきじゃないですか。そ

れを一々予算のときに、いや、これは歩道のここですなんていうことを説明するときに、基本計画に

基づいてなんていう説明はやめてほしいなと思うんです。だから、ぜひ2014年の整備計画案の案を取

りましたと、こういうふうになっていますということで、ちゃんと計画を出して、それで説明をして

いただく、あるいは案のままでいくんだったら、この案でやっていきますということでやればいいか

なと思います。 

 そういうふうにしていただきたいと思うんですけれども、これは要望しておくと言いますね。これ

だけ言っておいて、まだ基本計画に基づいてと言うんだったら、またそのときにはそれでやります。 

 もう余り時間がないので、一言だけ。教育委員会のマタギ体験学習会負担金というのがあるんだけ

れども、マタギ体験って、経験するのはどんなことをやるんですか。 

○【伊形生涯学習課長】 平成31年度からマタギ体験を行っていきますけれども、この内容としまし

ては、まずは一番 初に、秋田などできりたんぽ鍋をつくっていくということを体験していきます。

その中では、正直に言って、鶏を一から絞めたりですとか。あとは、毛をむしったりしながら、一か

ら調理していったり、きりたんぽを作成していったりというのが１つ。ほかには、森林散策ですとか

山で、川の体験をしたりですとか、そういったことを行うほかに、マタギの体験館でマタギの方のお

話を聞いたりとか、そういったことを行っていく予定となっております。 

○【関口 博委員】 一言だけお願いしておいたほうがいいかと思うんですけれども、マタギの体験

で、鶏を絞めたり、イノシシを解体したりというのを幼いときに経験すると、すごくトラウマになっ

ちゃうことがあるんです。戦争の映画を見て、それで平和のことができなくなっちゃったという人も

いるし。だから、マタギ体験をするときには、こういうことをやりますよと、鶏絞めますよとか、そ

ういうことをちゃんと言っておいて、その覚悟でもって行かないとトラウマになっちゃうので、気を

つけてほしいと思いますので、よろしくとここで言っておきます。 

○【重松朋宏委員】 それでは、私からも土木費の国立駅周辺まちづくりについて、何点か質疑しま

す。関口委員は駅周辺まちづくり基本計画をつくったときの市長ですので、基本計画の内容が変わっ
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たんだったら変わったと、はっきりしろとおっしゃる立場なんですけれども、基本計画そのものは、

本体の部分、資料の部分ではなくて本体の部分はかなり曖昧な言い方、文章になっているんです。物

は言いようで、私はぎりぎり基本計画の記載の範囲内だと見ていたので、確かに、駅周辺まちづくり

南口の基本計画を、将来、ハード面を含めて、駅周辺まちづくり基本計画の理念が完全実現するよう

に、ハード面の南口の計画がこれからできて、施工されていったとしても、その先も、ソフト面も含

めて事業が完了してこれで終わりですよではなくて、駅周辺まちづくり基本計画はその先も見た上で

つくられているものなので、人が中心の、駅前広場だけではない、駅舎も駅舎だけではない、全体を

つくっていくというものを実施していただきたい。そのためにも、基本計画の大きな柱に位置づけて

いる設計、施工、維持管理段階のマネジメント、これがストップしたままになっているので、これを

復活させていくことによって、事業が完了した後も市民が継続的に関与していくことによって、将来

的には私は国立駅の南口も、北口もそうですけれども、本当の意味で人が中心の駅前広場に、ハード

面も含めて変わっていくということは、30年、40年、50年先を見越していけば可能だと私は思います。 

 そこで、予算特別委員会資料№30で、各年度の事業費と実際の負担がどれぐらいになるのか。それ

から、起債で事業をしていくことになるので、起債の償還も含めてどれぐらいになるのかということ

を毎年原局につくっていただいています。駅周辺まちづくり基本計画は10年前にできたものなんです

けれども、これが絵に描いた餅にしないために、何をどれぐらいのコストをかけてやるのか明確にせ

よと、当時、公明党の斉藤議員と私がかなり詰めていって、基本計画の中にも事業費が入りましたし、

資料としてもつくっていただきました。 

 基本計画の設計段階での見通しと資料№30と、実際に進めていく中ではかなり変わってきています。

基本計画では、2020年までに全て実施して、大体136億から153億の事業費を想定していました。資料

№30で、現時点ですけれども、南口公共施設など、不透明な部分もありますけれども、完了が大体５

年ほどずれ込んで、総事業費が139億円、市の負担が2045年ごろまで続いて77億円という大ざっぱな

試算をしています。これ、市の実施計画の中の財政計画や中期財政の見通しには、大体まず反映され

ているのかどうか。それとも乖離があるのか。 

○【黒澤政策経営課長】 前半の４年分、実施計画分については反映されております。以降、中期収

支で見ている後期の４年分につきましては、初日に申し上げたとおり、枠で予算は確保しておりまし

て、その枠内でこの事業を遂行していくといったことでございます。 

○【重松朋宏委員】 時間がないので、次の10分でさせていただきます。 

○【青木淳子委員】 それでは、何点か質疑いたします。285ページ、合理的配慮支援員報酬、先ほ

ど他の委員も質疑ありましたが、８人で1,965万9,000円、各小学校１名配置されるとのことですが、

この支援員の方は専門的な知識のある方と考えてよろしいでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 資格要件といたしましては、教員免許ということになりまして、特別支援

の関係については、採用後、研修等を通して高めていくということになります。 

○【青木淳子委員】 わかりました。この８人の方、１人、１週間、どのくらいの時間を設定されて

いるんでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 １日６時間勤務になりますので、30時間という形になります。 

○【青木淳子委員】 わかりました。さきの委員の答弁で、対象は軽度のしょうがいをお持ちのお子

さんへの対応という説明がありました。スマイリースタッフの方との違いといいますか、役割分担、

どのように考えているのか。また、それによってインクルーシブ教育の充実、どのように進むのか、
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お尋ねいたします。 

○【荒西指導担当課長】 今、稼働しているスマイリースタッフにつきましては、主に通常の学級に

おける知的しょうがいのない発達しょうがいのあるお子さんを対象としております。今回、合理的配

慮支援員については、今、就学支援委員会の判断とかで特別支援学級のほうがよろしいんじゃないか

と判断させていただいたんだけれども、やはり通常の学級に在籍したいという方も在籍しております。

その方の場合は、知的しょうがいがあるのでスマイリースタッフの対象にはならないという形になっ

ています。ですので、現状としては、そういったお子さんに対しては担任の支援のみという形になっ

てしまっておりますので、ここの部分がこれまで課題になってきたということでございます。 

 合理的配慮支援員については、これら知的のしょうがいのある子も含めて、何らかしらのしょうが

いがあるお子さんが通常の学級でも学べるように支援するという立場になるということでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。全ての小学校に特別支援教室が設置されて、多くの時間を普通

級でともに学ぶことになり、スマイリースタッフが21名おります。１週間に８時間だったのが半分の

状態になっていて、増員を要望していましたが、また違った角度で合理的配慮支援員の方は増員する

ということがわかりました。通常級の担任の指導力といいますか、支援の力がさらに大変になってく

るなと考えていましたけれども、合理的配慮支援員の方が入ることで、皆さんそういう方々と力を合

わせて合理的配慮が進むなということを感じました。大事な支援が厚くなったと考えますので、これ

は大変高く評価するものであります。 

 平成31年度から市内全中学校に特別支援教室が導入されまして、日中には特別支援学級、情緒固定

級が新規に開設されるということになっています。小学校では既に第二小学校に固定学級があり、小

中学校ともにこれで設置されることになりますが、これによりどういった点が充実すると考えていま

すでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 まず、中学校の情緒固定級なんですけれども、こちらは、平成31年度は準

備をさせていただいて（「間違えた。済みません」と呼ぶ者あり）、開級は32年度からという形にな

ります。これまで情緒の固定級が小学校にあったわけなんですけれども、そちらが卒業した後、中学

校では通常の学級で頑張らなければならないというところもありましたので、そういったニーズとし

ては、中学校にもということはこれまでもございましたので、平成32年度からしっかりと体制は整え

ていく形になります。 

 また、加えて、特別支援教室については、小中全面実施という形になりますので、通常の学級で学

びたいというお子さんについての支援等については、これまで以上に充実させていきたいと考えてご

ざいます。 
○【青木淳子委員】 わかりました。インクルーシブ教育推進、本当に進んでいるということを実感

させていただきました。 

 記者会見の当初予算の概要、７ページのところにインクルーシブ教育推進事業とありまして、小さ

い文字でありますが、「しょうがいのある児童・生徒に対して、教員・合理的配慮支援員等の確保や、

施設・設備の整備、個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等

についての配慮」とあります。後半の部分、「個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟

な教育課程の編成や教材等」これは具体的にどういうことでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 こちらについては、合理的配慮の一般的な説明も含めてということでござ

います。柔軟な教育課程の編成というのは、特別支援学級で行われいることでございますので、それ
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ら個別の状況に合わせて柔軟に教育課程を編成したり、それから、その子供に合った教材等の準備を

行っていくということでございます。それが合理的配慮の説明としてここに記載させていただいてお

ります。 
○【青木淳子委員】 わかりました。一人一人の子供たちの特性に沿った、柔軟で丁寧な指導が今後

されていくことを強く望むものであります。 

 では、もう一点、287ページ、18番、備品購入費、発達検査用備品、20万3,000円、これはどういっ

たものか、教えていただけますか。また、それによってどういった点が充実するのかもあわせてお願

いいたします。 

○【荒西指導担当課長】 こちらのほう、発達検査のほうを購入させていただく予定でございます。

１つは、田中ビネー式の知能検査、それからもう１つは、ＤＮ－ＣＡＳという発達検査でございます。

田中ビネーのほうは、知的な発達のアセスメントができる発達検査でございますので、現在も就学支

援委員会の判断等で使わせていただいております。それから、ＤＮ－ＣＡＳについては、これは発達

の偏りですとか、認知の度合いなどがわかるものでございまして、主にＬＤ、学習しょうがいとか、

注意欠陥多動性しょうがい、それから高機能の自閉症などのアセスメントが可能になるということで、

より細かく御本人の特性等を理解して、指導や支援に結びつけるために有効活用できるものと考えて

ございます。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。私も調べましたが、個人の内差、得意不得意、それぞ

れのお子さんの脳機能しょうがいのでこぼこがわかるというふうにありました。一人一人に合った支

援がされていて、さらに一人一人の学びが深まって進んでいくと感じます。 

 ある教員の方、国立市の小学校ではない学校の特別支援教室の担任の先生の方とお話をする機会が

ありました。高次脳機能しょうがいの子供をどう指導したらいいのか悩んでいるというお話でありま

した。そういう支援教室の担任をされている先生も、やはり悩みながらされているということをお聞

きして、いろんなことを整えていくとともに、そこで教員としてやっている先生方も研修をいろいろ

重ねていると聞いていますけれども、さらにここも進めていただきたいと感じましたので、よろしく

お願いいたします。 

 では、次が273ページ、減災対策推進事業についてお尋ねいたします。記者会見資料18ページを使

わせていただきます。ここでは防災教育の推進、家具転倒防止器具の設備の促進、家庭用消火器の普

及促進、新たに拡充されるとありますけれども、それぞれどういった内容か、助成金の内容はどんな

ものかを教えていただけますか。 

○【古沢防災安全課長】 こちらの事業でございますけれども、昨年取りまとめました国立市減災対

策推進アクションプラン、こちらに基づきまして、平成31年度より実施させていただく事業になりま

す。まず、一番 初の防災教育推進事業につきましては、まだ現在、詳細については余り詰めていな

いところではありますが、これまでは防災安全課におきまして、例えばわくわく塾等で市民の皆様の

ところに出ていきまして、防災のお話等をさせていただいていたわけでございますけれども、もう少

し、若年層と申しますか、小学生でございますとか、中学校、高校、こういったところの若年層の防

災意識を底上げしていくといったことをイメージしてございまして、平成31年度から取り組んでいき

たいと考えてございます。 

 次に、家具転倒防止器具設置促進事業でございますけれども、こちらにつきましては、これまで高

齢者支援課におきまして、高齢者家具転倒防止器具等支給等事業というのを実施してございましたが、
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こちらを検証いたしまして、より設置率を高めるために防災安全課のほうでこちらの事業を推進して

