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

 ○会議に付した事件等 

   １．議  題 

    (1) 3 0年 陳 情 ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情（継続審査分） 

      第 ３ 号  

    (2) 陳情第２号 東京都の「柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネルギー計 

            画」についての意見書の提出を求める陳情 

    (3) 第３号議案 国立市空家等対策審議会条例案 

    (4) 第10号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案 

    (5) 第11号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、総務費、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

    (6) 第13号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案 

    (7) 第23号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

            （歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

     (8) 第25号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第３号）案 

   ２．報告事項 

    (1) 国立市域地球温暖化対策アクションプラン（案）について 

    (2) （仮）矢川プラス兼矢川複合公共施設の基本計画の中間報告について 

    (3) 富士見台地域まちづくり事業の検討状況について 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

３ ０ 年 陳 情 

第 ３ 号 

ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情 

（継続審査分） 

３１.３.１４ 

継 続 審 査 

陳 情 第 ２ 号 東京都の「柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可

能エネルギー計画」についての意見書の提出を求める陳

情 

３１.３.１４ 

不 採 択 

第 ３ 号 議 案 国立市空家等対策審議会条例案 ３１.３.１４ 

原 案 可 決 

第１０号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案 ３１.３.１４ 

原 案 可 決 

第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

（歳入のうち所管する部分、総務費、衛生費、農林費、

商工費、土木費） 

３１.３.１４ 

原 案 可 決 

第１３号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算 

（第２号）案 

３１.３.１４ 

原 案 可 決 
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番    号 件           名 審 査 結 果 

第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

（歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、

土木費） 

３１.３.１４ 

原 案 可 決 

第２５号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算 

（第３号）案 

３１.３.１４ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【渡辺大祐委員長】 おはようございます。本日はお忙しい中、委員各位、そして理事者当局にお

かれましては御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。２年間というものは本当にあっ

という間でございまして、今までも円滑な委員会の運営に御協力をいただきましたこと、感謝を申し

上げます。本日も 後まで簡便な質疑、答弁のもと、円滑な委員会運営に御協力をお願いしたいと思

います。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから建設環境委員会を開きます。 

 それでは、議題に入ります。 

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

 議題(1) ３０年陳情第３号 ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情（継続審査

分） 

○【渡辺大祐委員長】 30年陳情第３号ＪＲ東日本株式会社による国立駅南口開発に関する陳情（継

続審査分）を議題といたします。 

 ２月の閉会中の審査終了以降の本陳情に関する経過を当局より御報告願います。国立駅周辺整備課

長。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 それでは、２月１日の建設環境委員会以降の本陳情に関する経過に

つきまして御説明申し上げます。 

 ２月１日の建設環境委員会で申し上げましたとおり、11月上旬に東日本旅客鉄道株式会社と取り交

わしました国立駅南口における用地の交換の検討につきましては、引き続き定期的に打ち合わせの場

を設け、協議しているところでございます。具体的な内容としてまとまっているところではありませ

んが、よりよいまちづくりに向けてお互いがウイン・ウインの関係となるよう、今後も検討・協議を

進めていきたいと考えているところでございます。２月１日の建設環境委員会以降の経過につきまし

ては、以上のとおりとなります。よろしくお願い申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 当局に対して質疑を承ります。小口委員。 

○【小口俊明委員】 ただいまの御報告、今後も継続して、引き続き協議をということであります。

ということは、現状、今報告のあったように、国立市の所有している土地の交換というテーマにおい

て、今、前向きに我々の要望、また地域の人たちのお声、そして何よりも陳情の趣旨に沿った形で協

議を進めていくことができている、今後も新しい展開が望めるということで理解してよろしいですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 ＪＲさんも真摯に協議については取り組んでくださっているところ

でございます。ここでの議論ですとか陳情の趣旨等につきましても、しっかりとその場でもお話をさ

せていただいているところとなります。事柄が事柄で、時間としてはちょっと要するのかなというと

ころはありますけれども、引き続き丁寧な形で検討・協議を進めていきたいと考えているところであ

ります。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 きょうで建設環境委員会は今期の 後ということになりますが、改めてお伺い

したい。基本的に私ども委員の皆さんと日ごろ接する中で、私個人の考えとしても、陳情事というの

はその場でなるべく解決をしていく、判断をしなきゃいけないものだろうというのが大前提で今まで

来ております、いろいろ考えています。 

 ただ、このケースに関しては、本当に慎重を要するということで今まで検討してきましたけれども、

改めてお聞きしたいのは、もしこの陳情がこの委員会に提出されてなかったとしたならば、ＪＲでは
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とっくに建築確認申請の書類を整えながら、いわゆるＪＲビルの建設に向けて大分進んでいた時期で

はないかなと個人的には思うわけですけれども、その確認をちょっとさせていただきたいと思います

が、いかがでしょう。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 そのあたりは大変申しわけないんですが、わからないところである

のかなというところがあります。というのは、ＪＲさんも地域の方等とのお話もありますし、まちづ

くり条例の手続等もございます。そのあたりの動向がどのような形になっていたのかというのは、そ

のときでないとわからないところもあったのかと思うところです。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 もちろんそういったことで、そのときでなければわからない、あくまで仮定の

話をしているわけでありますけれども、今の御答弁でいきますと、この陳情が出ようが出まいが、地

域との話し合いを続ける中で、状況は変わってなかったという話に聞こえてしまったんですけれども、

それだと余りにも悲し過ぎるかなと思うわけであります。 

 この陳情が出された意味合いというものは、まちづくりに対してＪＲさんも一層真剣になって地域

とより綿密に話をしながら、行政もさらにそこに絡んでいく中で、将来に向けて話し合いができた。

だからこそ今ＪＲは書類とか、あるいはそういった建築にかけて進んでいない状況に思えるわけです。

あそこまで絵が出てきますと、通常、企業でしたら、とっくに書類申請等が進んでいる時期ではなか

ったかなと思いますけれども、その点を改めてお聞きしますが、行政としてどのような見解を抱いて

いるのかお聞きしたいと思います。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 見解といいますと、ＪＲさんもこの間の対応としても真摯なところ

があります。今回は陳情もいただきまして、それも含めて行政としても、しっかりとＪＲさんとお話

をしていくという形での取り組みをさせていただいているところとなりますので、その中で今後も引

き続き行っていきたいと考えているところです。 

○【大谷俊樹委員】 これは答えにくい話じゃないです。単純に話をしているのは、ＪＲは設計図が

あったわけです。陳情が出てきたわけです。ＪＲに出たわけではありませんで、議会に対して陳情が

出てきたわけです。 

 そこで市長が、あるいは副市長を通してですか、ＪＲ側に市民の意見として話を持っていったとこ

ろ、その設計図が今白紙になって、協議の段階になったという段階を今経て、この陳情を議会が採択

することによって、それが重くなるのか軽くなるのかよくわかりませんけれども、交渉事ですから、

交渉の途中でまだ様子を見守ろう。まだ交渉の 初の段階であるから、よろしくないということで出

てきたので、今見守っているという状況であるわけですから、この陳情が出された意味合いの大きさ

がどのぐらい大きいものなのかというのを、改めてここで認識したいということで聞いているわけで

ありまして、この陳情が出されようが出されまいが、状況は変わらなかったよということであると、

何だかおかしな話になるなと単純に思ったわけでありまして、どのように捉えられているかというこ

とを聞きたかったんです。 

○【竹内副市長】 昨年、私が先頭になって、八王子支社に赴いた経緯というのは御理解いただいて

いるかと思うんですが、私どもが伺った後に今回の陳情が出てきたという経緯でございます。現時点

で私が感じておりますのは、この陳情は少なくない影響を与えていると思っております。私どもの当

初のいろんな交渉のプロセスで、再築の駅舎からどれぐらい離れていくのかとか、そういう話も実は

少しはしているんですけれども、陳情の内容は、特に東側の部分に建築物を建てないような陳情の内

容になっていると思いますが、交渉の中での私の感触ですけれども、少なくない影響を与えていると
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思います。 

 今回、土地の交換という言い方になっていますけれども、当初は交換かどうかということも含めて

可能性を探るということになっておりまして、現在もそのことを含めて、ＪＲ側でこちら側の国立市

及び地元の意向を踏まえた上で、どういう可能性を提示できるかということでお願いしていますので、

その条件整備が今進行中ということで御理解いただければと思っているところでございます。 

○【大谷俊樹委員】 そのことを聞けて非常に考えることができました。御答弁いただきましてあり

がとうございました。 

 後に１つだけ質疑しますけれども、今、現段階どの辺にいるのかなというところを私も考えなき

ゃいけませんから、これは交渉の 終段階、クロージングの段階に来ているのか、それともスタート

時点には立って、少しは歩いているのかなと思いますけれども、どのぐらいの場所にいるのか、おお

よそのところでいいんですけれども、 初に御答弁いただいていますから、改めて聞くわけです。今

の進捗状況とその状況、クロージングの段階なのか、そうじゃないのか、それをお聞きかせいただけ

ますか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 ＪＲさんも真摯な形での御対応をいただいているところではありま

すけれども、事柄が事柄であるところもありまして、クロージングの段階というところには至ってい

ないのかなと。まだ引き続き、細かいところも含めて協議していく必要があるという状況になってお

ります。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切ります。青木委員。 

○【青木 健委員】 この間、陳情者の皆さんには毎回にわたって傍聴いただきましてありがとうご

ざいます。 

 今もお聞きいただきましたように、市としてはまだ交渉段階であるということでございます。本陳

情が採択をされるということになりますと、これはＪＲ側も交渉は打ち切りということに至ってしま

うだろうと思います。かといって、この陳情を不採択ということにするならば、今度はＪＲに免罪符

を与えるということにもなるわけでございますので、ここは今、行政が副市長も先頭になって交渉し

ているということを考えるならば、可否の判断ができず大変申しわけないとは思いますけれども、引

き続き継続とさせていただき、行政がしっかりと交渉していく、そのことを見守り、そして皆様方の

意見を行政がＪＲ側にこれからも伝えていくということを願い、引き続き継続とさせていただきたい

と思います。 

○【渡辺大祐委員長】 ただいま30年陳情第３号につきまして、継続審査を求める意見があります。

この際、継続審査についてお諮りいたします。 

 本陳情を継続審査とすることに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員。よって、本陳情は継続審査とすることに決しました。 

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

 議題(2) 陳情第２号 東京都の「柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネルギー計画」

についての意見書の提出を求める陳情 

○【渡辺大祐委員長】 陳情第２号東京都の「柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネル
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ギー計画」についての意見書の提出を求める陳情を議題といたします。 

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

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

は陳情者。 

○【堀越里沙陳情者】 きょうはお忙しい中、お時間いただきまして済みません。陳情趣旨説明をさ

せていただきます。 

 東京都の「柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネルギー計画」についての意見書の提

出を求める陳情です。2011年３月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所

の事故は、東京都民のみならず日本国民に原発の安全性への疑念や、放射性物質拡散に対する不安を

もたらしました。東日本大震災を契機に、再生可能エネルギーの導入は、安心して利用できるエネル

ギーの安定的な確保及び温室効果ガスの排出の抑制を図る上で重要になっています。 

 東京都は昨年度、環境基本計画を改定し、2030年までに再生可能エネルギー導入目標を30％にしま

した。しかし、国においては、原発再稼働の動きがあり、再生可能エネルギー導入には後ろ向きな姿

勢さえ見えます。 

 柏崎刈羽原発の再稼働に慎重な新潟県は、検証委員会を発足させて、いまだ事故原因が明らかにな

っていない福祉原発事故の検証作業を行ってきました。しかし、原子力規制委員会は、６、７号機の

再稼働を認可しました。2019年度には再稼働するという報道があります。 

 柏崎刈羽原発の再稼働をとめるには、電力の 大消費地である東京から原発に頼らない再生可能エ

ネルギー導入計画をつくることが重要です。 

 東京都には、日本 大の自治体として国を動かしていく役割があります。脱炭素で原発に頼らない

政策を推進していくために、現行環境基本計画を前倒しに進め、2030年に東京の再生可能エネルギー

の電力利用割合について50％を目標とする必要があります。東京都が、柏崎刈羽原発に頼らない脱炭

素の東京再生可能エネルギー計画をつくるよう要望する意見書を提出してくださるよう陳情いたしま

す。 

 以上、趣旨説明になります。ぜひ採択してくださるようお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。大谷委員。 

○【大谷俊樹委員】 陳情者にはお忙しい中、こうして陳情を上げていただきまして、まずありがと

うございます。ふだんの生活の中で非常に危惧されている部分が大きくあるから、真剣に検討しなが

らこういった陳情を出されたんだろうと思うわけですけれども、私は一方で、この問題に対して真剣

に考えなきゃいけないものですから、多少何点か質疑させていただきますけれども、御了承いただき

たいと思います。 

 まず、陳情事項の１番のところでございますけれども、東京都は30％ということで目標値を設定い

たしましたが、陳情者は50％に目標値を設定したほうがいいということでありますけれども、この目

標値という数字が果たして大事なのか、陳情者においてはそうじゃなくて、実施する数字、これこそ

が大事なのか、これはどちらが大事なのか、どのように思っていらっしゃるか伺いたいと思います。 

○【堀越里沙陳情者】 実施してもらえるのが一番なんですけれども、目標値を高く設定することに

よって実施にもつながっていくと思っているので、高い目標値を設定の上、実施していただくことが
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大事だと思っております。 

○【大谷俊樹委員】 当然そうだと思います。それであれば100％でいいかなと。目標の数字を漠然

と立てるのであれば。ただ物事って、私が捉えるのは、余りにも実態と乖離してしまうとどうなのか

なというところで、改めて陳情者にお伺いしますけれども、今、陳情者が考えて把握している実態と

いうのは、どの辺のパーセンテージまでいけると現実的に捉えられているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○【堀越里沙陳情者】 2014年の都内の電力消費量が、8.7％の再生可能エネルギーで賄われていた

らしいんですけれども、今も事故後、再生可能エネルギーを使っていかなければならないという意識

の高まりから、どんどん上向きにはなっているようなんですが、30％という目標が多分実現可能であ

ろうということもあるんですけれども、50％にした理由としましては、国としては原発推進というこ

とで、原発使用を2030年度には事故前の20％前後に戻したいという考えがあって、それに対して東京

都としても、20％は原発使用ということで算出されていっての再生可能エネルギーは30％、原発利用

が20％ということになっております。そこに対して原発利用をしては、ずっと住み続けられる安心な

まちづくりというものはできないと考えておりますので、その分を乗せての50％という、こんなお答

えでいいですか。済みません。 

○【大谷俊樹委員】 非常にしっかした数字で設定されていたということが理解できましたので、あ

りがとうございます。 

 もう１点、②なんですけれども、自治体・民間団体を支援してほしいということで、現状、足りて

ないというふうに感じているのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○【堀越里沙陳情者】 現状、国立市内がどういった再生可能エネルギーに対してのことをやってい

るか、ちょっと不勉強でわからないんですけれども、ぜひそういったことも踏まえて、東京都からも

支援がいただきたいですし、国立市でもそういった、ちょっといろいろかぶせてしまって申しわけな

いんですけれども、そういった動きも促進されていくといいなということを考えております。 

○【小口俊明委員】 それでは、質疑させていただきます。表題の読み方なんですけれども、これは

恐らく東京都にこのような計画が既にあるわけではなくて、陳情者がこのような計画を東京都につく

ってもらいたいという趣旨で理解をしますけれども、そういうことでよろしいですよね。 

○【堀越里沙陳情者】 計画として再生可能エネルギー計画をつくってほしいというよりは、2030年

度に目標を設定した、現行あります環境基本計画の中の再生可能エネルギーの欄に対して、50％を目

指すということを表記してほしいという形です。 

○【小口俊明委員】 そういう意味なんですか。そうすると、陳情の趣旨の一番 後から２行目、

「東京都が、以下の項目について、柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネルギー計画を

つくるよう意見書を提出してくださるよう陳情いたします」という、この２行ですけれども、ここを

読んで、私はこの表題にあるような計画を東京都につくってほしいのだろうというふうに理解をして、

この陳情書を読んだんですけれども、そうではないということですか。 

○【堀越里沙陳情者】 済みません、ちゃんとかみ合ってなくて。でも、目指すところはこの表題に

あるものなんですが、意見としては環境基本計画の2030年度の再生可能エネルギー電力利用割合を

50％にするというところになります。 

○【小口俊明委員】 わかりました。私の理解が逆のほうを捉えてしまったんですけれども、このよ

うな当該の計画を新たに東京都につくってもらいたいということではなくて、今ある東京都の環境基
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本計画の中の目標数値を、2030年度30％ではなくて、50％に引き上げてもらいたい。そういう意味合

いの陳情であるということでありました。陳情事項もそのように理解をすればよろしいですか。 

○【堀越里沙陳情者】 はい、そのようにお願いいたします。 

○【小口俊明委員】 はい、わかりました。済みません、理解が……。 

 そうすると、先ほど他の委員が質疑していた現行の30％から20％引き上げる、その手法は原発分で

見込まれている20％分をゼロとして、その分を再生可能エネルギーで代替するという手法を陳情者は

お考えであると。そのように理解してよろしいですか。 

○【堀越里沙陳情者】 ぜひそのようにしていただきたいと思っております。 

○【小口俊明委員】 はい、わかりました。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 ここで陳情第２号について署名が追加されておりますので、局長から御報告いたします。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御報告申し上げます。陳情第２号につきまして、その後、賛成

署名が157名追加され、外157名となりました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 署名の追加については以上のとおりであります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。関口委員。 

○【関口 博委員】 まず、国立市としては、東京都の環境基本計画というものを承知しているかど

うかということをお聞きしたいと思います。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。東京都環境基本計画の概要等は把握しております。 

○【関口 博委員】 アクションプラン等が今回報告にあると思うんですけれども、国立市としては

再生可能エネルギーの環境政策というものを推進するというふうに読んでいるんですけれども、東京

都の環境基本計画にのっとって、あるいはそういうものを国立市としてはつくられていると考えてい

いんですか。 

○【清水環境政策課長】 全てが合致するところではございませんが、国立市としてはおおむね近い

ものを採用して、同等の内容は入っているかと思いますが、国立地域の独自性というところもありま

すので、そういったところを重視したつくりとなっています。以上でございます。 

○【関口 博委員】 私の一般質問、ほかの方の一般質問の中でも、再生可能エネルギーを国立市は

推進していくまちとしてやっていくという計画を立てて、その方向性で国立市は進んでいくと理解し

ているんですけれども、その方向性でよろしいでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 今回、後ほど報告させていただきます、国立市域地球温暖化対策アクショ

ンプランのほうに再生可能エネルギーを導入・促進ということで項目立てしていますので、そういっ

たことで推進していきたいと思っております。 

○【高原幸雄委員】 今も質疑がありましたように、国立市のアクションプランというのは東京都の

環境基本計画に基づいて、国立市として具体的にどう進めるかということだと思うんですけれども、

今、ここで国立市が持っている目標値というのはどのぐらいになっているんでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 こちらも設定としましては、二酸化炭素の排出量の20％削減ということで

目標値を立てたところでございます。 
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○【高原幸雄委員】 目標値はわかるんですけれども、現状はどんなぐあいですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。基準年度は平成17年度との対比になりますが、平成29

年度の温室効果ガス排出量の内容としましては、基準年度に比べてＣＯ2は11％ふえているところで

ございます。（「ふえている」と呼ぶ者あり）電力は減らしてきているんですが、どうしても排出係

数の増要因ということがありまして、ＣＯ2の排出量は基準年度に比べてふえているということでご

ざいます。 

○【高原幸雄委員】 基準年度、スタートの年度から比べて逆にふえているということなんですか。

それを乗り越えてさらに目標値をやるというのは、これも大変な政策だと思いますけれども、その辺

の見通しはどういうふうになってきますか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。そういったこともいろいろ総合的に判断しまして、国

立市では20％という目標を積み上げ方式で、過去から国立市が達成してきた部分とか、今後、後ほど

御報告しますアクションプランの実効性を高めていきたいというところも踏まえて、積み上げた数字

20％が妥当ではないかと思って設定させていただいたところでございます。 

○【大谷俊樹委員】 何点か質疑させていただきたいんですけれども、まず都が自治体に対して支援

をしてほしいという陳情ですけれども、都から国立市に対しての支援というものはあるんでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 現実、今、国立市においても、家庭向けの温暖化推進の中で補助金を交付

していますが、そういったところの一部の補助はございます。民間事業につきまして、いろんな周知、

パンフレットをしていますという御案内がありまして、そういった連絡はいただいているところでご

ざいます。 

○【大谷俊樹委員】 ありがとうございます。では、国立市としても多少の補助はいただいていると

いうことでありますけれども、当局が把握されていたら教えてほしいんですが、東京都自体が国立市

だけではなくて、各自治体あるいは民間団体にどのような支援をしているか、そのようなことは把握

されていますでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。今手元に東京都からいただいた『エコサポート2018環

境関連の東京都補助金・支援ガイド』という冊子がございます。そこには個人・家庭向けや事業所向

けのいろいろな補助をされているプランがあるんですが、そういったものの冊子をいただいていると

か、事業者向けに御案内されているかという認識でございます。 

○【大谷俊樹委員】 さまざまな支援を行っているということです。私が把握している限りでは、自

治体と民間合わせて、年度は違いますけれども、おおよそ31年度、あるいは35年度ぐらいまで金額的

には約80億円支援をするというふうにいただいていますが、細かいことは把握されていますか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。大変申しわけございませんが、細かい数字は把握して

ないところでございます。 

○【大谷俊樹委員】 わかりました。そうしますと、もう一点、原発に頼らないで50％までの目標に

するべきだという陳情でありますけれども、30％という目標が高いのか低いのか、よくわからない中

で話を進めてしまうとあれなんですが、東京都が目標を定めた2030年度まで再生可能エネルギー導入

目標30％というのは、国に比較するとどのぐらい差があるのか、高いのか低いのか、それだけ教えて

いただけますか。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。国では2030年度までに26％の削減という目標値を立ててい

ますので、東京都のほうはより厳しく、４％上乗せした数値になっているという認識でございます。 



－ 12 － 

○【青木 健委員】 わかるようでしたらお答えいただきたいと思うんですけれども、この陳情にあ

る50％という目標値を達成するには、行政としては現在の電力の使い方、それから個々の家庭という

か、お宅などもありますね、それについてはどういう電気の使い方をすれば達成できるということに

ついては把握されていますか。 

○【清水環境政策課長】 把握しているところで先に申しますと、家庭部門については省エネといっ

た対策をしていただくのが 優先かと認識しております。また、その他の要因では、自然再生可能エ

ネルギーということで、風力発電とか、また省エネの自動車の推進とか、いろいろな対策があると思

いますが、そういったことの推進かと思っております。 

 50％の内容につきましては、大変申しわけないんですが、細かい数値の内容を把握しておりません

ので、お答えが難しいかと思います。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。 

○【小口俊明委員】 それでは、意見を申し上げます。陳情者に伺いますと、陳情の真意は東京都の

環境基本計画の2030年目標30％を50％にしてもらいたいということでありました。陳情事項１の①に

ついて述べます。 

 東京都の現行の環境基本計画において、電源構成における再生可能エネルギーの比率の目標、これ

は先ほど申し上げたように30％であります。現状は2014年の実績で8.7％ということでありました。

これを陳情者は50％にというところを求めていらっしゃるわけでありますけれども、その手法として

は、原発で見込んでいる20％分を30％に加えれば50％ということで、目標設定を50％ということであ

りました。 

 東京都の環境基本計画を読みますと、目標30％を達成するために都内の太陽光発電設備導入量を

2024年までに100万キロワット、2030年までには130万キロワットに高める。また、2020年までには、

都有施設への太陽光発電の導入量を２万2,000キロワットに高める。あるいはまた、地中熱等の熱エ

ネルギーの有用性に関する普及啓発を図り、都内での導入を進めるなどの目標を提示した上で30％と

いう目標を定めているようであります。 

 これにさらに20％を上乗せするために、原発を使わずということでありますけれども、その分の再

生可能エネルギーとして20％分、どのような技術で、どのような手法で、どのような運営体制で行う

のか、このことがきょうの段階においては不明であります。単純に原発を使わなければということだ

けで実現できるのかどうか、このような判断がいたしかねるところであります。そうした理由から、

本陳情につきましては不採択といたします。 

○【大谷俊樹委員】 この陳情に対して、不採択の立場で討論させていただきます。 

 まず、自治体・民間団体に対する支援ということでありますけれども、東京都は既に区市町村と民

間団体への支援を行っているということであります。地域環境力活性化事業により区市町村が行う再

エネ導入等既に財政的支援ということで、26年度から35年度までは補助金の原資として50億円、民間

団体を対象とした事業としては地産地消型の再エネ導入支援を行っておりまして、地産地消型再生可

能エネルギー導入拡大事業を28年度から31年度までは24億円、相当な額を投入しているわけでありま

す。 

 また、事業所の省エネ推進でありますけれども、既に取り組みを進めておりまして、さらに強化を
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していくということであります。都では中小規模事業所の省エネ化を推進するため、既に省エネ診断

事業を行っている。そして、来年度から、中小企業に対しては地域金融機関と省エネコンサルとの連

携を促しながら、中小企業が空調、生産設備等の省エネ運用改善についての提案を無料で受けられる

モデル事業におよそ3,000万円の予算を決めております。 

 また、民間部門の対策ですが、多様な切り口で対策の強化に既に努めているということでありまし

て、大規模事業所を対象としたキャップ・アンド・トレード制度の運用、中小規模事業所への地球温

暖化対策報告書制度、新築の大規模建築物に対する建築物環境計画制度など、さまざまな対策を進め

ているわけであります。既存住宅の高断熱窓の導入補助も行っております。 

 そういうことで全体として既に取り組んでいるわけでありまして、30％というのが目標値や単なる

スローガンではなく、都内の実態を踏まえた、都民が一丸となって取り組む実際の行政目標であると

いうことであります。そういった観点からしましても、50％というのは非常に難しいことかと考えて

おります。 

 私が考えなきゃいけないのは、議会として東京都にこのような陳情を出すということに対して、現

実的ではないということから不採択ということでありますけれども、陳情者の気持ちは十分にわかる

わけでありまして、そういった市民の声というものは上げ続けて、これは東京都に伝えていく、そう

いう運動は非常に大事なものだろうと思いますが、議会としてはここは現実的ではないというところ

で、不採択とさせていただきます。 

○【関口 博委員】 陳情者の皆さん、本当に御苦労さまでした。環境政策について、また考える機

会を与えていただきました。感謝申し上げます。私は採択、賛成の立場で討論させていただきます。 

 この陳情の趣旨を考えるに当たって、この国のエネルギー政策をどういうふうにするんだというと

ころを、基本的に考えないといけないかなということを考えさせられたわけです。この国のエネルギ

ー政策、原発でいくのか、あるいは原発に頼らない脱炭素の再生可能エネルギーで、この国はいくの

かということを考えなきゃいけない。それを求めていらっしゃるんだろうと思います。ですから、陳

情の内容は、原発の発電量目標値をゼロにして、再生可能エネルギーの目標値を50％にするというふ

うに要望されているんだと理解しました。 

 国立市も、脱原発とは言ってないかもしれないですけれども、再生可能エネルギーを多く使う、で

きるだけ再生可能エネルギーを進めていくという計画になっている。それは東京都の環境基本計画に

も基づいている、沿っている部分もあるという答弁がありました。 

 ですから、2030年の環境基本計画の目標値を50％にして、脱原発にして再生可能エネルギーへの理

想値、理想値がないと努力しないわけですから、それが目標値ですから、その目標値を脱原発の目標

値とするということであります。ですから、脱原発で、再生可能エネルギーの電力利用割合を50％と

いう目標にするということだったので、まさにそのとおりだなと思いますので、この陳情については

採択ということにします。 

○【高原幸雄委員】 陳情者の皆さん、大変お疲れさまでした。私も今、日本のエネルギー政策の大

転換が求められていると思っております。そういう意味では、即時原発ゼロという政治決断が必要だ

と思うんです。再生可能エネルギーの大幅導入の抜本的転換の計画を立てて実行していく、そして推

進する必要があると思います。 

 再生可能エネルギーというのは普及が進めば進むほど安定して、さらに太陽光、水力、バイオマス、

風力、地熱といった多様なエネルギーを組み合わせれば、安定していくということも既に言われてお
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りますし、日本の多様で豊かな再生可能エネルギーの潜在力というものを生かして、自然エネルギー