いきたいと考えてございます。 

 市民意識調査におきましては、転倒防止器具を設置していただいている人の割合というのが37.5％

などという数字が出てございます。ですので、こちらの数字をもう少し上げていきたいと考えてござ

います。中身といたしましては、31年度予算案の中では、無償配付を400個、無償の取りつけにつき

まして100件分の予算を計上させていただいております。 

 あと、 後ですが、家庭用消火器配備促進事業でございますけれども、東京都の被害想定におきま

しては、消失率が国立市は大変高いということがございます。初期消火という観点から家庭用消火器

の配備の促進を進めていきたいといった観点から、購入費の２分の１を助成していくといったことで

現在考えております。なお、家庭用消火器につきましては、アクションプランの中で重点地域を指定

させていただいておりますので、まずはこちらの地域を重点的に取り組んでいくといった内容です。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございました。さまざま、減災対策を具体的に進めているというこ

とがよくわかりました。無償で配付するとありますけれども、設置要件、アクションプランの地域と

合わせて、何か設置要件はありますか。 

○【古沢防災安全課長】 まず、家具転倒防止のほうにつきましては、無料の配付につきましては、

これは今の予算の編成段階で考えているものでございまして、今後また若干詰めていく中で変更等が

あるかもしれませんけれども、無償配付につきましては住民税が非課税の世帯について無償配付をし

ていきたい。無料の取りつけにつきましては、満75歳以上の者のみで構成されている世帯でございま

すとか、２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方、または東京都知事が定める２度以上の愛の手帳、

または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていらっしゃる方であるとか、いわゆる取りつけるのが

なかなか難しい方を対象に無料の取りつけの事業を進めていきたいと考えてございます。 

 また、消化器につきましては、先ほど申し上げましたとおり、アクションプランの中で重点地域を

定めてございまして、まずは定めている地域におきまして、取りつけを推進していきたいと考えてご

ざいます。 
○【小口俊明委員】 予算書335ページ、先ほど青木健委員が質疑をされていらっしゃいました中学

校教育環境整備事業費、屋内運動場空調設備整備工事であります。今回、平成31年度の予算のところ

で第一中学校、第二中学校にエアコンということであります。先ほど青木健委員もおっしゃっていた

ように、もうこの際、一度に全てというところがあれば非常にいいわけでありますけれども、ここま

で予算をつけることができたということでは、非常にありがたいと思うわけであります。 

 思い返しますと、昨年、平成30年度第４回定例会でこの関連の質問があったときに、当局のほうか

らは、東京都の考え方として、国の環境改善交付金、これが前提であるというお話がありまして、そ

の当時、国立市はこれがないということで非常に難しさがあるという答弁がありました。 

 その後、私の聞いているところでは、都議会公明党が東京都にさまざま、もうちょっと使い勝手を

よくというところで申し入れをするような流れの中で、今回、東京都も改善をしてきた。そのことに

よって、国立市もこのような予算が可能となってきたのではないかとも思っているところであります。

このような経過で、今回、平成31年度、体育館へのエアコン設置の予算の計上ができているという理

解を私はしているところでありますけれども、そういうことでよろしいでしょうか、確認です。 

○【永見市長】 実は、４定でお答えした、12月まではそういう情勢で認識をしておりました。１月

に入りまして、ある会合で、知事がお見えになる会合の中で、今、小口委員がおっしゃられたような
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経過を御説明の上で、つけるような形で東京都の予算を編成しますという御説明がありました。ただ

し、これは詳細はわかりませんけれども、国の予算がつかない場合は、その分を東京都が肩がわりを

して予算配慮して市町村が設置することの支援をしてまいりますという御説明を、小池知事が直接お

話をされました。私も教育長もそのときは出ておりましたので、そのことを承りまして、その上で、

今度、事務方のほうで、情報収集する中で予算編成に臨んだという経過でございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。予算の枠組みのスキームというのが、そういう詳細なところも

あったということで、結果として国立市も、今回、第一中学校、第二中学校の体育館エアコン設置が

できるということでは非常によろしい流れができたかと思います。平成31年度が一中、二中というこ

とでありますけれども、32年度以降、どのような予定でいらっしゃるのかを伺いたいと思います。 

○【内山建築営繕課長】 東京都の補助が平成33年、2021年まででございますので、３カ年計画で小

中学校の整備を行っていくように考えております。中学校につきましては、先ほど31年度につきまし

ては２校ということでお話しさせていただきましたが、32年度につきましては、小学校３校、中学校

１校の４校、それから33年度につきましては、小学校３校を考えております。 

○【小口俊明委員】 具体的に何小ということでの表明はできるんでしょうか。 

○【内山建築営繕課長】 大変失礼いたしました。32年度につきましては、第三小学校、第六小学校、

第七小学校、それから第三中学校を考えております。それから、平成33年度につきましては、第一小

学校、第四小学校、第八小学校の３校でございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。今回、そういったさまざまな変化の中で、機敏に対応していた

だけたということでは、今回の予算、評価をしてまいりたいと思います。 

 それでは次、別のテーマでお聞きいたしますけれども、予算書の259ページ、旧国立駅舎再築事業

のところであります。先ほど来、何人かの委員さんがこの件で質疑されていました。この事業の進捗

ということで伺ってまいりますけれども、先ほど平成31年度中に再築が終わるという情報もいただき

ました。そうすると、今ある、工事中で囲われている白いフェンス、白い壁、あれが 終的に外れて、

駅前の姿が、旧国立駅舎が再築されて、またさらに 終的な形態に近づいていく。具体的に言うと、

今、駅利用者、また歩行者、あるいはバス利用者、あるいはタクシー利用者の皆さんに非常に御不便

をおかけしているあの状況が、少しでも改善されると思うわけであります。そうしたときに、あのフ

ェンスが外れて、今、駅前で見ていますと、駅の西側の横断歩道、信号のところの手前、多摩障害者

スポーツセンターのバス停がありまして、バスが来るのをお待ちになっている車椅子の方が歩道上で

待っていらっしゃるんです。バスが来る直前になると、ぐるっと大回りして、信号のほう、横断歩道

のところまで出ていって、そこから左に折れて、車道を歩道伝いに行かれてバスの昇降機のところま

で行かれる。非常に御不便を強いられていらっしゃる。これがロータリー全体の駅前の再整備とは別

にしても、フェンスが取れた段階で、あそこのバリアフリーを市として取り組んでもらいたい、この

ようにも思うわけであります。 

 そしてまた、一方、東側、交番側を見ると、タクシー乗り場があります。高齢者の方にはあの歩道

と車道の段差、非常につらいものがあります。ここもバリアフリーということで、フェンスが取れた

段階で、31年度中、何らかの手が打てないのかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 31年度に旧駅舎が完成した後の形ということかと思います。旧駅舎の仮囲

い、今の白い囲いが取れますと、その前は南口ロータリーにすぐなってしまいますけれども、そこに

暫定で歩道をつくる計画となっております。先ほど委員さんおっしゃられましたとおり、 終的な形
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は平成35年、2023年度の開始になりますので、それまでの間、暫定の歩道をつけて、利用者の皆様の

御不便ないような形にさせていただきたく考えているところでございます。以上です。 

○【小口俊明委員】 ありがとうございます。そのような対応ということで、暫定ということではあ

りますけれども、その暫定の形というのは、いわゆる車椅子においてもバリアフリーということで配

慮された暫定であると、そのように理解してよろしいでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 はい。完全なバリアフリーの形にするには構造的な問題もあるところがご

ざいますけれども、スポーツセンターのスロープ等につきましては、これからの協議になっておりま

すので、そちらのほうを含めて検討して、よりよいものをつくっていきたいと思っております。 

○【小口俊明委員】 ぜひ、今、現に非常に御不便をおかけしておりますから、これはしっかりと現

状も把握しながら進めていっていただきたいと思います。 

 それでは、また別のところで伺いますけれども、予算書の353ページから伺います。オリンピッ

ク・パラリンピック関連事業ということでありました。いわゆるスポーツ振興ということになるかと

思いますけれども、実施計画のほうに目を移して、関連で、37ページを見ると、スポーツの振興とい

うことであります。この中に、地域スポーツクラブ設立支援事業という項目が載っています。平成31

年度、32年度のそれぞれを見てみますと、平成32年度、2020年度のほうには、この内容のところに地

域スポーツクラブ設立支援と書いてありますけれども、今回の平成31年度の中にはその記述がないわ

けであります。これは、本年も一般質問でもいたしましたけれども、唯一26市の中では国立市が残っ

てしまった、設立できていないという状況の中で、平成31年度は何も取り組まないんでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 平成31年度につきましては、費用としては、予算としては計上はしており

ませんが、さきの一般質問でも御答弁させていただいている部分がございますけれども、地域スポー

ツクラブの設立準備会というものを組織していきまして、平成32年度の地域スポーツクラブの設立に

向けて事業を進めていくと考えております。なので、予算計上だけはしておりません。 

○【小口俊明委員】 予算計上だけしていないということでありますけれども、今、課長が答弁なさ

ったようなことをここに記述しておいてもよろしいんじゃないですか。記述は、予算がつこうがつく

まいが、現に原局として取り組もうとしているものをここに書くものではないんですか。なぜ書かな

かったのか。 

○【伊形生涯学習課長】 申しわけございませんでした。確かに、予算がつこうがつくまいが、確か

に書く必要性はあるとは思っておりますので、今後、そういった点には気をつけていきたいと思いま

す。申しわけございませんでした。 

○【小口俊明委員】 ということは、本来書くべきであったけれども、記述が漏れた、あるいは忘れ

たということなんでしょうか。そうすると、しっかりと、これは資料の不備ともとられかねないこと

ですから、今後ぜひ気をつけてもらいたい、このように思うわけであります。 

○【中川喜美代委員】 質疑、12ぐらい用意していたんですが、時間がないので、これは用意してい

ない質疑で、他の会派の資料要求で、使われなかったのでちょっと使わせてもらいますけれども、資

料№８、小中学校校長会からの要望書。そもそも、これは見ていただければ、平成30年度とあるんだ

けれども、これはまず平成31年度ではないんでしょうかということ、要望書の標題。 

 それと、中身なんですけれども、これの８項目の中のその他の５番目、「小学校のミニバスケット

ボール大会の賞状、トロフィーに付けるリボン代金の予算化」こういう予算化の要望、文教都市くに

たちで、今大きなお金のかかる、いろんなさまざまな事業の話が飛び交っている中で、これ、賞状と
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リボンですよね。トロフィーは違いますよね。30年度、昨年度の予算の資料を見ましたら、同じ項目