大国に切りかえる必要があると思っております。 

 そういう意味で今回出された陳情については、再生可能エネルギーの電力利用割合について、50％

を目標値として環境基本計画をつくってほしいということですけれども、今の現状からいいますと、

難しい面もありますけれども、今、原発のあの事故から、そしてその後の廃炉に至る経過を見ても、

大変な負担が今後ずっと続くわけです。 

 そういうことを考えると、今、国会では野党が共同して原発ゼロ法案というのを、略称ですけれど

も、提案しております。それが依然として審議されてないという状況もあるんですけれども、本格的

に原発からの脱却ということが求められているわけですから、そういう意味でこの陳情については採

択といたしたいと思います。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手少数。よって、本陳情は不採択と決しました。 

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

 議題(3) 議案第３号 国立市空家等対策審議会条例案 

○【渡辺大祐委員長】 第３号議案国立市空家等対策審議会条例案を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。生活環境部長。 

○【橋本生活環境部長】 それでは、第３号議案国立市空家等対策審議会条例案について補足説明を

申し上げます。 

 本条例案は、空家等に関する施策について必要な事項を調査審議するため、附属機関として国立市

空家等対策審議会を設置するものでございます。 

 初めに、第１条は設置目的で、ただいま申し上げたとおりの内容でございます。 

 次に、第２条は、所掌事項について定めております。審議会は、市長からの諮問に応じて、特定空

家等の認定並びに措置及び空家等対策計画に関することなどについて調整及び審議を行い、その結果

を市長に答申することを規定しております。 

 次に、第３条は、審議会の組織について定めております。委員の構成ですが、学識経験者２人以内、

法務、不動産または建築に関する専門的知識を有する者４人以内、関係行政機関の職員２人以内、市

民２人以内の合計10人以内をもって組織することを規定しております。 

 次に、第４条は、委員の任期を規定しております。 

 次に、第５条は、会長及び副会長について、その選任と役割を規定しております。 

 次に、第６条は、会議の開催及び議事について規定しております。 

 次に、第７条は、委員以外の者の出席を求めて、説明の聴取等を伺うことができることを規定して

おります。 

 次に、第８条は、委員の守秘義務について規定しております。 

 次に、第９条は、庶務といたしまして、事務局を生活環境部まちの振興課と規定しております。 

 次に、第10条は、委任について規定しております。 
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 後に、付則でございますが、第１項は、本条例は、平成31年４月１日から施行することとしてご

ざいます。 

 次に、第２項は、国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正するも

のでございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。青木委員。 

○【青木 健委員】 それでは、ちょっとお伺いします。第３条、委員についてですが、まずは(1)

学識経験者、この空き家対策の問題で学識経験者というのはどういう方が当てはまるんでしょう。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。空き家に関していろんな分野にまたがりますけれど

も、建築分野あるいは都市計画分野、中には経済学ですとか公共政策学、政治学、法学など、いろん

な専門家がいらっしゃるので、その中から、特に我々都市計画分野というのは外せないだろうと思っ

ていますので、今後選定していきたいと考えております。以上です。 

○【青木 健委員】 都市計画なんですか。法務とかいうことじゃなくて。 

○【三澤まちの振興課長】 済みません。あと都市計画と、建築分野もそうですね。 

○【橋本生活環境部長】 とりあえず学識の中で法務という部分は、次の第２号の中で法務、不動産

とありますので、学識の部分というのは先ほどまちの振興課長が答弁したとおり、幾つかの部門の中

で、これも人事事でありますので、 終的な調整をさせてもらいながら決定をしていきたいと考えて

いるところでございます。 

○【青木 健委員】 では、学識についてはそういうことですね。 

 それから、(2)法務、不動産または建築に関する専門的知識ということなんですけれども、(1)で御

答弁いただいた内容の中に含まれているんじゃないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 ２号につきましては、法務、不動産、建築ということですので、弁護士

あるいは司法書士、宅地建物取引士、建築士、そういった方々の中から、人事事ということがありま

したけれども、お願いをしていくことを考えております。以上です。 

○【青木 健委員】 そこで質疑ですけれども、実は私も昨年かな、知ったんですけれども、東京都

の行政書士会において、この空き家対策について専門委員会等も設けて、具体的にやられているとい

う話なんですけれども、行政書士会というのはこの中には入ってこないんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 今のところ私どもで想定しているのが、特定空き家の認定ということに

関しまして、例えば市民の財産権にかかわる件で代執行とか、あるいは相続の手続ですとか、司法手

続などに係る判断も出てくると考えておりますので、そういった見地から専門的な御意見を審議会の

場でいただきたいということも考えていますので、今のところは司法書士あるいは弁護士ということ

で考えています。 

 一方で、行政書士さんですけれども、おっしゃるとおり、東京都の空き家のワンストップ相談窓口

事業として採択されているということもございますので、連携して空き家問題の相談体制を整備する

といった形で御協力いただくことは十分あろうかと考えております。以上です。 

○【青木 健委員】 ということは、それは専門的知識を有する者という範囲に入ってくると理解し

てよろしいですか。 

○【三澤まちの振興課長】 行政書士はここに当たらないという判断にはならないかと思いますので、

今後、人選をする中で検討していきたいと考えております。以上です。 
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○【青木 健委員】 そうしますと、今御答弁いただいた範囲ですと、(1)の学識経験者ですけれど

も、必要なんですかという思いがあるんです。今、市が考えている業務範囲の中において、都市計画

まで必要なんですかという感じなんですけれども、その辺はなぜ必要かということについてもう少し

詳しく御答弁いただけますか。 

○【三澤まちの振興課長】 まず第１番は、特定空き家の認定ということで考えているんですが、第

２の審議会を設ける意図としては、計画の策定ということも検討しております。そうしたときに、計

画の策定となりますと、これまでお話しさせていただいています管理不全の空き家の対策のほかに、

空き家の発生抑制、あるいは適切な管理、流通、利活用といったこともあわせて考えていかなくては

いけないと思っておりますので、トータルの面からいくと、都市計画ということも十分あろうかと考

えております。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 今、青木委員が質疑を通して明らかにしていただいてよかったなと思います。

私もこの点、非常に不思議に思っていたものですから、この点を深掘りして質疑させていただきたい

んです。恐らく学識経験者というのは当然、法務、不動産、建築あるいは専門的知識も持った学識の

中で広く一般的に、全国レベルあるいは世界レベルで物を見て、いろいろ発言できる人間がふさわし

いのかと思うわけでありまして、そして(2)で改めて法務、不動産、建築あるいは専門知識を有する

人を４人入れたというのは、その先にある計画をつくらなきゃいけないということがあるから、この

４人を選任しなきゃいけない。 

 そうなったときに、私は１つ大事な言葉が抜けているんじゃないかと思います。改めてここに入れ

る必要はないんですけれども、その見解といいますか、薄ら頭に入っていることを言葉にしてほしい

んですけれども、(2)は地域に精通した法務、不動産、建築、いわゆる国立市の実態を知っている、

専門知識を持った人間が大事になってくるのではないか。特に空き家対策はそうではないかと思うん

ですけれども、改めてその認識はいかがか伺います。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりかと思います。特に不動産ですとか、そういった件に関して

はこの地域に精通した方に入っていただく必要はあるかと思いますので、例えば地域の協会の方に候

補になる方の情報提供をお願いしたり、あるいは地域に精通ということでありましたら、４号で市民

ということがありますので、公募なのか、団体推薦なのか、これはこれからなんですけれども、そう

いった視点もここには入れていかなくてはいけないだろうと考えております。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 ありがとうございます。今、大事な御答弁いただいたんですが、そうしますと

(2)としまして、当然、我々の頭の中では法に精通しているのは弁護士と考えてしまうんです。とこ

ろが、行政書士という部分、ここが昨今、非常に話題になっておりまして、非常に精通している中で、

金額によっては今、弁護士は対応しない。弁護士は非常に難しい案件がふえてきていますから、そう

いうところで行政書士の活躍の場がふえているということから、ほかの市町村を見ても、そういった

ことから協会で、行政書士側からしたというよりも、双方から発展して、そういった空き家対策は行

政書士のほうで地域に密着してやっていこうじゃないかということで、今進んでいると私も聞いてお

ります。 

 そういった中では、今もしかしたら弁護士というくくりの中で考えていたのかもしれませんけれど

も、これはむしろ地域に密着して、地場で考えれる１つの分野なのかなということでありますから、

そこも伺いたいんですけれども、弁護士と行政書士のすみ分けってどのように考えられていますか。 

○【三澤まちの振興課長】 まず、行政書士さんは、ホームページでも空き家のことに関して発信さ
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れておりますので、拝見しますと、いろんな空き家に関する、行政に対して手続することというのが

あるんですけれども、そこで地主さんと行政をつなぐところで協力できるんじゃないか、業務を受け

られるんじゃないかというお話をなさっているようでした。 

 一方で、弁護士さんですとか司法書士さん、私たちが想定しているのは主に相続の話になるかと思

うんですが、行政指導に従ってくださらない地主さんがいらっしゃいます。これは塩漬けの物件とい

うふうに言われるそうなんですけれども、探ってみるとどうして塩漬けになっているかというと、相

続人が20人いるとか、動かしたくても動かせない、対応したいけど対応できない、そういったケース

がある。相続という件に関しては、どちらかというと司法書士さんとか弁護士さんに見解を期待した

いと考えていまして、そこですみ分けていると考えています。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 わかりました。私、実は皆さん御存じなかったかもしれませんけれども、ある

行政書士の補助者という登録で、３年間行政書士の補助をしておりました。そのときはもちろん相続

の案件も扱いましたし、たどっていくと何十人という戸籍謄本をとらなきゃいけません。これは行政

書士だと郵送でとれるんです。 

 そういった細かいところは、司法書士でないと、登記とかそういうところはできませんけれども、

連係しておりますから、司法書士さんがそこの部分は書く。あるいは司法書士さんを使わなくても、

本人がその書類を書けて、本人が登記する分には構いませんから、そういった部分では何ら弁護士と

変わらずに活躍できる場があったわけでありますから、その認識をしているかどうかだけ 後伺いま

すけれども、現場の認識はしておりますかどうか伺います。 

○【三澤まちの振興課長】 行政書士さんの業務に関して、直接コンタクトをとったということはご

ざいませんので、それは直接コンタクトをとってお話を聞かさせていただいて、検討させていただき

たいと思います。以上です。 

○【渡辺大祐委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午前１０時５９分休憩 

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

午前１１時１４分再開 

○【渡辺大祐委員長】 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。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 それでは、何点かお伺いをしたいと思います。まず、第２条の「市長からの諮

問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する」となってい

ますけれども、市長が諮問する際の市長の考え方というか、条件というか、そういうガイドライン的

なものというのはあるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 実は空き家の特措法では協議会というふうになっていまして、今回、私

たちは協議会ではなくて審議会ということで、市の附属機関ということで設定しました。これは法律

によらないで国立市として諮問するとしておりますので、何らか国から諮問のときに条件をつけると

いったことは特に出ていないという認識です。以上です。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、国の法律に縛られないで、国立市がある意味でそういう審議、計

画をまちに合った形でつくっていくという捉え方でいいんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのように考えております。もちろん計画のあり方ということに関して

は、国もいろんな文書の中で触れていますので、それから全くフリーというわけではないんですけれ
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ども、会議体のたてつけに関しては附属機関としました。以上です。 

○【高原幸雄委員】 実はまちづくりにとっても非常に大事な問題として、国立市内ではあんまり見

られないんですけれども、地方に行くとシャッター通り商店街がかなり目につくわけです。 

 そうした場合に、市長が審議会に諮問して、いろいろ審査をして、今後のまちづくりの方向性とし

て、どういう空き家対策が必要なのかという計画になって出てくるのではないかと思うんです。その

際に、先ほど他の委員からも質疑があった、組織の中で法務ですとか不動産など、いろんな識見者が

出てくると思うんですけれども、国立市の場合は、そうすると町場で空き家になっていて、火災の問

題ですとかごみ問題ですとか、いろんな問題があって、そういう個別の空き家対策というのもあるわ

けですよね。そういう問題についての対処方法というのは、ここでも審議されるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりであると考えております。今、我々が何に一番困っているか

といいますと、そういった所有者が動けない状況で苦情者がいるケース、毎日窓口で市役所どうにか

してくれと言われていても、所有者の方が動けなければどうにもならないというケースがあるので、

そこは何とかしていきたいというのが一番なんですけれども、それはある程度件数は限られますから、

次、計画をつくっていこうじゃないかといったときには、例えばシャッター通り商店街ということも

含めて検討する必要があるだろうということになれば、任期２年ですから、そのときそのときの状況

に応じた人選をしていくことになろうかと思います。以上です。 

○【高原幸雄委員】 そういう意味では確かに地主さんというか、その家の持ち主を含めて、いろん

な権利も関係してくるわけですから、そこに行政が勝手に絵を描くということは不可能ですよね。そ

ういう意味で審議をして計画をつくってとなるんだけれども、今答弁であった委員の任期は２年とい

っても、審議会はずっと続くわけで、２年で結論が出ればもちろんいいわけですけど。 

 具体的に今この条例をつくって、念頭にある物件というのはどのぐらい市は描いているんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 全く従わない、一方で苦情が続いているという件は２件あります。その

ほかにも、例えば屋根に穴があきっぱなしだとか、ハクビシンとか狸の野生生物がすみついているだ

とか、あるいは樹木が伸びてしまって電線にひっかかっているとか、そういったケースはありますの

で、経年の中で出てくる可能性はあるんじゃないかと考えております。 

○【関口 博委員】 これは私が４年前からずっと空き家対策について言っていたことなので、特措

法ができてすぐに我々は改選があって、改選の後に空き家何とかならないのって、やります、やりま

すと言って、やっとここに審議会が出てきたというのは、これ何でこんなに遅くなっちゃったんです

か、３年も４年も。 

○【三澤まちの振興課長】 空き家率の問題なんですが、国立市は12.7％です。全国平均は13.5％で

す。全国平均よりも低い。23区でもひどいところは14.8％とか、そういった高い数字が出ています。

一方で、国立市は実数としても200程度だったということもあって、適正管理ということでお願いす

ればやっていけるだろうと。空き地の草刈り条例もあったので、そのことも含めて対応していけるん

じゃないかということで考えていました。ただ、件数を重ねてくると、それだけではなかなか応じて

くださらない所有者の皆さんもいらっしゃったので、これは特措法の効力を有効活用しようというこ

とで、ここに来て提案したのが１つ。 

 あともう１つ、計画を策定する自治体がふえてきました。大分参考になる事例がふえてきました。

なので、将来的にも問題になってくる、いつかやらなくてはいけない問題だということもありますの

で、将来を見越して、ここで計画を立てていこうと考えたということでございます。以上です。 
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○【関口 博委員】 一言だけそこを言っておきます。私が当時、この空き家対策何とかならないの

という話をしたときに、所有者等がわかっていても、あるいはわからなくてもなかなか応じてくれな

いということがあって、特措法に基づいてどんどん条例をつくってやったらどうですかという提案を

したけれども、全く動かなかったんです。結局、近所の商店の人が対処するということが起こって、

つまり看板が落ちそうだとか、壁が剝がれそうだということで、市民がけがすることがあるというこ

とがあって、そういうことで早く条例をという話をしていたんです。 

 だから、件数とか参考にする自治体が出てきた話というのは、理由としてあんまり言えるような理

由ではないなと。つまり、これをつくるならば、こういう案件があると。こういう案件があったら条

例がないとできないんだと。審議会を立ち上げて審議してもらわなければできないんだということで、

こういうものはするべきだと思うんです。 

 現在、行政としては少しずつ把握していると思うんですけれども、空き家は何百件あるというのも

把握しているんだけれども、この審議会でイメージしていること、つまりやってもらいたいこととい

うのははっきりしているんですか。ここに所掌事項として書いてあるのは、特定空き家の認定、措置、

対策計画をつくるというふうに書いてあるんだけれども、そこにイメージはあるんですか。さっき２

件どうしてもというのがあったと。そういう案件がある。それを例えば撤去したい、あるいは危ない

ところをさわっていいようにしたいんだとか、そういうものが具体的にあって、この審議会にお願い

するのかどうかというのを聞きたいんですけど。 

○【三澤まちの振興課長】 イメージはございます。他市に聞きましても、特定空き家ということに

認定しますと、法律の効力が得られる、指導、勧告、命令、代執行といったことができます。法律に

基づかないとただの行政指導、お願いになってしまう。でも、特定空き家に認定することによって法

の効力が使えて、実効力が増す。他市の事例を聞いても、特定空き家に認定することによって応じて

もらったということもあるそうです。あるいは勧告をすることによって固定資産税が上がる。住宅用

地特例が解除になりますので、固定資産税が約４倍になるらしいんですが、そういった経済的なイン

センティブを与えられるということがありますので、イメージを持って対処していきたいと考えてお

ります。以上です。 

○【関口 博委員】 ちょっと一言だけ。そうなんですよ。そうなんですよというのは、今、担当課

長が言ってくださったようなことができた。それも３年も４年も前から言われていたことだし、言っ

ていたことなんです。それを今ごろになってこうやって出してくるというのは、やっぱり遅いなと思

います。今、担当課長はイメージを持ってやると言っているので、これは多分スピードを持っていろ

いろなことが動くんだろうと思いますので、期待しております。 

○【小口俊明委員】 先ほど他の委員への答弁で、法律によらないものである条例案であるというこ

とでした。空き家対策の特措法では協議会、本条例案は審議会ということでありました。 

 そういう状況の中で、国立市独自の融通のきくものをということを想定されているようであります

けれども、そのことによって特定空き家という法的根拠、法によらないという言葉がひっかかってい

るんですけれども、ここで言う特定空き家というものは、法的な根拠を持った審議会の中で法に基づ

いた位置づけを確保できるものとして、ここに条例案として出てきているんですか。先ほどの法律に

よらないという言葉にひっかかっております。法律に基づく特定空き家を認定できるんですね。確認

をしたいと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 特定空き家の認定に関しましては、特に法では手続を定めていません。
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ですので、極端な話をすれば、首長判断というのもできなくはない。ですけれども、公平性、客観性

を確保する必要性を我々は感じているので、附属機関で審議していただきましょうというのが狙いで

す。 

 一方で、先ほど法律によらないと申し上げていますのは、特措法では協議会をつくることができる

と。法律で言う協議会の一番の狙いは計画の策定なんです。ですので、我々が今一番やりたいのは特

定空き家の認定ですので、法による協議会ではなくて、附属機関で審議をしていただいて、首長判断

でできるものとして法律によらない会議体、附属機関を考えたということで、これは他市の事例でも

多く見られることでございます。以上です。 

○【小口俊明委員】 はい、わかりました。そういうことが確認できて、安心をしたところでありま

す。 

 その上で、この条例の文言、第２条のところからしても、市長からの諮問に応じての活動というこ

とであります。そのことが３つ、プラスその他ということですか。特定空き家等の認定に関すること、

措置に関すること、また計画に関することということであります。 

 特に特定空き家等の認定のところでありますけれども、これは先ほど来、他の委員からの質疑でも、

当局としてもイメージを持っている。また、具体的に件数も把握をされているということであります。

それがきょう現在の状況かと思います。 

 将来に向かってのことを考えたときに、そういう状況が今後発生をしてくることもあると思うんで

す。きょう現在つかんでいる空き家の状況に加えて、さらに年月がたつことによって、今まではちゃ

んと管理されていた空き家、あるいは人が住んでいた家屋であっても、将来に向かってはまた空き家

等、あるいは課題が出てくるということになると思います。これは市民からの情報提供によっても１

つに加えていく、特定空き家を認定していく物件として挙げていく、市民の提案も加えて、この取り

組みの中に入れていくものであるという理解でよろしいですか。単に行政が調査してのものだけでは

ない、市民からの意見も大切にして取り組んでいくということでよろしいですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりであると考えております。というのも、特に去年、台風24号

による甚大な被害が出ましたけれども、空き家に対する影響も大きかった。苦情も今年度30件あった。

それは市民の皆さんからの声、困った苦情、そのことをもとに我々は対処していますので、そのため

にやっていますので、そのとおりであると考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 はい、わかりました。 

 もう１つ、所有者の方がなかなか動いてくださらないということにおいて、特定空き家に認定する

と法的拘束力が発生して、対応の仕方もあるということでありました。それに加えて、先ほどそうい

う状況になっている背景という話の中で、例えば相続人が多数いらっしゃるということがあって、な

かなかということでありましたが、そのことにおいて市が審議会の学識経験者も含め、(2)の法務、

不動産等々専門知識を有する委員の皆さんの知見等をいただいて、また御協力いただいて、法的な相

続の手続とか、具体的に地権者の方々、あるいは相続人の方々に提案をすることによって代執行する

以前に、それをするまでもなく法的手続によって措置を進めていくというところも想定をされている

のか、そういう活動も含まれているんでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 当然、皆さん困っているわけですので、そういった窓口も必要になって

くるかと思います。あとは予算特別委員会のときにも話しましたけれども、今、所有者不明土地問題

というのが法制審議会で審議されているそうですけれども、空き家にも関連すると考えていまして、
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相続の手続の期限が今設けられてないので、そのままになってしまうとか、所有権を放棄できなくて

塩漬けになってしまうとか、あるいは登記が義務づけられてないから、こういうことになってしまう。

なので、所有者不明土地問題が出てきてしまう。 

 それは空き家に関しても同じ話だと理解していますので、そういった社会情勢の情報を収集しなが

ら、一方で所有者さんには、例えば相談窓口を充実させることでどうにか動かせる状況というのをつ

くっていく。そんなことも計画の中では明らかにしていかなくてはいけないと考えております。以上

です。 

○【小口俊明委員】 そういったことも想定の中に入っている、計画の中で取り組んでいく、そうい

う理解でよろしいですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりでございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。 

○【渡辺大祐委員長】 全員からの質疑を承りましたので、質疑を打ち切り、討論に入ります。小口

委員。 

○【小口俊明委員】 先ほど他の委員も、数年前に特措法ができているのに少し時間がかかったとい

う御指摘もありました。そういう中でこの条例をしっかりと定めて生かして、市内でさまざま課題の

ある空き家への対応を的確に、法に基づいてぜひ進めていただきたいと思います。また、困っている

市民への対応の窓口も充実をして、その上でさらに本当に地域に迷惑がかかっている件があるのであ

れば、これも的確に対応ができるというところを期待いたしまして、この条例案については賛成とい

たします。 

○【青木 健委員】 それでは、私もこの条例案に対しては賛成の立場から一言だけ討論させていた

だきますけれども、先ほど申し上げましたように、東京都の行政書士会において、この専門部会を使

って既に活動しております。そういう団体の知見についても十分生かしていただきますよう、そうい

う団体の方は２号の「法務、不動産又は建築に関する専門的知識を有する者」という範囲になると思

いますので、活用していただきますよう強くお願いをして、賛成してまいります。 

○【関口 博委員】 空き家の状況を的確に把握して、先ほども申し上げましたように、どういうふ

うに対応するかというのをイメージを持って、スピード感を持ってぜひ対応していただきたいと思い

ます。賛成いたします。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(4) 第１０号議案 国立市下水道条例の一部を改正する条例案 

○【渡辺大祐委員長】 第10号議案国立市下水道条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 当局から説明補足を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 それでは、第10号議案国立市下水道条例の一部を改正する条例案につき

まして補足説明をさせていただきます。 
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 本条例案は、平成31年10月１日より、消費税率が改正されることに伴う条例改正でございます。 

 条例改正の内容でございますが、第21条の使用料についての条文中、汚水量に応じて算出した使用

料の額に乗ずる値を「100分の108」から「100分の110」に改めるものでございます。 

 また、付則第１項は、施行期日でございます。この条例は、平成31年10月１日から施行するもので

ございます。 

 次に、付則第２項と第３項についてでございますが、これは、下水道使用料は水道料金と合わせて

徴収しており、２カ月に１回の検針にて料金確定を行っているための経過措置でございます。 

 第２項は、改正後の国立市下水道条例の規定は、平成31年12月以降の月分の使用料から適用し、同

年11月以前の月分の使用料については、なお従前の例によるものでございます。 

 第３項は、新条例第22条第２項の規定により平成31年11月から同年12月までの２カ月分の汚水排出

量をまとめて算定した場合に限り、同年11月分及び12月分の使用料については、各月の汚水排出量は

均等に排出したものとみなして算定するものでございます。 

 説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。大谷委員。 

○【大谷俊樹委員】 １点だけ確認させてください。これは10月１日から施行するということですけ

れども、消費税が10％になるということは決まっているわけでありますけれども、過去の例からいく

と、経済状況によっては延期したり、そういう可能性もまだ含めている状況かと思いますが、万が一

10％ということが先送りされた場合は、これは施行していくのかどうかお伺いします。 

○【蛯谷下水道課長】 今回、条例を出しましたけれども、万が一、延びた場合はもう１回改正をさ

せていただいて、対応していくこととなります。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 わかりました。予算を組む上とか、あるいはいろいろな形で決まっている10％

ですから、事務方としての処理としてはそういったことを粛々とやっていかなきゃいけないというこ

とで私は判断しているんですけれども、そのような形で非常に難しい形になってしまったんだなとい

うことでありますけれども、要はそういったことであるという理解でよろしかったのかどうか。 

○【蛯谷下水道課長】 そのお考えで結構だと思います。 

○【高原幸雄委員】 今の質疑で、 後ちょっと聞き取れない部分があったんですけれども、私たち

は中止をすべきだと思っているんですけれども、万が一、実施されなかったということになれば、こ

の条例が仮に今度の議会で通れば生きているわけですよね。それが実施されないということになれば、

結局条例をもう１回出し直すということになりますか。 

○【蛯谷下水道課長】 再度改正したものを出し直すような形になります。 

○【高原幸雄委員】 はい、わかりました。 

○【関口 博委員】 私がまさに予算特別委員会で質疑していたことを具体的に言っていただいてい

たんですけれども、だったらなぜ６月ではだめだったんですかというのをお答えいただけますか。 

○【蛯谷下水道課長】 今回、第１回定例会に出させていただいた理由は、まず第一に平成31年度の

予算には既に消費税がアップした分、税率を引き上げた分を含めて予算立てしてございます。また、

そのほか、東京都もそうですけれども、他市、国立市を含めて12市ですが、そちらのほうも第１回定

例会で今回の消費税の条例改正を行うこととなってございますので、国立市としても今回の第１回定

例会でお出しさせていただいたものでございます。以上です。 

○【関口 博委員】 法的には10％になるというふうになっているんです。ただ、政治状況によって、
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あるいは経済状況によって、この二、三カ月で延期するかもしれないというのが今マスコミでどんど