が載っているんです。小学校のミニバスケットボール大会の賞状、トロフィーにつけるリボン代金の

予算化。校長会からこのような要望書が出されるということは、私はとても信じられないんですけれ

ども、これはそんなに何百万も何千万もかかるんですか。これは何なんですか。 

○【三浦教育指導支援課長】 こちらのほうですけれども、昨年度から予算の中で支出しておりまし

て、校長会の要望は29年度から要望には応える形でできております。ただ、今年度も校長会から出て

きた要望に同様の内容が記載されたということでございます。 

○【中川喜美代委員】 ということは、先ほど小口委員が言ったように、資料の不備ですか。でも、

これは30年度の予算要望にも書いてあるんですよ。ことしはまたそれが書いてあって、実施している

けれども、実現しているけれども、書いてある。そもそもこれは30年度と書いてありますね。これは

31年度の間違いですよね、違いますか。どうですか、校長会から出しているもの。 

○【三浦教育指導支援課長】 こちら、御指摘いただいているところ、そのとおりの部分もあろうか

と思いますが、あくまで校長会から出されているものでございますので、校長会からいただく際に確

認をしっかりして指摘をすればよかったのかと考えております。 

○【宮崎教育次長】 標題１枚目の部分は、校長会として30年度に出してきた要望書という意味で、

平成30年度と記載されております。提出された年度でございます。予算の中身としては、31年度にお

いてということなんですが、既に要望に対して対応しているものが残ってしまっている状況につきま

して、私どもはこれについてはもう終わっています、きちんと対応していますと回答を差し上げてい

るんですが、今回も同じ中身で出てきてしまった。ただし、事前に私たちは要望書自体を審査したり

ということをしておりませんので、いただいた要望書に対してまたお話を差し上げたところでござい

ます。 

○【中川喜美代委員】 でも、そうしますと、今のことだと、平成30年度の予算の資料でも平成30年

度と書いてあるんです。これ、後で見てください。平成30年度と書いてあるんです。だから、私は今

回のこの資料は、31年度じゃないんですかと。だから、何が言いたいかといいますと……、いいです

よ、どうぞ。 

○【宮崎教育次長】 失礼しました。昨年度いただいたものが今手元になかったので。そうしますと、

やはりどちらかが間違っているということだと思いますので、確認して訂正いたします。 

○【中川喜美代委員】 校長会からの要望書だからとか言われますけれども、市立の小中学校の校長

会ですよ、校長会からの、会長からの要望書なわけですから、こんなに実現したものが２年連続で、

しかも本当に多分、わずかな金額の予算じゃないかと私は思うんです。４番目の備品購入額と書いて

あるけれども、ここに何でこれが入っていないのか。今回の299ページを見ても、備品購入費が237万

4,000円と予算計上されているので、もしそこに加えられるならそれでいいんだけれども、なぜこう

いうことが、小さいことがわざわざ校長会から出されるのか。しかも、それが解決しているのに、２

年も連続でやっていると。私はやはり校長会、そして教育委員会、きちんとこういうことはやっても

らいたい。なぜなら、こういうことが出てくるというのは、とても恥ずかしいことだと私は思うんで

す。 

○【宮崎教育次長】 ２年連続で終わったものが残っていたことについては、おっしゃるとおりです

ので、しっかり対応させていただきます。これは、特出しでここにかつて出てきた経過でございます

けれども、もともとは学校単位の個別の事業、学校が主体として行っていたものを継続的に全校で行
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っていますので、ぜひ教育委員会として、全体学校行事として認知してほしいということも含めて、

当時、こういったものが出てきて対応したということでございました。以上でございます。 

○【中川喜美代委員】 ほかの質疑が全然できなくなったんですけれども、ともかく教育委員会と学

校現場、今、以前と違ってとてもよくなってきているという認識ですので、しっかり進めていただき

たいと思います。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午後２時３分休憩 

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

午後２時１９分再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、お願いいたします。 

 旧国立駅の再築に関して、さまざまな方たちから御意見が出ていました。大変、これは市民の期待

が大きいです。ただ、一方で、やっぱり国立駅を今さら再築してどうするのという声が出ているのも

確かです。それはわかります。だからこそ、これは御理解いただかなくちゃいけないと思っているん

ですけれども、たしか、これは機運醸成のための予算というのが出ていると思うんですけど、まず、

これは何ページにありますか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 機運醸成につきましては、庁内のまちの振興課ですとか生涯学習課、

あと市長室ですとか、横断的な形で事業を行っていく形になりまして、国立駅周辺整備課分につきま

しては、261ページの国立駅周辺整備事業費の中に入れているところとなります。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 としますと、講師謝礼と、あと印刷製本費、この辺でしょうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 失礼いたしました。予算科目でいいますと、こちらの講師謝礼等と、

カウントダウンボード等もつくりますので消耗品費と、印刷製本費のほうに駅舎の小冊子等を印刷す

るものを載せているところとなります。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 そうしますと、国立駅周辺整備課のほうではどのような、例えば何かイベン

トというか、講演みたいなものを考えているということですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 この講師謝礼につきましては、国立市の特徴の１つ、旧国立駅舎を

中心とするまちとなりますので、旧国立駅舎を中心にまちを歩いていただくとか、そういうようなこ

とを考えるようなシンポジウムを考えているところとなります。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。恐らくそちらでもって考えると、真面目なイベントというか、

そういう感じになるのかなと思っていて、私はむしろ、これはまちの振興課でもってやるべきだと思

うんです。イベントだらけで大変なんですけど、これはシティープロモーションですから。何回もあ

ることじゃなくて、本当に一生に一度、大チャンスだと思ってやっていただきたいと思うんです。な

ので、これはぜひ、まちの振興課のほうでやっていただきたいと思うんです。まちの振興課は何を考

えていますか。 

○【橋本生活環境部長】 まちの振興課は、きのうの商工費のほうにその予算というのは入っており

ます。これは駅周辺、または教育委員会と連携しながら、いろんなことを対応、今、頭を練っている

ところでございますので、やっていきたいと思っております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。実は、当然なんですけれども、商業者さんたちもと
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っても駅舎の再築には期待していまして、今まで、駅でもって何が起こるのか、ＪＲさん、何が建て

るのかということで、がたがたとちょっとしたところはあるんですけども、駅舎に関しては本当に皆

さん、期待をしています。何かやるんだったら、自分たちも協力してやりたいということをおっしゃ

ってくれているので、ぜひ協力しながら、ちゃんと、市のほうで勝手にこういうことをやりますでは

なくて、何をやれば効果的なのかということをぜひ考えながら、一緒にやっていっていただきたいと

思います。 

 そうしましたら、同じ261ページです。富士見台地域のまちづくり事業費です。こちらについても、

他の委員さんからも質疑があったんですけれども、これは資料№51の実施計画を見ますと、2019年度

に重点まちづくり構想案を作成。2020年度に重点まちづくり構想を策定。2021年度に重点まちづくり

計画の策定に着手。2022年度に重点まちづくり計画の検討を進めると、こういうのばっかり書いてあ

ると、市民としては、一体、いつ、何ができ上がるんだろうという、これが全然実は見えてこないん

です。当然、すごく大きな話なので、こういう書き方しかできないのかもしれないんですけれども、

ただ、やっぱり市民の方にもっとリアルな夢を見させてほしいという思いはあるので、そこのところ

はどういうふうにお考えですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 お答えいたします。確かに、進捗がなかなか見えづら

いということにつきましては、重く受けとめてございます。まずは、これからのビジョンで方向性を

定めて、この後、構想づくり、計画をつくっていくということになるんですが、より住民の方、今お

住まいの方との合意形成にやはり時間がかかってしまうところがありますので、ここは丁寧に進めさ

せていただきたいと思います。 

 それと同時に、今、わくわく感というか、未来の夢を描いていくような、そうしたところについて

は、特に子供たち、これからの将来、まちを担っていく子供たちの意見をどう取り入れていけるかと

いうところになりますので、ここは構想づくりの中で、そうした方策を練ってまいりたいと考えてご

ざいます。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 富士見台まちづくりビジョンの作成の会議とかシンポジウムには私も参加さ

せていただいていて、やはり皆さんから出てくるのは、今の富士見台の話がとっても多いわけです。

今、富士見台はこうだし、だから、富士見台はこうなってほしいという、とっても身近なところ。や

っぱり自分たちが住んでいる今を例えば変えてほしいとか、よくしてほしいということがたくさん出

ているんです。ただ、今やろうとしているそのスーパーか、ハイパーかの、シビックセンターの構想

というのはもっとずっと先の話です。これについてはやはり（発言する者あり）うん、そうです。で

も、とってもいい構想だと思います。私は夢があること大好きなので、そういう構想があるというの

は本当にいいと思います。 

 今、課長がおっしゃっていたように、子供たちがそこに向かって夢をリアルに描けるというのはす

ごく大事だと思うんです。なので、例えばなんですけれども、小学校の授業のいわゆる社会科の教育

なんかの中で、まちのことを知るとか、ハイパー、スーパーシビックセンター構想について、みんな

で絵を描いてコンテストやってみるとか、そういうことというのは何かできないんでしょうか。これ

は聞くところが違うかな。教育委員会かしら。 

○【荒西指導担当課長】 今、学校の授業の中でというようなお話でしたけれども、社会科のまちに

ついて学ぶのは３年生というようなところで、まずは、身の回りのことを、様子を知るというような

ところ、気づきから、さまざまなところでみんなは支えられているんだというようなところを知ると
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いうような段階でございますので、発達段階的にそういったことを授業で、社会科でやるというのは

難しゅうかなと思います。ただ、総合的な学習の時間とかそういったところでは、可能性としてはな

くはないところではあるんですが、そこのところは学校の判断の中で、実施されるものというふうに

考えてございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。私は、自分の子供時代を振り返って、実は社会科の

中でそういうことがあったんです。私は調布でしたので、未来の、今の、調布を描いてみようみたい

なのがあって、何十年かたったら、実際に本当にこうなったなということがあったりするんです。こ

のシビックセンターの話というのは、多分、10年後、20年後、つまり今の子供たちが大人になって、

リアルに味わう世界なんです。これを今の子供のうちから考えたり、加わっていくって、すごく大事

なことだと思うので、ぜひトライはしてみてください。 

 それじゃあ、 後にもう１つ、349ページですか、くにたち文化・スポーツ振興財団になるのか、

アートビエンナーレのことです。アートビエンナーレのことについては、議員が議会で質問をしたり

とか、この予算の場でもそうなんですけど、直接伺うことがなかなか難しいというふうに言われてい

るんですけれども、ただ、市民にとっては財団の仕事も市でやっている仕事も、実はそんなに、よく

区別がついていない。私自身も自分が市議になるまでは、これは区別がついていませんでした。なの

で、本当にこれがいいことなのか、悪いことなのか、悪いことというか、意見を言う場として、私た

ちはやっぱり市民の代表として、ここで言わせていただきたいというふうに思います。 

 芸小ホールが集めたアンケートが実はここにあるんですが、これは芸小ホールで集めたので、もう

当然ごらんになっていると思うんですけれども、野外彫刻の公共スペースの設置についていいと思い

ますか、悪いと思いますか、どう思いますかというアンケートです。この赤い部分、82.9％が「よく

ないと思う」と書いてある。「よくないと思う」と書いているんです。つまり、あんまり評価されて

ないというのがとてもよくわかります。で、そのほかに、この下に御意見をいただいているんですけ

ど、実は緑色で書いたところが、彫刻は余りよくないということが書かれているんです。これは芸小

ホールで集めているということは、財団の方は当然わかっていると思うんです。このアンケートを見

て、どのように思われますか。これは教育委員会でしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 今のそのアンケートでございますが、委員がおっしゃられたとおり、80％