ん報道されているわけですけれども、そういう中で先に予算を決めたから、つまり予算で10％の予算

を組んだから、条例を出したという言い方に今聞こえたんです。つまり予算で組んだから、条例を出

したというふうに聞こえたんですけれども、予算を今までのように８％のまま組んでおいて、そして

６月に間違いなく10％になりますということで、この条例案と補正予算を出すということはできなか

ったんですかということです。 

○【蛯谷下水道課長】 今おっしゃっています形もできることはできます。ただ、前もって10％に上

がるという前提で予算を組んでございますので、その予算に合わせて一緒に今回、条例改正の議案を

出させていただいたところでございます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 第10号議案については反対をいたします。 

 今も議論されておりましたように、たしか消費税が導入されて30年になるんですけれども、この間

２回延期をされているんです。今回の延期というのは、2016年６月に政府が延期を決めたと。このと

きの判断はやっぱり経済状況ですよ。国内のＧＤＰが伸びない、それから企業の設備投資が思わしく

ないと。もう１つは家計消費が大きく落ち込んでいた。それとさらに、この当時言われたのは、中国

経済の影響が物すごく大きかったんです。このとき政府はリーマンショック以来の経済の大きな変動

があるということで延期をしたわけです。 

 今の経済状況はどうかというと、そのとき政府が判断した状況よりもさらに悪化をしているという

のが現状だと思いますので、消費税の10％増税というのは到底無理があるということで、それに伴っ

てこの条例を提案されているものですから、これについては反対といたします。 

○【小口俊明委員】 消費税のアップということで、本年中ということであります。これは国のほう

で定めたことでありまして、それに基づいて、基礎自治体であります国立市が行政事務としてそれを

ベースに予算を策定する。そしてまた、条例の案をつくる。これは適切な事務のあり方でありまして、

これが景気動向云々という中で、それを見越してどうこうすべしというのは当たらないと思うわけで

あります。行政事務といたしましては、適切な予算及び条例改正の案でありますから、賛成といたし

ます。 

○【関口 博委員】 事務方のやり方としては、ある程度適正なやり方なんだろうと理解します。た

だ、今の政権が消費税やるやると言っていて、延期だとかって勝手にやって動いているわけでしょ。

それは政治ですよね。結局、政治でそういうことになっている。今、そういう意味ではこの議会も政

治的なきちっとした動きをするべきだろうと思うんです。 

 ですから、先ほど言われたように事務方としてはルールに乗っかってというか、今までの状況に基

づいてやっているというのは理解するけれども、我々は８％がそのままになるんだったら、また条例

改正しなきゃいけないということで、だったら６月に条例改正するんだろうから、６月に10％になり

ますと言って、10％にする補正予算を組めばいいわけですから、そういう意味では議会は政治的な判

断ということは必要だと思いますので、この条例案については反対と考えます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(5) 第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、総務費、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

○【渡辺大祐委員長】 第11号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち建設環境

委員会が所管する歳入、総務費の一部、衛生費の一部、農林費、商工費、土木費を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、建設

環境委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに、６ページをお開きください。第２表、地方債補正のうち、道路整備事業、交通安全対策事

業は、歳出の決算見込みに伴う財源調整により、起債限度額を減額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。14ページから21ページになります。なお、項目が多い科目

につきましては、主なものを御説明いたします。 

 まず、14ページ中段の款12使用料及び手数料、項１使用料については、決算見込みにより道路占用

料を増額するほか、コミュニティサイクル導入実証実験に伴う行政財産使用料を増額するものでござ

います。 

 項２手数料については、決算見込みにより、収納廃棄物等処理手数料を増額するものでございます。 

 款13国庫支出金、16ページ、17ページの項２国庫補助金は、歳出に連動して社会資本整備総合交付

金を減額するものでございます。 

 款14都支出金、項２都補助金につきましては、18ページ、19ページになりますが、歳出に連動して

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進事業補助金を減額するものでございます。 

 項３委託金については、交付額の確定に伴い、屋外広告物許可事務委託金を増額するものでござい

ます。 

 款17繰入金、項２基金繰入金につきましては、歳出の決算見込みに伴う財源調整により、国立駅周

辺整備基金繰入金を増額するほか、歳出に連動し、道路及び水路の整備基金繰入金を減額するもので

ございます。 

 款19諸収入、20ページ、21ページの項４雑入につきましては、額の確定に伴い、多摩川衛生組合過

年度清算金を増額するものでございます。 

 款20市債、項１市債につきましては、歳出の決算見込みに伴う財源調整により、道路整備事業債、

交通安全対策事業債を減額するものでございます。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。歳出につきましては、大半が決算見込み、契約差金等による

減額でございます。主なものについて御説明させていただきます。 

 それでは、30ページ、31ページをお開きください。款２総務費、項１総務管理費につきましては、

下段になりますが、契約差金により、コミュニティ施設外壁等改修工事実施設計委託料などを減額し

ております。 

 飛びまして48ページ、49ページをお開きください。款４衛生費、項１保健衛生費につきましては、
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下段になりますが、契約差金により、水質分析委託料などを減額するものでございます。 

 次に、50ページ、51ページをお開きください。項２清掃費につきましては、有料ごみ処理袋の見込

み数増に伴い、有料ごみ処理袋等総合管理委託料を増額するほか、決算見込みにより、臨時職員賃金、

消耗品費等を減額するものでございます。 

 52ページ、53ページは、款６農林費となります。項１農業費につきましては、台風24号により被災

した農産物生産施設の再建・修繕等に対し補助を実施するため、被災農業者向け経営体育成支援事業

助成金を増額するほか、決算見込みにより、認定農業者支援事業補助金を減額するものでございます。 

 54ページ、55ページは、款７商工費になります。項１商工費につきましては、決算見込みにより、

商店街活性化事業補助金、中小企業事業資金等融資利子補給補助金を減額するものでございます。 

 56ページから65ページまでは、款８土木費です。項１土木管理費につきましては、58ページ、59ペ

ージに記載しておりますが、契約差金により、道路照明設置工事を減額するものでございます。 

 項２道路橋りょう費につきましては、決算見込みにより、道路新設改良工事、60ページ、61ページ

の道路改修等実施設計委託料を減額するものでございます。 

 項３都市計画費につきましても、決算見込みにより、都計道３・４・10号線整備業務委託料、それ

から62、63ページの特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金を減額するものでございます。また、

下水道事業特別会計補正予算案の提出に伴い、下水道事業特別会計繰出金を減額するものでございま

す。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には補

正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。関口委員。 

○【関口 博委員】 59ページ、道路補修事業費の工事請負費が2,500万円の減額になっています。

これは契約差金なんですか。どういう理由でしょうか。 

○【町田工事担当課長】 契約差金になっております。 

○【関口 博委員】 積み方が甘かったという話ではなくて、業者側の努力によってこういうふうに

なったと考えてよろしいんでしょうか。 

○【町田工事担当課長】 契約差金もございますけれども、延長や規模が若干変わったところもあり

ますので、それも含めた差金となっております。 

○【関口 博委員】 はい、わかりました。 

 63ページ、市内建築物耐震化促進事業費が2,700万円ほど減額になっています。これは多分、助成

金が出なかったからこれだけのマイナスになったと思うんですけれども、そういう理解でよろしいで

すか。 

○【佐伯都市計画課長】 そのとおりでございまして、マンションの耐震診断助成金、これは当初予

算では１件計上しておりましたけれども、これがなかったというところと、特定緊急輸送道路沿道建

築物についても１件予算計上しておりましたけれども、なかったということで、それが大きな減額の

原因でございます。 

○【関口 博委員】 マンションのほうは多分、手を挙げて耐震診断したいということで申し出があ

って、やるものなんだろうと思うんです。それに助成金を予定していたんだけれども、これは広報が

足りなかったということはないんですか。 
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○【佐伯都市計画課長】 広報については市報、あるいは耐震診断のフェアですか、いろんなところ

で啓発活動はしているんですけれども、申請がなかったというところでございます。 

○【関口 博委員】 危ないと思われるようなところというのは多分把握していると思うんですけれ

ども、そこに対して指定して、こういうことができますよというのを通知するというか、そういう広

報をすることはしてないんですか。 

○【佐伯都市計画課長】 マンションの関係ですけれども、当然オーナーさんのほうにも出向いてお

話はさせていただいているんですけれども、マンションですと耐震診断だけですので、耐震改修につ

なげていくとお金も非常にかかるということなので、なかなか難しいというお話もいただいていると

ころでございます。 

○【関口 博委員】 確かにそうですね。診断だけして危険だと言われても困るので、なかなか動け

ないんだろうなというのはちょっと理解します。減額はわかりました。 

 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金は2,000万円ですごく大きいんですけれども、これは

１件って言いましたよね、たしか。甲州街道のところと考えていいんですか。 

○【佐伯都市計画課長】 特定緊急輸送道路沿道建築物については、現在、３件対象がございますけ

れども、予算上は全部ではなくて、１件予算計上したところでございます。 

○【関口 博委員】 対象は３件あるけれども、１件予算を計上して、それが2,000万円。だけど、

それがなかったということでいいと思うんですけれども、甲州街道でいいんですか。 

○【佐伯都市計画課長】 場所は富士見台が２件、矢川が１件ございます。矢川通りと甲州街道とい

うことです。 

○【関口 博委員】 矢川通りと甲州街道で３件あるということですね。わかりました。 

 あと 後に１件だけ、同じ63ページなんですけれども、崖線の保全及び緑計画の推進事業が640万

円、これはどういう理由でしょうか。 

○【清水環境政策課長】 それでは、お答えいたします。こちらにつきましては平成29年度に崖線の

測量等をしていただいた業者さんに、平成30年度についての詳細設計が随意契約ということになりま

して、工期の短縮とか一から測量などしていただく部分の経費が節約できた理由により、随意契約に

なったものでございます。 

○【関口 博委員】 ちょっとわからなかったんですけれども、契約差金ということですか。見積も

った金額よりも低かったから640万円……。これはかなり大きいと思うんですけれども、設計委託に

しては。そういうことなんですか。 

○【清水環境政策課長】 済みませんでした。当初、入札も含めて予算を計上したところでございま

すが、随意契約ということで契約差金が出ましたので、そういったところの補正計上ということにな

っております。 

○【関口 博委員】 随意契約ということは、国立市の崖線のことをよく知っていらっしゃる、そう

いう経験もあるということで随意契約になったということでよろしいんでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。平成29年度に詳細な測量等もしていただいた業者さん

となっているところで、国立市の崖線のことはよく存じ上げていただいております。以上でございま

す。 

○【小口俊明委員】 他の委員も聞いていらっしゃいました、63ページの特定緊急輸送道路沿道建築

物耐震改修助成金であります。2,000万円余りの減額ということで、３件の対象に対して１件予算組
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みしたけれども、なかったという説明でした。これは広報ということもありますけれども、一般の耐

震改修というのは任意が前提だと思いますけれども、この特定緊急輸送道路沿道建築物に関してはか

なり公共性も高い中で、取り組みが一般とは違うのかなとも思ったところであります。その辺の取り

扱いはどのような扱いになっているのかお聞かせください。 

○【佐伯都市計画課長】 特定緊急輸送道路の関係でございますけれども、こちらについては東京都

ともタイアップする中、オーナーさんのほうに出向いてお話をさせていただいております。しかしな

がら、改修ということになりますと持ち出しも当然ございますので、この辺は100％の補助がないと

耐震改修はなかなか難しいという形で、オーナーさんから聞いているところでございます。 

○【小口俊明委員】 その意味では公の話になりますけれども、公共性という意味合いもある中での

取り組みというのは、今後、東京都とさらに煮詰めた協議をしながら進めていってもらいたいわけで

すけれども、その辺のところは今後どういう取り組みをされるのか伺っておきます。 

○【佐伯都市計画課長】 東京都との連携、今も連携してやっているんですけれども、さらに東京都

にもいろいろお話をさせていただきたいと思っております。 

○【渡辺大祐委員長】 ここで休憩といたします。 

午前１１時５９分休憩 

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

午後１時再開 

○【渡辺大祐委員長】 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。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 63ページのマンション耐震診断の助成金のことについてちょっと聞いておきた

いんですけれども、先ほども議論されておりましたが、市としては、マンションの耐震診断なり、耐

震改修なりが必要だという物件についてはおおむね把握しているということを前提に、毎年の予算、

戸数とか、そういうものを積み上げて予算計上しているんですかね。 

○【佐伯都市計画課長】 マンションについては、先ほどもちょっと触れましたけれども、マンショ

ンの場合は耐震診断のみの市の助成ということでございますけれども、対象については把握しており

ます。診断については把握しておりまして、現在、富士見台の分譲マンションがありますけれども、

これを除いた戸数になりますと、今、４件が対象という形で把握しております。 

○【高原幸雄委員】 今、話に出ました富士見台の分譲住宅のほうの建てかえの話も、結論はまだ出

ておりませんけれども、進行中という状況であります。実は、いろいろ疑問を持っている方が市のほ

うに耐震診断の助成について、窓口に行ったら、そういう助成はありませんと言われたと言うんだけ

ど、そういう事実はないですか。 

○【佐伯都市計画課長】 私自身は、それは確認してございませんけれども、基本的には耐震診断の

助成は可能でございますので、こちらに来られれば、相談に乗るという形になると思います。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、具体的には一般的な窓口というか、担当は都市計画課長のほうに

行ったほうがいいんですか、そういう話を聞きに行きたい場合は。 

○【佐伯都市計画課長】 都市計画課長、私でも結構ですけれども、係がございますので、都市計画

係というところで担当しておりますので、そちらの窓口に来ていただければ対応させていただきたい

と思います。 

○【高原幸雄委員】 了解です。 
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○【大谷俊樹委員】 それでは、何点か質疑をさせていただきたいと思いますけれども、今回補正予

算ということであります。大半が契約差金ということであります。私ども所管している建設環境の部

分でありますけれども、特にこの建設工事の契約差金、これが非常に大きい額に毎年毎年なるんだろ

うなというふうに実感をしているわけであります。 

 まず、私自身は、こういった契約差金というのは、本来しっかり予算組みして積算しているわけで

すから、100の契約の中で地域経済に回っていくべきお金じゃないだろうかと、地域経済にしっかり

回ったほうが私はいいんじゃないかなと大前提で思っているわけです。まず、その点をお伺いしたい

んですが、この契約差金はどのようにその後扱われるのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 一応ここで補正予算として減額をさせていただきますので、そうすると、

どのようにというか、なくなってしまうというか、そういうことです。必要額のみが予算として残り

まして、減額分については予算からなくなるわけですので、そういった扱いになるということでござ

います。 

○【大谷俊樹委員】 私は予算特別委員会で質疑する機会がなかったわけですから、あえて質疑する

わけですが、そのなくなったお金というのは結果的に財政調整基金に積み立てられて、そこから取り

崩されて、例えばここの部分に戻ってくるとは限らない、こんな流れになっているのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 基本的には歳入歳出で同額を組みますので、例えばある工事がありました

と、それで1,000万円の歳入がありました。実際に契約したところ、歳出のほうは800万円だった。そ

の場合には当然補助金のほうも同額の減額をしますので、結局差し引きとしてはなくなってくる。ゼ

ロということになります。 

○【大谷俊樹委員】 補助金の部分でゼロということですけれども、一財の部分で使わないで済むお

金があるわけですよね。それのサイクルとして財政調整基金に積み立てるんでしょうけれども、その

財政調整基金を取り崩すときに、どういった視点で取り崩しているのかなというのを、ちょっとひっ

かけていますけど、一言お答えいただければと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 そのような観点からしますと、財政調整基金を取り崩して一般財源を補塡

しております。この減額補正によりまして、例えば200万円土木費で減額補正が出ましたと。その分、

財政調整基金200万円取り崩さないで済んだとしましても、例えば翌年度にその200万円を土木費に充

てようかということにはなりませんで、常に必要なところに充てていく予算を組んでおります。 

○【大谷俊樹委員】 今、そういうことかなと思ったところで１点、私は、本当は討論で言えばいい

んでしょうけど、思うところがありまして、それは地域事業者が努力して、こうした契約差金が生ま

れてきたものが財政調整基金に行って、必要な政策に充てられているというところ、ここ非常に大き

いんですけど、まさかそれを当てにした行政運営をしているわけではないだろうなと。ここはきつく

言っておかないと、この業者の皆さん、これも市民で、地元事業者である市民であるわけですから、

市民の努力の結晶というものを、意味の深いものだということも申し上げなければいけないんですが、

そういった観点からして、これはただの契約差金の補正予算ですよ。契約がこうやって余ったから、

これだけ補正予算で減額して、残った金は財調に積みますよという簡単なものじゃないのかなと、

近ちょっとわかり始めてきたので、それを冒頭に申し上げて、注意深く見ていきたいと、あえて言わ

せてもらいます。 

 私としては、この金は、本来は地域経済に回るべきお金なんだろうなというふうに思っているわけ

ですから、なお、地元事業者がこういった仕事をされるということが一番望まれるようなことだと思
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っているわけであります。その中で、それに関連するかは別としまして、１点１点見ていきたいんで

すが、まず、わからないから聞きます。57ページになるんですかね、地域交通施策事業費ということ

で公共交通会議の委員の謝礼というのが減額になっていますが、この内訳を教えていただけますでし

ょうか。 

○【中島道路交通課長】 こちら４回あるうちの２回を実施したということで、委員の謝礼というこ

とでやってございます。会長が7,000円で、委員の方が5,000円というような形でやってございます。 

○【大谷俊樹委員】 これで私は建設環境委員会、 後になるわけで、大分ひっかけて質疑させてい

ただくことになるかと思います。地域公共交通会議を２回やらなかったということでありますけれど

も、国立市というのは、私の受ける印象では、割かしヨーロッパに似せたまちづくりをしているのか

なということです。昨今、私が調べたところでは、ヨーロッパというのは、ここに来て公共交通に対

する考え方が非常に高まってきて、一時期いろいろ自家用車の交通渋滞があったわけですけれども、

町なかには公共交通の重要性が再認識されてまちづくりをして、非常にきれいな町並みになってきて

いるということを、１個そういったものを見つけて勉強したところであります。国立市は駅前の整備

をするに当たって１つ大きなビジョンとして、自家用車を入れないで地域公共交通を多く利用しよう

というところが柱にあったかと思います。そういったことで国立駅北口を整備したと私は認識してい

るところですけれども、この公共交通会議ではそういった部分での話し合いの中で、ところが北口を

整備したときに、自家用車が今までのように送り迎えができなくて入れないじゃないかというクレー

ムが来ているというような話の中で、そういったものを将来どのような方向性でやっていくかと。あ

わせて南口の公共交通に対しての考え方というのをどうしていくのかというのは、はっきりと市で持

っているビジョンがあろうかと思いますが、その中で話し合われたのでしょうか。これ２回になって

しまったというところで話し足りていないんじゃないかなと思うんですが、どうですか。 

○【中島道路交通課長】 地域公共交通会議でございますが、こちら公共交通ということで、主にバ

ス、タクシー、そういったものが中心ということになりまして、自家用車についての対応というとこ

ろは、今のところまだそこまでやっていないというところでございます。確かに国立駅北・南の交通

体系につきましては、以前より御意見はいただいているところでございますが、こちらのほうは別途

まちづくりの中でやられているというところもございまして、地域公共交通会議の中での議題として

直接議論等をやっているということではございません。 

○【大谷俊樹委員】 この減額された、２回行わなかった。これは理由がいろいろあろうかと思いま

すけれども、会議開催が少なくなった。その中に、こういった駅前の問題も含めて地域公共交通とい

う視点が必要なんだろうなと思いますけれども、それは会議をふやしていく中でもすごく大事な議論

だと思うんです。今後に際して、それを入れていくという考えはとれなかったのかお伺いします。 

○【中島道路交通課長】 こちら計画ができ上がって、どういった整備がされるかということで、地

域交通会議の中で御報告はいただいて、その中で少し御意見というところはあったことはあったんで

すけれども、ただ、警察等の協議等もございまして、なかなか事前に地域公共交通会議の中で論議す

るというような機会がなかったと。今回は主にデマンド交通とか、そういったところの中で地域公共

交通会議はやってきたというところでございます。 

○【大谷俊樹委員】 わかりました。あと意見で言えばいいんでしょうけれども、回数が減った部分

に対しては、まだ話し合うものがいっぱいあるのかなと、地域公共交通というのはもっと大きな視点

で捉えなければいけない問題なのではないかなと若干思った次第であります。けれども、これはこれ
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で理解をいたしました。 

 続きまして、59ページですけれども、これも内容が違うのかな。私の勘違いかもしれませんが、御

答弁いただければありがたいと思いますけれども、道路維持事業費の中で、これも減額されているわ

けですが、以前私が願いさせていただいた、これは道路維持なのか、公園なのか、どちらかわかりま

せん。公園のほうかもしれませんが、植栽の剪定をもう少し歩道の部分、かぶっているからしっかり

してよと言ったら、早速いろいろあらゆる場所、 近見るとしっかりされています。 

 そうした中で、しっかり費用対効果を上げているなということでありますけれども、確認したいの

が、植栽を剪定するということは、以前よりも大分剪定していただいているので、処分費とか、そう

いうところが増額になるのが普通じゃないかなと思ったところ、全体的なものを見ているので、道路

維持費、あるいは公園の部分が減額になっています、総体的に。これはしっかりやっていただいたの

で、その分増額になっていない、減額になっている。ここら辺の計算というのはどういうふうになっ

ているのかお伺いしたいんですが。 

○【中島道路交通課長】 道路の植栽につきましては、以前から質疑委員おっしゃるとおり、御要望

をいただいておりますので、事前の、時期的なものも含めて早目にやったりとか、また、この時期、

まだ葉っぱがつく前に剪定を変えたりとかというようなやり方を変えて、実際の量的なものというの

はまだふえてはいません。次年度、平成31年度からはもう少し量的なものもふやしていこうというこ

とで考えてございます。 

○【清水環境政策課長】 そうしましたら緑地帯の維持というところで環境政策課長のほうで御答弁

させていただきますが、緑地帯のところは、先ほど御指摘あったように植栽の剪定等を進めました。

平成31年度ではそういった維持補修費も増額は、そちらのほうの費用の予算のほうで増額しておりま

す。 

○【大谷俊樹委員】 ありがとうございます。今、増額になる要素があったのに増額になっていなか

った部分と純粋に減額になった部分がわかったので、あ、なるほどと思いました。非常にしっかりと

費用対効果、あと事務執行を考えながらやられたということで評価したいと思います。事業を執行す

るからには、そういったことで少しの工夫をすることによって効果が非常に上がるということも今の

でわかりましたので、ありがとうございます。 

 それでは、防災費に関してやろうと思ったら、きょう消防費はだめだったみたいで、ばれなきゃや

っちゃおうかなと思ったんですけど、やめておきます。 

 後に、51ページでございます。他の会派から質疑がなかったのでスルーしてもよかったんですけ

ど、一応確認しなければいけないかなと思いますが、有料ごみ処理袋の管理委託料ということで、要

はごみ袋のお金が増額補正されているんですね。たしか第４回定例会でも増額補正をされた。なお、

さらに増額補正されたということで、ここはどういった理由があったのか。ごみ自体がこれだけ見る

とふえたのかなとおっしゃる市民もいたんですけれども、その間、市の広報でしっかりとごみは減量

していますということをデータで示していただいたので、なるほどなと思いますけれども、若干わか

りにくくて、ごみの袋がふえているということは、ごみの量がふえているんじゃないかと思う市民も

いるので、このところを少し説明いただければありがたいと思います。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えいたします。ごみ量に関しましては、おっしゃるとおり市報の特集

号でも公表してあるとおり、ごみは約14％の減量をしているということで認識してございます。今回

の補正に当たりましては、12月補正で月当たりの想定を約2,000万円ということで想定していました。
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この後、実は12月が約2,600万円ほどの売り上げになりまして、こちらは29年度の12月と比較しまし

ても28％ぐらいの増になりました。こちらの原因につきましては、年末に向けての駆け込み需要とい

うものを推測しておりますが、29年度の９月から有料化していますので、このとき当初に大量に売れ

たのではないかということで考えております。この残りがあったので、去年に比べてふえたのではな

いかと認識してございます。 

○【大谷俊樹委員】 わかりました。そうしますと、第４回定例会では月割当たりの計算で、１回は

計算して増額補正したものの、さらに今回増額補正しなければいけなかったのは、駆け込み需要とい

いますか、年度の切りかわり、そういった部分が読めなかったと言えば、当然それはわかります。た

だ、そういったことではないかということで、結果を見て、また増額補正をされたということでわか

りました。これはまだ始まって間もない事業ですから、そういったことはデータ的に足りない部分が、

他市を参考にしても、実際自分の市では違った状況がありますから、当然そういうことは起こり得る

んだなという理解を私はしますけれども、これがデータを積み重ねていくと、こうやって増額増額、

増額したのにまた増額とか、計算違いとか、そういうことは少なくなっていくのかなと思いますけれ

ども、そういった展望でよろしかったのかお伺いします。 

○【中村ごみ減量課長】 来年度につきましては、ことしのデータをもとにやっております。そうい

う積み重ねでかなり正確なものになっていくのかと考えてございます。 

○【青木 健委員】 それでは、まず、51ページ、衛生費の中の環境センター管理運営費、これの光

熱水費ですけれども、150万円の減額になっています。27ページを見ますと、庁舎等維持管理費の中

で、光熱水費が150万円減額補正されているんですけれども、庁舎全体に比べて、環境センターとい

うのは、職場環境としてよくはないですよね。非常に暑かったりするような場所でもございます。こ

こでの150万円、もとの額がちょっとわからないので申しわけないですけど、150万円の減額というの

は非常に大きいのではないかと思うんですが、どういう理由で減額になったのでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えします。環境センターの光熱水費なんですけど、こちらが全体で、

ガス、電気、水道、下水でございまして、30年度は790万円で予算をとってございました。このうち、

特に電気が650万円ほどかかるのではないかということの考えだったんですけど、これが現状で500万

円程度で済むだろうということで150万円ほど減額したということです。中身については、ちょっと

詳細はわからないんですが、夏の時期のエアコンの使用量ですとか、そういう細かいものの積み重ね

ではなかったかと考えてございます。 

○【黒澤政策経営課長】 予算を取りまとめていますので、補足いたします。これは家庭ごみの有料

化に伴いまして、分別収集が進んだということで残業時間が減ったと。結果、施設の稼働による電気

料が大きかったと聞いております。 

○【青木 健委員】 内容はそういうことだそうですけど、電気料なんかは歳計外現金で支払うもの

なんじゃないですか。じゃないの。歳計内ですか。 

○【黒澤政策経営課長】 歳計内でございます。 

○【青木 健委員】 歳計内ということですね。ただし、年度末にまとめて払うという支払い方式じ

ゃないですよね。例えば毎月であるとか、２カ月に一遍とか、３カ月とかというのではないですか。 

○【本多会計管理者】 公共料金については、公共料金支払基金から３カ月に１回まとめて支払うよ

うな形でとっております。 

○【青木 健委員】 そうしますと、今、３月の議会をやっているわけです。先ほど御答弁でいただ
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いたのは、電気料金の問題について、分別が進むことによって残業が減った。それからそれに伴う夏