以上の方が余りよくないという御意見をいただいています。また、内容につきましても、さまざま、

設置場所ですとか形ですとか、そういった費用の面で、さまざまな多岐にわたっておるということは

確認しております。そういった中で、財団のほうにも、そういったところにつきましては重く受けと

めた上で、きちんと今後のビエンナーレにつきまして検討していってほしいという形で、協議をして

いきたいと思っております。 

○【石井めぐみ委員】 今、恐らく教育委員会のほうから、やるとかやめるというのは言えないと思

うので、これは、済みません、財団の理事である副市長にお伺いしたいと思うんですが、このアンケ

ートは野外彫刻のことについてのアンケートであるのに、実はここに書いてあった内容で一番多いの

は、プレー・ミーをやってくださいという話だったんです。これも私はびっくりしたんですけども、

これも踏まえて、どのようにお考えになるか御意見をください。 

○【竹内副市長】 ２回、ビエンナーレをやってきたということです。今年度は、その２回のビエン

ナーレのレビューをやってきました。アンケートが１つ。それから、直接、市民の方に参加していた

だいて、クロストーク、クロスチャットというのをやって、これは３回、４回やっていると思うんで
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すが、その御意見もいただいて、それはオアシスという広報で、御紹介したところなんです。それか

ら、もう１つ、専門家を数名招聘しまして、これは国内外のアートに非常に詳しい、アート展に詳し

い人、それから、コミュニティーデザインにかかわっている人、国立市の。それから、市内在住の建

築家、アーティストに参加してもらいまして、理事長と、それから館長、事務局長で、５回ほどミー

ティングをしています。 

 結論から言うと、細かい話はここでは省略しますけれども、キーワードがソーシャリーです。ソー

シャリー・エンゲージド・アートというのがあるんですが、つまり、社会的に結びついたアートとい

うジャンルがあるんですが、これは検索してもらえれば出てくると思うので、後で検索してほしいん

ですが、１つはソーシャリーです。その中で特に市民が主体となって、どうやってそのアート展をや

っていくかということが肝になっていまして、今、検討しているのが、市民主体のビエンナーレとい

うのはどういう形があるかというのを検討しています。それで、プレー・ミーに戻るんですが、プレ

ー・ミーの経験は非常にいい経験をしたということになっています。ソーシャリー・エンゲージドの

まさにアートなんですけれども、そういったコンセプトを生かしたビエンナーレを目指すべく、今、

検討中というところでございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございました。私も期待しています。 

○【藤江竜三委員】 予算特別委員会資料の№18に基づいて、質疑をしたいと思います。これで我が

会派が要求した資料はちゃんと、僕は全部使ったということで、ちゃんと要求したものは全部使って

いけたかなというふうに思います。こっちですね。それで、これを見ると、大体６時台から７時台、

８時台、自転車一時利用の利用者が多いというふうになっているんですけども、これを見ると、

nonowa口が開いている時間をＪＲさんのほうで見ると７時からで、第一自転車駐車場を利用されてる

方が６時台にかなりいらっしゃるんですけども、かなり遠回りして入んなきゃいけないというふうな

のが、これを見ると結構浮き彫りになると思うんです。以前も質疑をさせていただいたんですけども、

このnonowa口はもう少し早く開けられないのかということを、そろそろ、駅周辺事業がだんだん終盤

になってきたところで、ＪＲさんに改めて要望していくとか、そういったことは31年度できないのか

とかいうところを伺いたいんですけども。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 以前にも、委員から御質疑等、御意見等をいただいているところと

なります。その際にも、ＪＲさんにお話をさせていただいたところはあるんですけれども、やはりお

店の管理等があるので、難しいというような御回答をいただいているところとなります。今、お話い

ただいていることもありますので、ここでの議論も含めまして、また改めてお話をしていけたらとい

うふうに思います。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ＪＲさんはたしか社是で、お客様を１分１秒でも早く運ぶみたいな理念が盛り

込まれているんです。だったら、ドアを開けるだけで、乗客になる方が１分早く目的地に着けるとい

うふうになるならば、僕はぜひ開けてほしいなと思いますので、ぜひそういったところも、相手方を

よく調べて、国立市から要望をしっかり届けていってほしいと思います。 

 それと、次にいきたいと思うんですけども、資料№46で、予算要求があったけども、当初予算の計

上を見送った主な事業としていろいろあるんですけども、確かにこの中を見てみると、予算計上を見

送って、ごもっともだなというふうに思うものが、特にいろいろあります。ほかのところになるんで

すけど、オンブズマン事務局のＳＮＳを活用した相談体制構築事業という、多分、ラインを使ってと

かだと思うんですけど、なかなか、僕は一自治体でやるのは難しいなと思うので、やるなら東京都さ
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んとか広域で、こういった相談事業はやってもいいんじゃないのかなと思うと、見送られてよかった

のかなというふうに思います。そして、ほかのところですと、一番本命のところなんですけど、これ

は見送ってよかったなというふうに思うというところなんですけど、15番の環境政策課の谷保第四公

園噴水岩改修事業なんです。第四公園の岩といえば、噴水公園と呼ばれるかゴリラ公園と呼ばれるか、

かなりシンボリックな存在だと思うんです。そういったものを、これは改修と書いてあるんですけど

も、もしかしたら除去してしまうつもりだったのかなと思うと、結構、僕は、これは見送ったという

より、完全にやめるべきだろうというふうに思うんですけども、これはどういったことを考えていた

のかというふうに伺いたいと思います。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。今、お話がありましたとおり、第四公園の噴水プール

の中心部分に、大きな岩を積み重ねた山となっているようなところがあるんですが、そこが実は老朽

化も進んでいまして、そういったところの理由により、撤去をして、安全を確保していくということ

も思ったのですが、再度、現地を行く中で、このものについては、将来、引き続き検討していくこと

が妥当であろうということで、今回はそういう対応をさせていただいたというところでございます。 

○【藤江竜三委員】 以前から、公園の遊具に関してのことをいろいろ、よく言うんですけど、安全

ばっかり求めていったら、本当に公園が真っ平らな、芝生しか残らないだろうみたいなふうにも僕は

思います。やはりおもしろい遊具であったり、噴水は登っちゃいけないとは書いてあるんですけども、

現実の運用がどうなっているかわからないんですけども、やはりあの噴水は周りをよちよちしている

だけでもおもしろいですし、噴水が出ていると心も癒やされるところもありますし、夜中とかですと、

あそこの辺でカップルが楽しく遊んでいたりと、そういったこともあったり、非常に僕はあれは、第

四公園の噴水大好きなので、ぜひとも、なくしてしまうというのはぜひともやめていただきたいと思

います。僕もなくしてしまうとなると、珍しく反対運動を起こして「岩、破壊するの反対」とかやっ

てしまうぐらいの熱い思いを持っていますので、ぜひとも残していってほしいなというふうに思いま

す。 

 それと、予算書の259ページ、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金なんですけども、毎年、

2,000万円ぐらい予算としてはあって、ことしもできませんでしたというふうになってしまっている

んです。今回、予算計上をするに当たって、何かこう、ことしこそはやるんだという意気込みなどあ

れば、聞かせていただきたいと思うんですけども。 

○【佐伯都市計画課長】 特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、それから改修ということで、毎

年、同じような予算を計上しているわけです。毎年、今、対象となる物件が３件あるんですけれども、

オーナーの方とかに直接お会いして、ぜひ進めていただけないかということでお話しはさせていただ

いているんですけれども、やはり100％の補助がないと、やはり持ち出しが結構あるということで、

なかなか難しいと、いわゆるもうやらないというぐらいのことをおっしゃっておりまして、なかなか

進んでいないというのが現状でございます。引き続き粘り強くお話のほうはさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

○【藤江竜三委員】 これは本当に主要道路のところだと思いますので、ぜひとも、粘り強くなって

しまうと思うんですけども、職員の方は大変な御苦労があるかと思いますけども、一人一人でも説得

していって、いつかできるというような体制を構築していっていただきたいと思います。私からは以

上です。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、予算書の337ページの給食費についてお聞きしたいと思います。い



－ 178 － 

ろいろと、一種のセーフティーネット的な要素もあるんじゃないかなと思っておりますけども、消費

税増税の対応、私はこれはしなくてもいいだろうと思っています。市の今の給食の収支の現状、ある

いはやりくりしている工夫、この辺を教えてください。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 お答えします。給食費の現状ですけれども、平成29年度の収

納率99.23％でございます。この99.23％に関しましては、この近年中、それほど増減はございません

が、30年度に関しましては、現時点で、12月末現在で出しているところ、前年度比較をしますと、若

干下がっているかなというところでございます。 

 収支に関しましては、差し引き……。 

○【大谷俊樹委員長】 端的に答えられないですか。 

○【宮崎教育次長】 済みません、私のところで細かい数字はないんですが、 近、やはり食材の価

格の高騰ですとか、さまざまな要因の中で、収入よりも、ここ数年は支出が上回ってきていて、かつ

て、若干、少し余裕があった部分、こういったところを活用する中で、例えば消費税５％から８％に

上がったときも、長く私ども、そのままで頑張ってきました。現状も頑張っている 中でございます

が、なかなか厳しい状況が収支上は出てきたなというところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 その辺を詳しく知りたい。予算委員会なので。出ますか。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 失礼いたしました。収支状況でございますが、昨年、29年の

金額、数字的なところでよろしいでしょうか。 

○【大谷俊樹委員長】 数字をすぐ答えてください。先に。数字だけをすぐ。時間とめて。数字だけ

ぱっと答えてもらえませんか。時間ずっと使って、答え１個も出ていないよ。２分も使って。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 はい。29年の、あ、ごめんなさい……。 

○【大谷俊樹委員長】 大丈夫ですか。数字だけぱっとお願いします。いいですか。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 はい。30年12月31日現在ですと、調停額が１億7,600……、

あ、ごめんなさい、いいんですか。（「マイナスあったら、どれぐらいマイナスですよとか、そうい

うわかりやすく」と呼ぶ者あり）ごめんなさい。差し引き残高が636万6,139円でございます。 

○【藤田貴裕委員】 600、それはことしの多分、収支ですよね。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 はい。 

○【藤田貴裕委員】 繰り越しというのは、今、どれぐらい残っていますかね。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 繰越が約890万ほどございます。 

○【藤田貴裕委員】 結構少なくなっているんですね。相当の努力、努力というか、厳しい状況とい

うことは、はい、よくわかりました。そういうふうな状況の中でどういうふうな対応をするのか、私

は一般会計から支援したって、そんなに悪くはないかなというふうに思いますので、そう言っときま

す。 

 それと、どうしようかな、駅周辺の、予算書253ページでしたっけ、その周辺道路がありますね。

これはどういう意味ですか。 

○【町田工事担当課長】 253ページの国立駅周辺道路等整備業務委託料１億3,329万円の内容でござ

いますけれども、こちらの委託料の中では、今般、完成いたしました国立駅北口ロータリーから東に

向かう北１号線の電線地中化に伴います電線共同溝工事の工事費が含まれております。それと、南口

になりますけれども、東第１号線、西第１号線、西第１条線の実施設計が含まれています。 

○【藤田貴裕委員】 東と西が入っているということですね。 
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○【町田工事担当課長】 はい、そうです。東と西です。 

○【藤田貴裕委員】 先ほどの関口委員の質疑の中で、南口周辺整備計画案、ほかの北口とかは案が

とれているんですけど、これはとれていないんですか。南口の駅前の。ここだけは案がついています

けど、今はこのまんまですか。案がついたままかどうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 先ほどの整備計画案は、北口も南口も全部含まれた形での案になり

ますので、どちらも案の状態ということになります。 

○【藤田貴裕委員】 いや、さっき、重松さんのパソコンで見ると、北口とかは案が入っていないん

です。（「完了しちゃっている」と呼ぶ者あり）北口は完了していますね。南口だけは案になってい

るんですが、案のまんまで予算計上していいんですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 先ほどの26年度の市報に出しました整備計画案というのは、そのよ

うな形のものをこれから整備していきますよというようなイメージというか、形になりまして、個別

具体的な形につきましては、交通管理者との協議をして、実際に事業を進めていくという形で、お出

しさせていただいている形になります。現在、その形に基づいて事業を徐々に進めているということ

になります。 

○【藤田貴裕委員】 案のまんま、あんまりそんな、こんな６億円だとか１億数千万円だとかやるの

は、ちょっと、ちょっとというか大分おかしいです。交通管理者と協議をしてからやりますとか、そ

ういう話じゃ、これはならないと思いますから、これはおかしい予算の計上の仕方だなと、そのこと

指摘しておきます。 

 それと、321ページ、二小の建てかえなんですけども、これはどうなんですか、複合化をしてもい

いんじゃないかという委員の発言があったけども、何かそうじゃないような話も聞いていますけど、

どういうふうな校舎の設計になりそうですか。また、ＩＴ化について、これはどういうふうに入って

いくのかを教えてください。 

○【古川教育施設担当課長】 二小の複合化について申し上げます。今、現在、二小のマスタープラ

ンということで、地域、それから学校関係者、それから公募委員、それから行政とのほうでお話を進

めております。その中で、地域も使える施設であったらいいなというようなことの意見は出ておりま

すけども、まだ 終的なマスタープラン案というところの策定までは至っておりませんので、どうい

う形に出てくるかというのは今後の検討次第になるかと思っております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 聞くところによると、近くにまだ使える福祉会館、西福祉館ですね、それがあ

るから、複合化については何か前向きではないような話も聞いて、ああ、そうなのかなあなんて、市

の計画では複合化を新しいものをつくるときにはやると、あるいは複合化をやらないと、補助金とい

うのは額が相当減っちゃうんじゃないですか。その委員に入っている方も、あれ、複合化、やらない

のかなんて、そういう話は聞いていますので、どういうことなのかなと思いました。 

 また、ＩＴ化についてもしっかりとした、多分、光回線だとかそっちの線を引かないと、将来的に

はお金かかるみたいです。多摩市なんかは英語の教育が非常に進んでいて、そういう通信会社があり

ますから、そこと連携して、ネーティブスピーカーの方と実際にパソコンで本当に話しているんです。

初、無線ＬＡＮというんですか、Ｗｉ－Ｆｉというんですか、それでやったらめちゃくちゃ通信料

かかったから、これはやってられないということで、もう本当に線を引き直して、莫大な金がかかっ

たという話を、私、多摩市の教育長から聞いたことがあるんです。国立市はそういう失敗をしちゃい

かんなと思っていますので、もう一回、複合化とＩＴ化について考え方を教えてください。 
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○【古川教育施設担当課長】 失礼いたしました。まず、ＩＴ化のことについてお話し申し上げたい

と思います。先ほど申しましたマスタープランの検討の中で、将来、ＩＴ化にも対応できるような形

で進めてほしいというようなことの意見をいただいております。ただ、具体的には設計ですとかそう

いった段階で、実際の機器、設備等は決まっていくかというふうに考えております。 

 もう１つの複合化に関してですけども、先ほども申し上げましたように、地域との話の中では、マ

スタープランの検討委員会の中では、地域も使える施設が欲しいというような声はいただいておりま

す。一方で、近くに西福祉館、具体的に言うとございますけれども、そちらとの関係もございます。

それについて、今後、地域も含めて話をしていく中で、どうするかということを考えていく必要があ

るかというふうに思っております。以上になります。 

○【藤田貴裕委員】 こういうふうにやりたいという市の姿勢はないんですか。ＩＴ化についてこう

いうふうに研究していますですとか、そういう話はないんですか。せっかくあと36秒ありますから。 

○【三浦教育指導支援課長】 学校の校舎内のＬＡＮの関係で、少しお答えをしようかと思っており

ます。今のＬＡＮ整備については、校舎ができ上がった後に、全部、敷設をしたので、全てのアクセ

スポイントが廊下にあります。この関係で、教室内の電波状況がよくないということがありますので、

建てかえの際には教室の中に無線ＬＡＮのポートを置いて、快適なＬＡＮ環境ができるようにしてい

きたいと思っております。 

○【藤田貴裕委員】 無線ＬＡＮと言いましたけど、さっき、私、有線のほうがいいんじゃないかと

質疑しました。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、御質疑させていただきます。予算書の中で、372ページから予備

費があります。流充用の観点から、予算書ですので細かな積み上げをして、これに基づいて予算を執

行していくという観点から、流用、充用をどういうような視点でされるのかお伺いいたしますが、本

日、土木費からですので、過去の平成29年の流充用を調べさせていただきましたら、土木費全部の中

で６件、消防費の中で２件、教育費の中で10件とありました。総額にいたしまして465万8,000円が予

算書とは違う形で流充用が行われ、予算執行をされたということなんです。この予算書の中の３ペー

ジの中の第５条で、「地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める」と書いてあります。そこには、各項に計上し

た給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項を兼ねる流用はいいですと、予算の、歳出予算の流用については、同一款内で、給料と職員

手当と共済費についてはしてもいいですというふうに規定をしていると思いますが、それ以外の流用

が実際に起きているわけです。人件費のところでは、土木費で６件中１件、教育費で10件中２件が同

一款内での人件費の関係。ほかのものについては、充用も含んでいますけれども、流用がされている

と。 

 私たちはこの予算案を見て、款項目節で執行をするんだなというのを議会として認めるか認めない

かを、あと何時間後に手挙げをするわけです。（「いや、いや、いや、何時間後か」と呼ぶ者あり）

ああ、ごめんなさい、何十分か後に。ですので、まず、法律の解釈のところで、これはどういうふう

に解釈ができるのかをお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 大変申しわけありません、これは解釈が逆です。予算で、この流用は、款、

それから項の間の流用はできないと。ただし、ただし書きでは、項については予算で定めることは可

能ということで、ここで給与については項でもできますと。それ以外の目と節については流用ができ
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るほうの規定でございますので、ですから、どちらかといえば、目、節の流用につきましては、執行

部側の裁量に任されているといった条文でございます。 

 国立市議会におかれましては、かなり流用について厳しく言われていることから、国立市はかなり

流充用について厳しい運用をしております。これは他市より、本当に聞きますと、こんなに厳しくや

っているところありませんので、御理解をいただければと思います。 

○【稗田美菜子委員】 そうだと思います。ただ、明確に法律の中で、まず、同一款内の項において

は、款、項ではやっちゃいけないと書いてあるんです。だけれども、人件費については流動的だから

やっていいですという規定をみずからここにつくって、これを私たちが議会として、議決としてオー

ケーを出しているわけです。それはわかります。 

 ただ、今おっしゃったように、目と節についてやっていいですという規定はどこにもないんです。

やっていいですという規定はないんです。やっちゃだめですもないです、確かに。やっちゃだめです

もないんですけど、私たちはこの予算案を見て審査をするわけです。この中で。もちろん全部がだめ

と言っているわけじゃないんです。もちろんそうです。やってみたら、これは自分たちでやろうと思

ったら、途中から補助金がおりてきたから、補助金対応したほうがいいかなということもあるでしょ

うし、その都度、その都度で流動的にしているのはわかるんですけれども、私が聞きたいのは、流用、

充用について、充用はいいですけども、流用について市の中において規定があるのか。今、お話で聞

くと、全く無尽蔵にやっていいんですというふうに私には聞こえてしまったんですけど、何か規定が

あるのかどうかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは健全な財政運営に関する条例につきまして、基本的には補正予算を

出すということを定めておりますので、基本的には補正予算を出しています。本当に困ったときのみ

流用をしているといったことでございまして、それは先ほど申し上げたとおり、こんなに厳しく流用

について管理をしている市は、ほかにはないというふうに思っております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。基本的には補正予算、私もそうだと思います。議会を、だか

ら予算を、当初予算で議会を通しているわけですから、これについて、この款項目節について私たち

は細かくチェックをして、全議員でやっているわけですから、細かく、細かく。で、いいですよ、悪

いですの判断を数十分後ですか、にするわけですね。ですから、じゃあ、これの矛盾が起きたらいけ

ないというところで、私はお話をしているんですけれども、そうすると、補正予算を基本的には国立

市では上げていると、基本的には。だけれども、今、私が伺いたいのは、流充用については、どうし

てもやらなきゃいけない場合についてやっているという、そこの明確なルールみたいなのがあるのか

どうか、私は今、お伺いしたんですけど、もう一度伺います。あるのかどうか。 

○【黒澤政策経営課長】 そこまでの細かいルールはありませんけれども、例えば平成30年度につき

ましては大変な猛暑でございました。そうしたときに、公共施設でクーラーが故障しましたと。そう

いったときには補正予算を上げているいとまはありませんので、すぐに流用ないし充用で対応してお

ります。そういったとおり、まずは、まず基本的には市民生活を第一に考えまして、その他、案件、

案件ごとに精査をして、決定しているところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 じゃあ、それの精査をして、 終的に決定しているのはどこに当たるんです

か。お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 金額によって専決規程というのがありますので、どこまで上げるかといっ

たところはございますが、当然、金額が多いときには市長まで行きますけれども、基本的には、政策
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経営部長ぐらいまでのレベルの金額の決裁の中でが多いというところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 じゃあ、そこまでの範囲の中で構いませんが、きっちり情報共有ができてい

るのか、本当にきちんと、裁量がもちろんありますけども、金額によってありますけれども、どうし

ても議会に上げるいとまがない場合についてのみ流充用にしていて、あとについてはきちんと補正予

算を上げているというふうにして、情報共有ができているのかどうかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これを聞いている全職員が、私の顔を思い浮かべて苦虫をかみ潰している

と思いますが、私はかなり厳しく、要するにほとんど認めておりません。ですから、これは、専決規

程という中での裁量の話になりますけれども、本当に必要なときにしか認めていないというところで

ございます。 

○【稗田美菜子委員】 きちんとやっているということで理解をしていい、胸を張って、太鼓判を押

していただけるということでよろしいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 はい。全くやましいことは一切ございません。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。おっしゃるところ、もちろん理解できますので、ただ、繰り

返し申し上げますけど、私たちはこの予算書で予算案を審査をするわけですよ。こうやっていくんで

すというのを、意気込みも含めて、各課長さんが一生懸命積み上げてきたわけですね。それを開けて

みたら、要するに２年後に決算が来るわけですけど、開けてみたら、いや、いや、いや、さっき言っ

たの、500万近く本当は別の予算から出しますよというわけにはいかないわけです。確かに他市に比

べたら厳しい内容でやっているかもしれませんけども、予算委員会、こちらも一生懸命、真摯に向き

合ってやっていますので、ぜひそこのところは御理解をいただきたいと思います。 

 細かいところになりますけれども、355ページ、365ページの中のトイレの改修事業があります。こ

れは東京都のユニバーサルデザインのまちづくりの緊急事業というところで、総合体育館のトイレと

図書館のトイレ、公共施設のトイレの洋式化だと思います。洋式化のメニューについて、要綱をいた

だきました。そこにはトイレの洋式化の改修について、高齢者や増加する外国人旅行者にも使いやす

いトイレとするため、和式トイレの洋式化を実施する。あわせて、手すり、パウダーコーナー、温水

便座、温水洗浄便座の設置等の機能性と清潔感を備えたトイレの整備を推進すると書いてあります。 

 また、公共施設についても３分の２の補助があるんですけれども、もともとこれの補助金はユニバ

ーサルデザインのまちづくり。今回のトイレの洋式化については、ダイバーシティーの中のユニバー

サルデザインといって、ただ単にトイレの洋式化じゃなくて、ユニバーサルデザインなんです。そう

すると、先ほどの別の委員の中でありましたけれども、学校からの要望書の中にも、これは学校にな

りますけども、誰でもトイレの要望。あるいは、公共施設においても、例えば子供が一緒に入る場合

は、私なんかもそうですけど、ベビーキープ、それからおむつかえシートというのが必要だったりし

ます。あるいは、オストメイトの方だったら、オストメイト対応のトイレも必要になってきますね。

そういうのをどう考えて、この補助金を取られたのかをお伺いいたします。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。この補助金を取りまとめているのが健康福祉部福祉総務