場においては冷房等の使用が減ったということですけど、ここでまとめてやらないでも、例えば３定

は無理にしても、４定だったりとかはできたのではないかというふうなことは考えられるんですが、

それはどうなのでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 光熱水費の支払いのところが３カ月単位で出ているんですけれども、少し

時間がおくれてその数字が出てきますので、このタイミングになったと認識してございます。 

○【青木 健委員】 そういうふうにおっしゃるけど、ちょっと釈然としないものはあります。でき

ることだったら、これは前から申し上げていることなんですけど、それができるタイミングでやって

いってほしい。年度末にまとめないでほしいということは以前から申し上げていることなので、その

辺は御注意いただけたらと思いますので、要望だけさせていただきます。 

 それと63ページ、先ほど他の委員から質疑があったんですけど、崖線の保全及び緑計画の推進事業

費、これの640万円の減額なんですけど、もとの予算額は幾らだったのですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。平成30年度の当初予算額は1,126万4,000円でございま

す。 

○【青木 健委員】 そうすると、50％以上の減額になるわけです。これは入札を予定された額にな

るわけですね。そうすると、先ほどは入札ではなくて随契になったということですが、入札は行った

のですか。それで不調だったから随契にしたとか、そういう理由があるのでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 それでは、お答えします。この予算自体が平成29年第１回定例会で補正で

承認された予算となっていまして、それ以降、事務を円滑に進める中で契約に至るのですが、その中

で、平成30年度に向けての予算がいろんな案も作成中ということがありまして、 終的には６つの改

修できる計画案が出てきたのですが、そういう中で、幾らかけてというところが予算を組むときに見

えていませんでしたので、そこは一番、当時 優先で望まれた工法を用いた予算化をさせていただい

て、それが1,126万4,000円だったということです。その後、崖線の測量をしていただいた業者さん、

29年度そうなんですけれども、その業者さんが平成30年度に、６つの案の中の１つの案、第４案とい

うものを市としては採用することを決定しましたので、１年かけてやっていただいた実績が業者さん

のほうにありましたので、入札という選択肢もあったのですが、競争にすることで不利になるという

自治法の関係もありますので、うちとしましては随契ということを選択させていただいて、その差額

が今回の補正ということでございます。 

○【青木 健委員】 黒澤課長にお伺いしますけれども、今の説明というのは適正な予算の執行に当

たるのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけございません、補足いたします。当初、競争入札を想定した予算

を組んでおりました。今、環境政策課長が申し上げましたとおり、結果としては、基本設計を依頼し

た業者さんと随意契約をしています。こうしますと、もともと基本設計の段階でさまざまな調査等の

ことをやっておりますので、そのままの業者さんと随契することによりまして再調査、あるいは諸経

費等が節約できた。結果、このぐらいの大きな減額となったということでございます。ですから、結

果としては、市にとって 良の選択をしたと、そのように判断しております。 

○【青木 健委員】 結果はそうなんです、確かに。ただし、予算の組み立て、それから執行に関し

て、1,126万4,000円というのは執行されなかったわけですが、随契になって約55％ぐらいの減額にな

るわけですが、こういう予算立てから予算の執行に至る行為ということが適正と判断されるのでしょ
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うか。 

○【黒澤政策経営課長】 これも先ほど環境政策課長から御説明させていただいたのですけれども、

初の段階では工法について絞り切れないという面がありまして、幾つかの提案の中から１つを採用

したと。ですから、そういったことによりますと、 初の当初予算のときに、ほぼ考えられる選択肢

の中の 大値に近いものを見ていたと、そのようなことが事情としてはございます。 

○【青木 健委員】 考えられるものの 大値を見るということですけど、これがいわゆる不用額を

生み出してきている、今の積算の方法の欠点というのかな、ということで、これは今までも申し上げ

てきているわけです。まさに今回その方法をされているわけです。そうすると、きちんと３月議会で

補正を出されているということについては評価させていただきますが、当初は入札でやろうという考

え方だったわけです。それが入札ではなくて随契という方法、これが 良の方法だよということで、

この方法を選択した時期というのはいつになるのですか。 

○【清水環境政策課長】 お待たせして、済みませんでした。平成30年度に入りまして６月に、平成

29年度に６案示されたうちの４案という方法が望ましいということは、29年度中に集約されていたん

ですが、平成30年度に入りまして、 終的な決定をしたのが６月22日ということでございます。 

○【青木 健委員】 それが何でここで、減額の補正で出てくるわけですか。 

○【清水環境政策課長】 その後、方針を固めまして、市民説明会に入りまして、地元のお声を聞く

中で、よりよいプランを策定するとか、そういったような時間が必要でしたので、そういったことを

踏まえまして、平成30年10月に随意契約ということで集約したものを業者と契約をさせていただいた

ということでございます。 

○【青木 健委員】 随意契約したのは10月だと、市民説明会を行ったということについてもわかり

ました。ただし、６月の段階でもう方法は決められたわけですよね。ということは、1,126万4,000円

は必要ないということはわかっているわけです。 

○【清水環境政策課長】 平成30年度は詳細設計、その第４案をいかに実効性を高めるものの計画に

するかということをやってきたんですが、地質調査がどうしても必要で、そういった契約をしてから

崖線の関係の地質調査に入りましたので、その期間に仮に何か、契約変更するようなことも可能性が

ありましたので、12月の議会のタイミングで補正は出せなかったということで大変申しわけなく思っ

ております。 

○【青木 健委員】 それはちょっとまずい予算執行の仕方に当たると私は思います。それは、また

その段階で変更があったら、本来であれば、その変更がなぜ起こったかということが議会にもわかる

ように補正を組むべきなんです。当初の予算でパイを大きく見積もって、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、４つの方

法がある。Ａの方法だと1,200万円かかります。でもＤの方法をとったら600万円で済みますと。これ

だけの振れ幅を持った中で 大限の予算をとっているわけですから、その中でＤという方法をとると

いうことを決めた段階で、まずは補正をしていただく。それによって議会としても、あ、入札ではな

くてこういう方法なんだなということは私どもにも周知されるわけです。その上で、実は調査をして

いったら、例えば地質の調査をしたら、こういう問題があったので200万円多くかかりますと。です

から、その補正については200万円を足してやっていくということが、予算執行について正しい執行

の仕方だと思いますけど、その辺のお考えはいかがでしょうか。もしくは今回は今回でこういうこと

になっているわけですからあれとしましても、今後については、そういう予算の執行の仕方、今、私

が言ったような仕方をやっていただけるかどうか御答弁いただけますか。 
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○【清水環境政策課長】 お答えいたします。今後、同様な事例がありました場合は、まずは確定し

た数字を御報告させていただいて、必要なものがあれば、議会のほうにも補正予算を計上させていた

だくということで思っていますが、例えば必要なものということで御報告はしていきたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 適宜、適正な補正予算を組ませていただいているということは、これまで

もやってきています。議員さんがおっしゃっていることは、これまでも私ども重々承知しておりまし

て、無駄な不用額を出さないような行政運営ということの御指摘かと思っております。やはり工事関

係につきましては、今は工法等ありますけれども、いざ始まってみたときに、急にどうしても契約変

更等必要な場合が出てまいりますので、その際にタイミングよく補正予算を組めるような状況であれ

ば、今おっしゃったとおりの運用ができると思いますけれども、補正予算を組むいとまがないような

場合には、結局流用するか、あるいは予備費を使うか。結果、工事がおくれてしまったりする可能性

がございますので、そのあたりは、適切な補正予算で減額するということは当然のことではございま

すが、多少の幅を見ていくのがいいのかと思っています。これは福祉の関係ですと、絶対に扶助費は

切らすわけにいかないということで年度末までかなり持っているというところがございますので、土

木費等の工事におきましても、ある程度柔軟な財政運営が自治法でも求められていることもございま

すので、そのあたりは適切な補正予算を組みつつも、ある程度の幅は持たせておきたいと考えていま

す。 

○【青木 健委員】 黒澤課長が言われること、私もそれはわかります。ただし、それは工法が変わ

らなかった場合です。今回の場合は競争入札でやろうとした。だけど、それを随契に変えたんですよ。

当初予算の段階では競争入札で我々は認めているわけです。ですから、それが変わったなら議会に報

告をすべきでしょうと、それには予算が伴うことでしょうということで申し上げているので、もう１

回答弁ください。 

○【黒澤政策経営課長】 ケース・バイ・ケースで適切な補正予算を組ませていただきたいと思って

おります。 

○【渡辺大祐委員長】 全員からの質疑を承りましたので、質疑を打ち切り、討論に入ります。大谷

委員。 

○【大谷俊樹委員】 この補正予算案には賛成の立場で討論させていただきます。 

 今、さまざまな質疑を通して、非常に内容がわかりました。それに伴いまして、適切な事業執行だ

ったなと改めてわかったわけであります。ただ１点、私、先ほど申しましたけれども、今回ほぼ契約

差金ということでありますけれども、毎年土木費の契約差金が非常に大きいんですね。今回は保育所

の関係がありますから、これは契約差金といいますか、事業の進捗ぐあいということでここの部分が

大きくなっていますけれども、これは民生費かな。ですから、土木費というのは１億を超えているん

です、毎年毎年。先ほども申し上げましたけれども、この税金は、本来は地域社会に回って循環する

べき税金だろうなと考えております。 

 これが財調に入って適材に、必要だから翌年度にはいろいろな施策に回されているわけでございま

すけれども、議員の中には、土木費をやめて、削減して民生費にもっと回したほうがいいんじゃない

かと言いますけれども、間接的にこういうふうに大きく回っていることもあるわけです。であるなら

ば、先ほど来から私申し上げました契約差金というのは、事業者が血のにじむような努力をして、少

しでも効率よくということで契約、自分の限界まで戻して入札しているわけです。そうした差金、差

額の金額です。その金額を、本来であれば、土木費に限っては道路及び水路の整備基金とか、そうい
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ったところに積み立てるべきであろうと私は考えておりまして、それを申し上げて、賛成の討論とさ

せていただきます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(6) 第１３号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案 

○【渡辺大祐委員長】 第13号議案平成30年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案を議

題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 第13号議案平成30年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案

について補足説明いたします。 

 それでは、１ページをお開き願います。第１条でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算の総額から、それぞれ4,599万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ28億

2,141万5,000円とするものでございます。また、第２条は、第２表地方債補正のとおりでございます。 

 ４ページをお開き願います。第２表地方債補正でございますが、下水道建設事業の限度額を1,030

万円減額し、２億290万円にするものでございます。これは工事請負費の執行見込みに伴い、起債対

象額が減ったことにより減額するものでございます。 

 続きまして、10ページ、11ページをお開き願います。歳入でございます。款６繰入金、項１一般会

計繰入金、目１一般会計繰入金、5,495万2,000円の減額でございます。これは財源調整により減額す

るものでございます。 

 款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金、1,925万8,000円の増額でございます。これは平成29年度の

決算額の確定によるものでございます。 

 款９市債、項１市債、目１下水道債、1,030万円の減額でございます。これは事業費減により減額

するものでございます。 

 続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。12ページ、13ページをお開き願います。款１下

水道費、項１下水道管理費、目１下水道総務費、1,026万6,000円を減額するものでございます。これ

は主に消費税、地方消費税額の確定に伴う減額でございます。 

 目２下水道維持費、300万円を減額するものでございます。これは主に突発的な工事による既存施

設管きょ設計委託及び府中市都市下水路維持管理負担金の執行がなかったことによるものでございま

す。 

 項２下水道建設費、目１下水道建設費、190万9,000円を減額するものでございます。これは主に工

事設計に伴う地質調査委託の執行がなかったこと、また、公共下水道立川市共同施行分負担金の確定

により減額するものでございます。 

 項３流域下水道費、目１流域下水道費、3,081万9,000円を減額するものでございます。これは流域

下水道北多摩二号幹線事業費負担金及び流域下水道維持管理負担金の減によるものでございます。 
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 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(7) 第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

            （歳入のうち所管する部分、衛生費、農林費、商工費、土木費） 

○【渡辺大祐委員長】 第23号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち、建設環

境委員会が所管する歳入、衛生費の一部、農林費、商工費、土木費を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち建設環

境委員会が所管する部分につきまして補足説明いたします。 

 初めに、４ページをお開きください。第２表繰越明許費補正のうち、建設環境委員会の所管するも

のは追加が２件です。表の上から３番目、プレミアム付商品券事業費につきましては、国の補正予算

に対応し、プレミアム付商品券事業費に係る事務費、544万8,000円を繰り越すものでございます。 

 次の道路補修事業費につきましては、道路工事に関連する下水道工事の入札不調及び追加工事の発

生により工期が延伸する見込みとなったことから、7,900万円を繰り越すものでございます。 

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

 款13国庫支出金、項２国庫補助金は、国の補正予算に対応して、プレミアム付商品券事務費補助金

を追加するものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。26ページ、27ページをお開きください。 

 款４衛生費、項２清掃費につきましては、勤勉手当支給月数の増により職員手当等及び共済費を増

額しております。なお、以降の各款においても同様に、勤勉手当支給月数の増による職員手当等及び

共済費の補正を計上しておりますが、個々の説明は省略させていただきます。 

 30ページ、31ページは款７商工費となります。項１商工費につきましては、プレミアム付商品券事

業に係る事務費として嘱託員報酬や手数料等事務関連経費を追加するものでございます。 

 32ページ、33ページは款８土木費となります。下段の項３都市計画費につきましては、下水道事業

特別会計の補正予算に伴い、下水道事業特別会計繰出金を増額するものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には補

正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 13ページと31ページに絡むプレミアム付商品券事務費補助金ですけれども、こ

れは実際にプレミアムつき商品券を発行するということになると、どういう中身になるのでしょうか、
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今考えているのは。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。事業の概要ということになろうかと思いますが、消