課でしたので、私のほうからお答えいたします。今回のこのまちづくり研究推進事業の中では、トイ

レの洋式化というところがメニューであったというところなので、そこを中心に、基本的には洋式化

の工事のみを前提として、検討を行っております。一部、今年度、30年度に行った工事の中では、手

すりなどの交換を行ったというところでございますが、申しわけありません、ベビーキーパーなどの

検討については至っていなかったというところでございます。以上でございます。 
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○【上村和子委員】 私は、今回の予算委員会で、ソーシャルインクルージョンのまちをつくるため

にはどうしたらいいかということを聞いております。先ほどの再質も、女性が生き生き働く職場とい

うのは、実はソーシャルインクルージョン、インクルージョンを発展させるために非常に重要で、そ

こは管理職も重要であるということを言ったわけです。先ほどにつけ加えて言うならば、余りにも女

性管理職が少ないと、その人たちは特別な存在になってしまいます。特別な存在をつくると、余計、

そこに向かって普通に、当たり前にやろうとする人たちが、少なくなっていってしまいます。だから、

少な過ぎる女性管理職の数ということは、とっても実は問題なんだということを強く指摘して、早急

に、誰もが当たり前に課長にも部長にもなれる、そういうのを積極的に考えていってください。 

 それで、私は、予算書259ページの旧国立駅舎再築事業費で２億1,700万円。私は20年間、旧国立駅

舎は要らないと言い続けてきて、 後残った１人の議員だと思います。これは 後まで言い続けたい

し、歴史を見続けたいというふうに思っているわけです。これもどうしてかというと、物の見方とい

う哲学を問いたかったんです。私はずっとしっくりこないんです。駅舎を残すんだったら、駅舎とし

て残さなれば意味がないと、私の哲学にはありました。駅舎がよければ、新しい駅舎なんかを認めて

はいけなくって、旧駅舎を駅舎としてどうにかして残すということが、本物の歴史的建造物を残す闘

いなんじゃないかというふうに思うんです。その駅舎が壊されるとなったときに、もう駅舎ではない

わけです。それを旧駅舎として歴史的建造物として復原して、町並みを残して、そこを中心にすると

いうのは、どうもぴんとこないんです。私はイタリアの町並みというのも、そうやってやるんかとい

うふうに思うぐらい、都市計画と古い町並み、歴史的建造物を生かしていく取り組みのときに、引い

てはいけない部分があるんじゃないかというふうに思うんです。 

 そういう意味で、旧駅舎が復原されると皆さんは喜んでいますが、復原される旧駅舎とは何なのか

という哲学的な問いかけは必要だというふうに思うわけです。それが、もう駅舎としての機能を持た

なくなったときに、思い出の場所なのか、情報発信地なのかというすりかえが起こること、このこと

がどうなのかということは、ちゃんと議論されるべきだと私は思っているんです。 

 未来志向で考えるならば、私は、ソーシャルインクルージョンのまちをつくるときには、旧駅舎を

失うのならば、南口は広場であるべきだというふうに思いました。せっかく広がったワイドビューか

ら見える大学通りを残すべきだし、それが国立市の宝なのだと、これを守るんだと。そして、広場を

生かして、広場でマルシェをやって、皆さんが集まってきて楽しめばいいと。人が憩う場なんだと。

何より安心して集える場をつくっていくんだと、そういう広場確保、オープンスペースの確保が第一

であると。これもソーシャルインクルージョンの視点であります。 

 しかし、それはことごとく打ち砕かれて、このような形になってしまって、今、東西の建物もどう

なるかわからない。そして、結果的には、建物とＪＲの計画を優先するが余りに、歩行者の、しかも

弱者が、今、困難を強いられている。歩行空間が何年も、何年も放置されている。先ほど、小口議員

がおっしゃいましたけれども、スポセンに向かうところが危ないと私は何回も言いました。ほかの議

員では、藤田さんだったでしょうか、タクシー乗り場の屋根がないということも言いました。そうい

う小さなことが、旧駅舎を残すために全部、後回しにされていく。人間が後回しにされていて、建物

が優先されていく。それは根本的に間違いなんだと。常に人が大事にされなければいけないし、弱者

の人に配慮が通らなければいけないと言い続けてきたのが私の哲学です。 

 やっぱりその意味で、この旧駅舎復原にどんな哲学的な都市計画の意味があるのか、歴史的景観保

全といえるのか、ここについて見解を伺います。簡単でいいです。 
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○【北村国立駅周辺整備課長】 先ほど、イタリアのお話がございましたけれども、イタリアは教会

を中心としてまちをつくといくというのが１つの発想であろうかと思います。この国立市の大学町に

つきましては、1926年（大正15年）にできたときに、駅舎というのが１つの教会と同じような扱い、

まちのシンボルとして建てられたという経緯がございますので、それを回復することによって、国立

市の都市の景観、都市計画というのが国立市の価値というふうに言われているところもありますけれ

ども、そちらを回復するという観点から、旧国立駅舎というのは大変重要であるというふうに考えて

いるところでございます。以上です。 

○【上村和子委員】 その駅舎は堤さんが開発したと。そのときに、私はやっぱり事業者が開発した

んだと思います。それがまちの哲学になったにしても、だったら、その哲学を守るためだったら、駅

舎として守んなきゃいけなかったんじゃないですかと、根本的な話をしているんです。駅舎として残

せなかったら、それは残したことになるのかという哲学が問われているんじゃないかと。町並みを残

すって、歴史的町並みを残すといったときには、覚悟が要るわけです。例えば水田地帯を残すといっ

たときには、その水田地帯のくねくねした道や狭い道を残しながら、狭い木造の建物を残しながら、

それでもこの歴史を守っていくという、１つのリスクなんです。リスクを覚悟で古いものを残してい

くから、イタリアのような町並みができてくるんだと私は思うわけです。そういう哲学議論はやって

いないと私は思っています。 

 だから、いつも後回し、何かが失い、いつも何かが……、表現できない、何かを間違えている。旧

国立駅舎復原に偏り過ぎたために人を忘れた。私はそう思います。忘れないというんだったら、今、

小口議員が言ったことや藤田さんが言ったような細かなところに、すぐに対応をしてください。車椅

子の人たちはあと１年以上、くるっと、危ない車道に出させて、バスに乗せるようなことはしないで

ください。これは早急にやってもらいたい。これはいかがですか。答えられなかったら、次に。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 今、現状、確かに工事中ということで、多大な御迷惑をおかけして

いるところはあろうかと思います。すぐにというようなことが、すぐお答えすることはできませんの

で、どのような形になるかということも含めて、議論していきたいというふうになります。以上です。 

○【上村和子委員】 私は本末転倒だと思います。建物を残すということは、本当にその建物が持つ

歴史性とか、人の思い出とか、感傷的には幾らでも言えますけれども、残し方のときに、現実の人た

ちを忘れてはいけないと、私はそう思います。イタリアの、私が実は言っている発想もイタリアです。

イタリアには行ったことないけれども、イタリアは駅がとっても古くて、どこも建物そのものが、駅

の建物そのものがよくって、その駅前には必ず広場がある。必ずオープンスペース、みんながそこで

カフェを楽しんでいる。人が集まって楽しむ場所が駅前だという、そこに噴水があったりすると。私

は、国立市でやるんだったら、そういう駅のビジョンを抱きました。 

 そういうビジョンのぶつかり合いの議論ができなかった、 初から旧国立駅舎ありきで議論、なぜ

か国立市は行ってしまった。このことを、将来的にこの旧駅舎が本当に人が注目し、人が愛し、そし

て、そこをもとにこれぞ国立市のまちのシンボルなんだと言える景観、都市計画まで持ち、都市景観

というんですか、そこまで持ち上がっていけるのかと、そこまでの哲学を持っているのかと私は思い

ます。 

 もう１分何秒しかないので、ほか、次に、もうあと１つしかできませんけれども、インクルーシブ

教育について、予算書285ページに、合理的配慮支援員とか、それからスマイリースタッフさん、こ

れは現実に悪くないんですけれども、両方あると差別化が生まれてしまいます。スマイリースタッフ
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の人が担当する人と、合理的配慮が担当する人が違っていくということは、子供たちの中で差別感を

生んでしまいます。仕事の違いが、同じなのに、違う人が担当することによって、この何とかちゃん

は何とかさん担当、何とかちゃんは何とかさん担当と、違いの差別を生み出してしまうわけです。だ

から、インクルージョンという、インクルージョンでやるんであれば、どちらか１つに統一すべきな

んです。だから、個別支援協力員でもいいわけです。個別支援配慮員でもいいわけです。そういう名

称に変えるべきだと私は思う。今後、早急にこれもやっていただきたいけど、いかがでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 今、御指摘なところはまさにそのとおりでございまして、ここで、１年間

については、ここは新しく導入するというところで、一応、差別化としては当初としてやりますけれ

ども、実際問題としては、教室の中でそういった困ったお子さんがいるのであれば、協力して一緒に

やっていくという考え方でやりまして、１年後については、また、今入っている協力員を再度、構成

し直して、新しい体制で子供たちを支援していきたいというふうに考えてございます。 

○【上村和子委員】 ぜひよろしくお願いいたします。以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午後３時１０分休憩 

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

午後３時２４分再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。望月委員。 

○【望月健一委員】 予算書の315ページに、ストレスチェック等委託料というものがございます。

この内容を教えてください。 

○【川島教育総務課長】 こちらにつきましては、教員向けに実施をさせていただくものとなりまし

て、これまで東京都のほうで行っております簡易なストレス検査をやらせていただいておりました。

これにかわりまして、労働安全衛生法上で努力義務とされているこういった検査について、平成31年

度から実施をさせていただくということで予算計上させいただいているものでございます。 

○【望月健一委員】 わかりました。教員の多忙化という問題が大変クローズアップされる中で、こ

ういったストレスチェックは必要だと思います。 

 私は、本当にこれが必要だと思うのは子供だと思うんです。今回、野田市の事件がございましたけ

れども、他の議員の一般質問の中でも、ショックを受けた子供がいるのではないかといった御心配の

声も意見として上がっておりました。ストレスチェックとは言わないまでも、何らかのアンケート、

または研修を児童生徒向けにできないでしょうか。御答弁をお願いします。 

○【荒西指導担当課長】 虐待に関する子供向けのアンケートでございますけれども、虐待というこ

とに特化したものは、なかなか実施が難しいかなと思います。こういうアンケートって、保護者にこ

ういうアンケートをとりますよというような形で事前に言った上で実施することになるわけなんです

けれども、やはり実態というのは把握するのがなかなか難しいでしょうし、また、そういったことを

書いたということがわかれば、保護者と子供の関係というのもまた難しいかなというところがあるの

で、特化するのは難しいと思うんですが、実際に学校生活全般の中で、さまざまな悩み、学校が把握

できる部分があります。そういったところを総体としてしっかりと把握できるような取り組みという

のは実施ができるかなと考えてございます。以上です。 

○【望月健一委員】 もちろん、アンケートの中で保護者に虐待を受けていますかと直接聞くわけで
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はなくて、当然、表現をぼやかした形での実施、また、各学年での表現を変えた実施、できると思い

ますが、いかがですか。 

○【荒西指導担当課長】 今おっしゃっていただいたような、ある程度、表現の仕方を変えてという

ことであれば、今、いじめのアンケートというのを年間３回やってございます。そういったところに

盛り込んでいくとか、あと、体罰アンケートみたいなこともやっておりますので、その中に表現をぼ

かして入れていくとか、そういったことで把握することはできるかと思います。 

 また、スクールカウンセラーの全員面接というのも、学年によってやっているところもございます

ので、そういったところが把握するチャンスかなと考えてございます。 

○【望月健一委員】 ぜひともよろしくお願いします。また、全学を対象とした研修も御検討をお願

いいたします。 

 ストレスチェック等委託料に関連して、資料№８の校長会の要望の中で、その他で、保健関係公簿

等にも対応する総合型校務支援ソフトの整備というものがございました。こちらは教員の業務の省力

化につながるのか、その内容を教えてください。 

○【荒西指導担当課長】 こちらは主に成績周りについて統合したものでございまして、学期ごとに

出しているあゆみと、あとは学年の 後に出す指導要録、こういったものが連動しておりますので、

成績処理等で教員はさまざまな時間短縮ができるものと考えてございます。 

○【望月健一委員】 市の職員の業務改善もそうでございますが、私は常々、気合いに頼るのではな

くて、仕組みに頼れと思いますので、こういったものも、ぜひとも御検討を。予算はかかると思うん

ですけども、調査研究していただいて、しっかりと予算要求もしていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 では、次の質疑ですが、259ページの国立駅の旧駅舎に関しまして、私も一言。私は、旧駅舎に関

しましては再築をお願いしたいと思っている立場であります。多数の市民、また、市外に引っ越した

方からも、そういった思いを大変聞いておりますので、思い出の場所としても、まちのシンボルとし

ても、しっかりと活用をお願いしたいところであります。 

 再築後は、できればコーヒーとか、飲食ができるようにしてほしいと思っています。当然、文化財

ですから、内部で喫茶店機能を持つのが難しいことは存じ上げておりますが、例えばコーヒースタン

ドを隣接する地につくったりすることはできるのかお尋ねいたします。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 今おっしゃっていただきましたように、旧国立駅舎は文化財という

ことになりますので、居室の変更等、難しいところがありまして、水場等を設けることができません

ので、こちらでコーヒーをつくってお渡しするとかは難しいのかなという形になります。ですが、今

おっしゃっていただきました、外構等を使って、そちらにスタンド等を置いたりだとか、キッチンカ

ーを置いたりとかして、中で飲み食いしていただくとか、そういうことは考えられるのかなと考えて

いるところでございます。 

○【望月健一委員】 ぜひとも御検討をお願いしたいところであります。例えば、国立駅の旧駅舎の

ワッフルとかをつくったり、これはさまざまな意見があると思いますけれども、例えばルッカのピザ

とか、そういったものをつくってもいいと思います。ちょっと真面目な話をすると、例えば、ソーシ

ャルインクルージョンと組み合わせて、ソーシャルファームをつくる。ルッカから職人さんを呼んで、

そこで修行してもらって、それをルッカのピザとして売り出すみたいなことは可能だと思いますので、

そういったものをやるのであれば、そういったものを研究していただきたいと思います。私自身も正
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直まだ、これに関しては非常に疑問を持ってございますので、やるならそういったところをしっかり

とやっていただきたいと思います。 

 次なんですけれども、277ページの防災訓練の企画と実施に関連してお尋ねいたします。災害時に

おいて、ボランティアセンターの立ち上げをしなければならないんですけれども、こちらに関する訓

練も行われていると伺っております。市当局はどのようにかかわるのでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 ボランティアセンターの訓練でございますけれども、３月11日に社会福祉

協議会のほうで訓練を実施されると聞いてございます。こちらにつきましては、今のところですが、

市の職員も２名参加をさせていただく予定となってございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ボランティアセンターは、他の被災地を見ても、社協が中心になって行われる

わけですけども、東日本の震災からさまざまな災害が発生する中で、これは以前にも申し上げたこと

ですけども、災害に対する対応能力、自治体によって本当に高まっております。これはさまざまな災

害ボランティアセンターにボランティアとして行く中で実感するところでありますので、ぜひとも他

市の経験を学んでほしいと、これは以前も要望させていただきましたけれども、そのあたりはどうな

っているでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 これは昨年の７月でしたか、質疑委員さんから岡山県総社市のほうにボラ

ンティアに行かれたお話を、私も直接伺いました。その際には、実際に私ども職員でございますとか、

あと、社会福祉協議会の職員が現地に行ってお話を伺ってはどうかということで、市長のほうからも

指示がございまして、若干調整した経過がございましたが、先方のほうの受け入れ体制もどうかとい

うところの中で、視察については見送った経過がございます。 

 その後、具体的にそういったところに話を聞きに行くことはしてございませんけれども、来週、ボ

ランティアセンターの訓練もございますので、今御指摘いただいた部分を含めまして、今後また研究、

検討していきたいと考えてございます。 

○【望月健一委員】 ぜひともよろしくお願いします。こちらに関しましては、どこの自治体とは申

し上げませんが、受け入れ体制にかなり差が出ていました。総社市に関しましても、たしか別の自治

体のボランティアセンターの職員が派遣されて、その経験を学んでやっていました。なので、ぜひと

もそういった派遣研修をお願いいたします。 

 もう一点、災害なんですけども、災害対策用備蓄品等調達事業費で食糧費がございます。年々ふや

しているわけでございますが、現在、国立市の備蓄は、災害が起きた場合、大体何日分もつのでしょ

うか。教えてください。 

○【古沢防災安全課長】 今、現状で何日分というお答えは持っていないんですけれども、平成29年

３月に備蓄計画を策定いたしまして、こちらに基づいて備蓄を進めているところでございまして、現

状では、例えば調理不要食ですと目標の74％、アルファ米ですと91％、おかゆですと56％程度を備蓄

できておりまして、今現在、多摩直下地震の被害者数２万5,703人に対して、1.5日分を目標として備

蓄をしてございます。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 他の委員からたくさん質疑が出ていますけど、私からも予算書の259ページの

旧国立駅舎再築事業について、これ１本でやらせていただきたいなと思っています。代表質問でも取

り扱わせていただきました。何でここでも１本でいくかというような思いを持ったかというと、少し

だけお話につき合っていただきたいんですけど、私は大体、夜の駅に立って活動報告しているんです。

時には市長に目撃されたり、職員さんに目撃されたりして、すごく恥ずかしいなと思いながらやって



－ 188 － 

いるんですけど、ある中学生に声をかけられました。その中学生は、「ちょうど４年前からあなたい

ましたよね」と言って、多分、当時小学校五、六年生とかだったんですよ。当時は塾の帰りだったの

か、塾のリュックをしょって夜に帰ってくるのを僕も思い出して、「ああ、大きくなったね」なんて

話していて、その子は今、中学校の授業で社会の公民が好きですという話の中で、「何で国立市は駅

舎の使い道を決めないままつくっちゃったのか」と。もうそのとおりだなと思いました。その子は結

構詳しいことを知っていたんです。お金が何億円もかかっててなんていうことまで聞いて、今の中学

生はすごいなと思わされたんですけど、まさにそのとおりだと思います。 

 私は、１つの立場としては、今までこの駅舎の再築に向けて議論がなされてきたこの20年というも

のに対する敬意は賛成する１つの大きな動機になっているわけですが、つくったからには、やっぱり

しっかりと納得してもらえるものにしなきゃいかんだろうと。もろもろ議員のお立場によって、すご

く楽しみにしてますという人の声がたくさん集まる人もいれば、何でつくっちゃったのというような

声を聞く方もいる中で、私は後者です。何でつくっちゃったのという声のほうが多く聞くような印象

を受けています。だからこそ、つくる以上、そういった方々に納得をしていただくしかないという険

しい道をこれからたどっていく、これは市が覚悟していらっしゃることだろうなと思います。 

 そのためには、駅舎を再築してよかったと思ってもらえる、わかりやすい成果を示せるようにしな

ければならんだろうというときに、歳入の際、そしてこの歳出の部分の質疑の中で、観光の案内機能

があるよとか、広間があるよという話や、駅舎を入り口としてという考え方で市内を回遊していただ

こうというような意見も聞きました。もうその前提部分の議論は出たので、１個だけ、少し議論を進

めたいんですけど、先ほど他の委員の質疑の中で、他市を引き合いに出して、大河ドラマとかで扱わ

れていたようなところですか、一時はすごくはやって人が来ましたと。ただ、今の現状を見るとどう

でしょうかというような事例を引き合いに出されていたと思うんです。私は、まさにここに分析すべ

き答えが詰まっているんだろうなと思うわけなんですけれども、そういった、例えばイベントでもい

いです、建物でもいいです、一時何か大きな注目を集めて人が集まりましたということを成功事例と

して語られるケースって多いですけど、その後、人がいなくなるということもままあるわけです。当

局は、なぜそういうことが起きるのかということを検証したことはあるんですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 具体的な検証という形ではないかと思うんですけれども、こちらも

さまざまな施設を見てきたことはございます。例えば、具体的に出してはあれなのかもしれませんけ

れども、旧奈良駅舎というのがあります。あそこも移設をして、（「曳き家」と呼ぶ者あり）曳き家

ですね。曳き家をして移したという形がありましたけれども、そちらも 初のときは、あまり成功例

とは言えないような議論が生じました。ただ、私もそちらに 近行ってみたんですけれども、今は真

ん中に観光案内の部分をつくるとともに、カフェ等を入れる形にして変えているというようなことも

ありましたので、やはり都度ごとに変えていく、時代に合った形も含めて変えていくということが重

要であろうと考えているところであります。 

○【渡辺大祐委員】 すごく示唆深い御答弁だったなと思います。何があるとか、変えるとかという

のは、かなり手法的な、テクニカルな話なので、私が一番押さえておいていただきたいのは、要は一

度来て満足されて次につながらない、結局これしかないと思います。いわゆる有名な、別に京都でも

北海道でも沖縄でもいいんですけども、何回も人が来るというところは、やっぱりそういう理由があ

るわけです。一度では満足しきれないとか、来るたびに違うものがある。まさに変わっているという

部分が御答弁に反映されていたのかなと思うんですけど、駅舎も入り口として人様に来ていただいて、
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そこからそれをきっかけにして回遊してもらうためには、人に来てもらわなきゃいけないわけです。

ここにこだわらないと、誰も納得しないですよ。ここにこだわりを持つからどういうふうに人を集め

るのか、人を集めるためには何が必要なのか、これはまさにシティープロモーションという文脈で語

られることと全く同じなんじゃないかなと思います。 

 そこで１つお尋ねしたいです。この駅舎の再築とシティープロモーション、当然関連してくるとこ

ろはあるんですけども、駅舎を活用する中でのプロモーション、こういうものを打っていきたいよと

いうような、現状何か具体的な検討って考えられたりしているんですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 済みません。具体的にこういう形というのは、今まだ描けていない

ところとなります。 

○【渡辺大祐委員】 ぜひつくってください。というか、そのためには、やっぱり駅舎が何をする場

所なんだというものをしっかり明確に定めないと、その機能を前提にしてどう派生させていくのか、

比較のしようがないです。にもかかわらず、いきなり観光案内機能とか、広間という部分を広くとっ

ていらっしゃるのは結構なことですけど、本当にそれではやるのかと、人が来るのかと、来て次につ

ながるのかというところを、ぜひ見定めてほしいと思います。 

 そこで私が代表質問の際にお尋ねしたときに、自由に人が使えるようにして、そこでのイベントは

ある程度好きにやってくださいというような、マーケティングの一環として活用してもらえるように

したらいかがですかというような質問をさせていただいたときに、市長は、天井を設けないというこ

とは必要だろうと。しかし一方で、駅舎というものの性質、背景のようなものを考えると、どこまで

許容されていくだろうかというところは考えなければいかんとおっしゃっていました。そのとおりだ

と私は思います。 

 ただし、こういったものってなかなか難しくて、本当に駅舎っていろいろな思いが詰まっているも

のなんだと思います。駅舎に対して抱いているイメージは人それぞれですから、そういう意味では、

仮にそこがマーケティングの実験場として活用されたときに、やっぱり企画によっては、あの企画は

この駅舎にはふさわしくないとか、そういった思いがこもったクレームというか、御苦言が表に出て

きやすいと思うんです。そこに市がどう対応していけるのか、ここがいわゆる、先ほどの御答弁であ

った、変わり続けていく、いろんなものにチャレンジし続けていく素地というものがつくられていく

と思うんですけども、そういったところをまず押さえなきゃいけない。そのためには、この駅舎とい

うのはどういうビジョンなのかとか、願いが込められてつくられているのかというのを押さえた上で、

人に集っていた機能をうまく載っけるということをやっていかなきゃいけないと思うんですけど、そ

ういった部分についての考え方、市はどこまで胆力を持って、御意見はしっかりお聞きをする中で、

この駅舎に期待している機能を維持し続けるということを考えているのか教えていただきたいなと思

います。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 いただいたとおりかと思います。先ほどのビジョンという観点で言

いますと、これまで29年度にワークショップ等を行いまして、そのときに、キャッチフレーズとして

「三角屋根で“まちあわせ”」というようなことをつくっております。まちの回遊性を高めるという

ことが、まずビジョンとしてありますので、そのビジョンに即した形のものを広く募って、ビジョン

共有をした上で、とにかくさまざまな意見をいただいていこうということになります。 

○【渡辺大祐委員】 そういうことをやっていくためには、しっかりとした確固たるものを持ってい

ないと、その時々の情勢に左右されて、結果的に使いづらいものになってしまったとなったら本末転
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倒なわけです。 

 きのう、歳入のところでマネタイズの話をしました。前提は割愛させていただきますけれども、僕

は基本的に無料で使ってもらえるようにするべきじゃないかなと思います。例えば企業さんだったら、

駅舎で自社の製品をアピールしたりとか、何か展示をしたりとか、入り口が使いやすくなると思うん

です。そうすると、そのイベントごとに来る人が変わりますから。これは、いろんな人に来ていただ

くという意味で、大きな効果を生みますよ。そういう意味で、きのうはくまモンの例でフリーミアム

の話をしていただきました。使用料、手数料、いろいろな形で検討していくとありましたけど、これ

はやっぱり無料で使えるようにしていくべきだと思いますけど、いかがですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 この場でその形と申し上げることは難しいところになりますけれど

も、この間の御議論も含めまして、庁内の中で検討していきたいと思います。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。イベントに人が来てくれることを１つの収益として見

ればいいと私は思います。イベントごとに来る人が変わるんですから。それは市役所が必ずしも広告

を打って、リーチできるターゲットじゃないですよ。いろんな人がいろんな企画をやってくれるから、

いろんな人が来る。結果、入り口になるんじゃないですか。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで緑と自由の風の会派から10分、11日の時間を使いたいとの申し出があ

りました。このとおりで行いたいと思います。 

 それでは、質疑を続行いたします。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 引き続き質疑に入る前に、先ほどの質疑で誤解していたところがありました。

同会派の関口議員の質疑なんですけれども、駅周辺まちづくり基本計画と違う駅前広場を、南口の駅

前広場を整備しようしているんじゃないかという批判をしているわけではなくて、今、南口駅前広場

を事業化して予算化しようとしているのに、10年前の駅周辺まちづくり基本計画を持ち出して説明す

るのはおかしいじゃないかということです。確かにそのとおり。昨年の６月に国立駅前で国立市が市

民説明会を行ったときに配られた資料の中で、南口駅前広場の整備だけが計画案のままなんです。整

備事業の全体計画、北口駅前広場の整備計画、高架下市民利用施設計画、旧国立駅舎の再築計画は計

画と明記されているんですけれども、これらはいつの間にか計画ができて事業化が進んでいるわけで

すが、駅前広場だけが整備計画案のままになっています。これは、いつ案がとれ、確定するんでしょ

うか。案のまま、曖昧なまま実施設計、施行を進めていくのか伺いたいと思います。 

 それからもう一点、直近の案は、市報に載った５年前のものよりも大分変わっています。バス停の

構造や位置も変わっていますし、タクシープールの場所も大きく変わっていますし、東西の歩道形状

など、中身が大分案の中で変わってきているわけですけれども、これは 終的に計画に確定する間に

もう少し変わる余地があるのか含めて、お答えいただければと思います。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 大変申しわけございません。今ごらんになっている整備計画案とい

うのは、26年７月のもの……。 

○【重松朋宏委員】 ではなくて、昨年の市民説明したもの、資料そのもの。 

○【大谷俊樹委員長】 質疑を変えますか。今ちょっと、説明して答えが出るから。 

○【重松朋宏委員】 変えましょう。 

○【大谷俊樹委員長】 答え出るかな。（「今探してます」と呼ぶ者あり） 

○【重松朋宏委員】 パネルにしたものです。 

○【大谷俊樹委員長】 探してもらって答え出るなら。出そうですか。 
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○【重松朋宏委員】 パンフレットじゃなく、パンフレットの中にある図をパネルにしたもので。 

○【大谷俊樹委員長】 わからないですか。（「はい」と呼ぶ者あり）じゃあ、ちょっと質疑を変え

ますか。いいですか、委員。質疑を変えてもらって。 

○【重松朋宏委員】 はい。 

○【大谷俊樹委員長】 じゃあ、質疑変えてもらって。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 市民説明会で、パネルにして展示したものです。北口駅前広場などは整備計画

とはっきり書いてあるんですけれども、南口は計画案となっています。それがどうなのかということ

ではなくて、今後、きちんと南口駅前広場計画として、整備計画として確定して公表していく考えが

あるのか、あるいは、その場合の中身はどんなものに、どの程度動く余地があるのか伺いたい。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 失礼いたしました。ちょっとそのものではないんですけれども、国

立駅周辺整備事業の現在という冊子を皆様にお配りしておりまして、実際に交通管理者とも協議いた

しまして、その形で進めさせていただいているところとなりますので、その意味で言いますと、計画

としては決定しているということになります。以上です。 

○【重松朋宏委員】 しかし、市民に説明しているとき、パネルには計画案と表記したまま、市のホ

ームページにもまだ載っていますよ。実質上、計画をつくってやっていきますではなくて、単なる図

面で、これでいきますよって、これは本当に、いつ、どこで、誰が決めてこうなっていくのというの

が、北口もそうですし、高架下も結構そうなんですけれども、その都度その都度、市は説明するたび

に具体的な絵を出していますと言うんですけれども、これでいきますって、よくわからないうちに、

もう予算がついて動いていっているじゃないですか。南口の駅前広場については、せめて、本当にこ

れでいきますと、これが実施設計に入るための整備計画ですとはっきりと言い切らないと、今でも市

のホームページには案がついた形で、ＰＤＦ文書ですけれども、載っていますので、そうしていただ

きたいと思います。 

 そこで、先ほどの市の実施計画や中期財政の見通しにどの程度反映されているのかということにつ

いては、答弁では、 初の４年間は入っていて、後半４年間は枠配分ということです。2022年度まで

反映されて、その後、26年度までは枠として確保しているということなんですけれども、都市計画道

路３・４・10号線の北工区、予算特別委員会資料№30ですと、前半の４年間の中で事業化が進むこと

になっているんですけれども、これについても、実施計画の中で入っていると見てよろしいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 済みません。説明が足らなくて申しわけありません。枠でとっていると申

し上げたのは、政策予算分の道路公園の整備事業費ということですので、それを各年度８億円とって

いると。その中で、例えば他の都市計画道路、３・４・10号線以外の道路についても、また、この駅

周辺の整備の計画についても、各年度８億円の枠の中で新規の土木事業を進めていくと、そのような

枠でおりていたことでございます。 

○【重松朋宏委員】 その枠は、中期財政見通しの後半４年間ではなくて、前の４年間の実施計画も

枠としてとっているということなんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。前半の４年間については、実施計画どおりでござい

ます。 

○【重松朋宏委員】 ３・４・10の北工区、予算特別委員会資料№30では前半の４年間で事業化が進

むことになっているんです。ということは、この４年間の実施計画の中には、３・４・10の北工区は

入っていないと見てよろしいですか。 
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○【黒澤政策経営課長】 実施計画の中ではそこは想定しておりませんが、この予算特別委員会資料

№30にも、北工区についてはたしか注意書きで書いてあったと記憶しております。 

○【重松朋宏委員】 そこがポイントではないので、そういう説明だということで、とりあえず了と

しておきます。 

 そこで、2023年度以降の枠として確保していくということは、各年度の表の一番下の合計額、毎年

３億円弱、国立駅周辺整備計画の中であるわけですけれども、これは道路だけではないんですけれど

も、３億円弱が道路であったり、ほかのものとして、枠として確保されているかどうかというのが気

になるのです。大きなポイントは南口西側の複合公共施設、これが2023年から2026年度に事業化する

という想定でこの資料はつくっていただいていますけれども、ＪＲ用地との等価交換の話がまだ確定

していないので、とりあえず従来の構想でやっているということだと思います。 

 これは１年前にＪＲに等価交換の話を持ちかけているので、おそらく2019年中には何らかの返事が

あるだろうと思うんですけれども、仮に等価交換に応じられませんということであれば、もとの構想

に戻るわけですけれども、仮に等価交換に応じると回答が来た場合に、特にホールと子育てひろば、

この機能は具体的にどうなるのか。私は現実的に、ＪＲが交換した西側の土地にビルを建てて、その

フロアを借りて、そこにホールと子育てひろばを開設し、運営することになるんじゃないかなと思う

んですけれども、それでよろしいのか、あるいは別のあり方があり得るのか伺います。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 今おっしゃっていただいたことも、１つの可能性としてはそういう

お話、現行の計画にのっとった形の１つのあり方としてあろうかと思います。今、ＪＲさんと用地の

交換の検討の協議を行っておりまして、国立駅南口のあり方全体を議論している形になりますので、

その中での考えになろうかと思います。 

○【重松朋宏委員】 南口全体も考えるということは、場合によっては子育てひろば及びホールをあ

の場所につくるということを諦めるという可能性も含めてあり得るということでしょうか。こういう

ふうに言うのは、それを実際にやろうとすると、ＪＲの床を借りるにしても、市の負担ってかなり出

てくるんです。もう時間がないので、主張として述べておきますけれども、基本計画のときにまとめ

たコンセプトがばらばらになってそれぞれの事業を始めちゃっているので、もう一度コンセプトを集

約して、全部を、基本計画そのものをやろうとするんじゃなくて、諦めるところは諦めざるを得ない

んじゃないか。私はもう、子育てひろばとホールに毎年億単位のお金が出ていくことになるのであれ

ば、これはやめたほうがいい。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。 

○【重松朋宏委員】 民間に任せるなりしたほうがいいと述べておきます。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。 

 以上で質疑を打ち切ります。 

 討論は省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。第16号議案平成31年度国立市一般会計予算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、本案に原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上をもって本日の委員会はこの程度にとどめ、来週11日、午前10時から予算特別委員会を開き、

各特別会計予算案の審査に入ります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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○【大谷俊樹委員長】 本日はこれをもって散会といたします。 

午後３時５６分散会 



－ 194 － 

 

 

 

  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。 

 

   平成３１年３月８日 

 

 

 

    予 算 特 別 委 員 長       大  谷  俊  樹 
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