費税の引き上げが予定されていますけれども、そのことに対しまして、低所得者、それと子育て世帯

の消費に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を喚起、下支えするために両世帯にプレミアム

つき商品券の発行を行うと。これは市町村の事業ですけれども、それに対して10割、国が財政支援す

るという概要でございます。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、低所得者の場合はどのぐらいの範囲になるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 2019年１月１日時点で住民税非課税者ということになりまして、おおむ

ね人数といたしまして、こちらは１万2,000人ということで見込んでございます。 

○【高原幸雄委員】 だから１万2,000人、市民の中にですよね。子育て支援のほうも合わせて、ど

のぐらいの対象人数になるのか。 

○【三澤まちの振興課長】 子育て世帯のほうは子供１人に対してそれぞれ対象になりますので、

2,000人、トータルで１万4,000人ということで想定してございます。１人について利用可能額が２万

5,000円の商品券、これを２万円で買えるわけなんですけれども、を発行するということです。１単

位が5,000円になりますので、１人５回買えるということになります。ですので、トータルで２万

5,000円になる。各世帯が１回買おうが、５回買おうが、それは自由ですので、マックスで１万4,000

掛ける５回分ということになりまして、プレミアム分でいけば7,000万円、全額でいくと３億5,000万

円という規模の事業になります。ただ、どれぐらいの割合で買われるか、１人５冊買えるうち、何冊

買うかというところまでは、まだ国も見込みは立てていないという状況なので、今後、状況を見なが

らと言ったらいいのでしょうか、平成31年６月補正でメーンの予算を組んでいくことを想定しており

ます。 

○【関口 博委員】 急にプレミアムつき商品券をやるなんていうのは、それこそ政治的な判断でや

るんだろうと思うけれども、これを実施するに当たって、どういう流れでやるかというのを説明して

いただけますか。 

○【三澤まちの振興課長】 まず、商品券の購入要件該当者の特定をします。その件については、以

前行われた臨時福祉給付金に応じた対応をするようにということで言われています。一方で、商品券

の発行利用換金事業は、以前ございましたプレミアムつき商品券の枠組みで行うということで示され

ております。 

 スケジュールになりますが、６月から７月ごろに税情報を活用して、課税担当課として該当者に個

別に、非課税者に広報活動を行う。７月から11月ごろに購入希望申請を受け付ける。７月以降に随時

要件を確認していきます。要件確認というのは、同じ非課税者でも、住民税課税者と生計同一の配偶

者は対象外ですし、あるいは生活保護受給者は対象外になりますので、そういった審査が必要になる

ということでございます。購入は10月からは２月ごろまで受け付けるということです。また、３歳未

満の子育て世帯につきましては住基情報から抽出いたしまして、９月ごろに引きかえ券を送付させて

いただくということでございます。 

○【関口 博委員】 まず、税情報から抽出するということと、それから住基から抽出するというこ

と、２つの抽出方法があって、しかも、税情報からの抽出によっては、同一の配偶者、扶養親族が課

税者だったらだめだとか、生活保護受給者はだめだとか、それは事前にできないわけですよね。結局、

申請に来て、申請してから……。抽出されて、わざわざ市民が行って、通知が来ましたからと言って、
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そして受け付けてみたら、あなたはだめですよとか、そういうような形になるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのとおりでございます。というのも税情報を御本人の同意なしに別の

事業で使うということが、別の課が使うということはできませんので、きのうは総務文教委員会で課

税課の分の補正予算を審査されましたけれども、課税課の予算としてパソコンの借り上げ等、予算を

積算させていただきましたけれども、本人に通知するということです。その後、本人から申請があっ

て、初めて課税担当課外の担当において審査ができるようになると、そういう仕組みです。 

○【関口 博委員】 そこだけでも非常に面倒くさいんです、はっきり言ってね。職員に対する負担

がすごくかかるんです。それと、市民ももらえるのかなと思って窓口に行ったら、これだめですよ。

あなたはだめですよ。何なんだ、それはって、そういう対応だってやらなければいけないわけでしょ

う。そういうふうなことをした後に、その後に、あなたは対象ですと言われて、チケットを買ってく

ださいと。チケットを買ってくださいと言われたときに、そこの場でチケットを買えないんですよね。 

○【三澤まちの振興課長】 その通知と同時に買うということはできません。 

○【関口 博委員】 結局、市役所に来て受け付けてもらって――多分、市役所だと思うんですけれ

ども、受け付けてもらって、じゃあこれであなたはチケットを買えますという証明書をもらって、ど

こか委託されたところの窓口に行って、またその人が出向いてチケットを買うと。チケットを買うと

きに、どういうところで買えるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 使用できる店舗につきましては公募することになっておりますので、応

募された店舗で使用することができます。 

○【関口 博委員】 結局、店舗も応募するんですよね。使える店舗を公募するわけですね。それで

店舗が手を挙げて市のほうに申請しますと。ここは認められますとか、認められないとか、認められ

るのだろうと思うけれども、手を挙げてくださいという通知をまずしなければいけない。市役所は商

店会等に対して通知をしなければいけない。漏れるところもあるだろうし、漏れないところもあるだ

ろうし。手を挙げたと。そしたら、そこのところの人が市役所に来るわけでしょう。店舗の人が、あ

るいは取りまとめてくれるところが、商工会なんかが取りまとめてくれるのかもしれないけれども、

そこで取りまとめて、じゃああなたの店はこれに該当しますというようなことを掲示する、あるいは

市役所のほうでそういう広報もする。そういうこともするわけですよね。 

○【三澤まちの振興課長】 はい。そのように考えております。 

○【関口 博委員】 非常に面倒くさい。はっきり言ってこんな面倒くさいこと、何でこれやるんで

すかというのが、これは国のやることだからしようがないということで市はやるわけです。商店街は

もうかるんですかというのを何か積算してくれたようなんですけれども、つまり、プレミアムつき商

品券を全部買ったと。で、定常的に買うものと、プレミアムが発行されたから余分に買われるものと

いう、つまり掘り起こしですかね。消費の喚起という部分とあると思うんですけれども、定常的に使

われる部分と喚起される部分、何か計算したようですけれども、どのくらいになるんですか。 

○【三澤まちの振興課長】 これは、試算というよりも、前回のプレミアム商品券のときの報告にな

りますが、前回は発行総額が6,000万円でした。そこで消費喚起された額がおよそ6,000万円、新規に

消費喚起された額が1,430万円ということで報告を受けてございます。また、面倒くさいというお話

がありましたけれども、以前、臨時福祉給付金ございました。どうして今回、給付型じゃないかと申

し上げますと、給付した場合、交付した額が消費されない、そういった可能性が多いそうでございま

す。一方で、商品券ということにすれば期限がありますので、３月中に、先ほど 大で３億5,000万
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円と申し上げましたけれども、期間中に市内で必ず消費されることが見込まれるということがあるの

で、同じ給付といっても商品券という手法をとったというふうに認識してございます。 

○【関口 博委員】 プレミアムつき商品券にしたというのはわかるんですけれども、結局、新規に

消費が喚起されたというのが非常に少ないというのが前にも証明されているんですよね。プレミアム

つき商品券というのは効果がないと、そういう評価がされています。それと、質疑しますけれども、

今回１回限りですか。 

○【三澤まちの振興課長】 そのように認識しています。その後ということについては、情報は入っ

てきておりません。 

○【関口 博委員】 今、また消費税を上げるのかという話があったけれども、そのとおりで消費税

はずっと続くんですよ。10％がずっと続くんですよ。目的は何ですかと別の委員が言われたけれども、

目的は消費税率引き上げによる低所得者、子育て世帯への消費に与える影響を緩和する。緩和するん

だったらずっとやればいいじゃないですか。低所得者とか子育ての、１回しかやらないでしょう。つ

まり１回しかやらない。10％の消費税というのはずっと続くわけです。ずっと続くことに関して、た

った１回やるだけ。これ目先だけですよ、はっきり言ってね。目くらましですよ。10％上げるための

目くらまし。それで低所得者に対することだとか、子供へのというような言い方をすれば、誰も反対

できないというふうに、そうだよなって思うでしょう。だけど、目的は10％上げるための目くらまし

じゃないですか、はっきり言ってね。 

 それから、地域における消費の喚起、下支え。１回だけですよ、たった１回だけ。それからがくん

と落ちれば、何の下支えにもならない。つまり、目的が達成されないような事業なんですね、はっき

り言って。しかも、商店街も非常に面倒くさいです。確定申告等をするときにもどうやって申告する

んだと。プレミアムつき商品券で買って、これどうやってするのかということにもなるし、商店街に

とっても面倒くさいだけで、喚起なんか何にもならないじゃないですか。そういうものだというふう

に私は判断するわけです、今の話を聞くとね。市民も、低所得者が来て手続するのも大変。それから、

市役所の職員も通知したり、抽出したり、喚起したりというのも大変。商店街も大してもうからない

のに、これに対していろいろなことをやらなければいけない。申請したりしなければいけないという

ことが今の質疑でよくわかったわけです。この後は、ちゃんと討論の後で採決しますけれども、そう

いうものですねというのが確認できましたので、ありがとうございます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。関口委員。 

○【関口 博委員】 続いて言えば、今の発言が討論になっているとわかると思います。これは、さ

っき言った目くらましです。10％にするための目くらまし、誰も得しないようなものを、本当に政治

的な判断でこういうことをやるというのは許せないなと思います。税金等もかかるわけです。これは

100％国の補助だって全部税金ですよ。そういうことについて、私は、これは反対です。 

○【高原幸雄委員】 消費税増税については反対ですけれども、このプレミアムつき商品券、今、議

論になっていたように誰も得しないような、いわゆるプレミアムつき商品券もそうです。ポイント還

元ですとか、それから消費税を10％に上げたときに、税率が５段階で買う品物と買う場所と、それか

ら現金かカードかで買う、これも全部税率が違うんですね。こういうことはやめるべきだと思います

けれども、しかし、この商品券については、ある意味では低所得者に少しでも援助というか、そうい
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うことになるということを踏まえて、この予算案には賛成します。 

○【青木 健委員】 今、プレミアムつき商品券のこと、かなり話題になりました。聞いていて、私

も非常に複雑なシステムであり、当局は大変だなと。これで消費税値上げやめましたなんて言ったら、

どうなっちゃうんだろうと思うようなので、これは絶対10％に上げなければいけないんだなという思

いをかえって強くした、今の関口委員の質疑だったわけですけれども、冗談抜きにしましても、消費

税が上がるということは、それは低所得の方にとっては重税感が増すということにもなります。いわ

ゆる激変緩和であって、１回このプレミアムつき商品券をやったからといって、それがなくなったか

ら消費税を８％に戻しますということではない、消費税は10％であり続けるわけです。次の税率の改

定があるまで。ですから、何も政府だってそんな目くらましみたいな、そんな幼稚なことを私はしな

いと思います。これは一種の激変緩和です。目くらまし的にやるんだったら給付にすればよかったん

ですから。給付にしない、こういう方法をとったということは、これは激変緩和という形でやってい

くということであろうと思いますので、今後、消費税10％の値上げに伴って、当局にはいろいろ御負

担かけると思いますが、ぜひプレミアムつき商品券の事業については、成功裏に終わっていただくよ

うお願いさせていただいて、賛成の討論といたします。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(8) 第２５号議案 平成３０年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第３号）案 

○【渡辺大祐委員長】 第25号議案平成30年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第３号）案を議

題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 第25号議案平成30年度国立市下水道事業特別会計補正予算（第３号）案

について補足説明いたします。 

 それでは、１ページをお開き願います。第１条でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出予算の総額からそれぞれ39万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ28億2,180万

7,000円とするものでございます。 

 10ページ、11ページをお開き願います。歳入でございます。款６繰入金、項１一般会計繰入金、目

１一般会計繰入金、39万2,000円の増額でございます。これは、歳出の増に伴う財源調整によるもの

でございます。 

 続きまして、歳出の説明に入らせていただきます。12ページ、13ページをお開き願います。款１下

水道費、項１下水道管理費、目１下水道総務費、39万2,000円を増額するものでございます。これは

職員の勤勉手当の支給率の引き上げによるものでございます。 

 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

○【渡辺大祐委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々はここで退席をし

ていただいて結構です。 

 それでは、ここで休憩に入ります。 

午後２時６分休憩 

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

午後２時１９分再開 

○【渡辺大祐委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(1) 国立市域地球温暖化対策アクションプラン（案）について 

○【渡辺大祐委員長】 それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)国立市域地球温暖化対策アク

ションプラン（案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。環境政策課長。 

○【清水環境政策課長】 それでは、御報告させていただきたいと思います。建設環境委員会資料№

４に基づき、国立市域地球温暖化対策アクションプラン（案）について御説明いたします。 

 本アクションプランは、国立市域全体に対する地球温暖化対策について、削減目標と具体的な施策

を示したものとなってございます。 

 それでは、まず、１ページ目の 初の項目、地球温暖化とはでございます。ここでは地球温暖化が

もたらすことについて簡単に説明してございます。何も対策をしなければ2100年には 大4.8度上昇

し、健康被害、異常気象、生態系への影響、食糧問題などさまざまな影響が生じてしまうことを御説

明させていただいております。 

 次に、アクションプランの目的でございます。こちらにつきましては、国立市環境基本計画にあり

ます「温室効果ガスの削減を進める」施策についてより具体化し、推し進めていくため、削減目標を

設定し、各種の取り組みを示したものでございます。 

 次の項目、国立市の現状でございます。ここでは温室効果ガスの推移や二酸化炭素及びエネルギー

消費量の推移についての３項目について、グラフなどを用いて進めさせていただいております。国立

市の特徴でございますが、２つ目の〈二酸化炭素の推移〉をごらんいただければと思います。右のほ

うにあります円グラフでは、部門別の排出量割合を示しておりまして、オレンジ色の部分が家庭部門

に当たりますが、二酸化炭素の排出源のうち、家庭部門が４割で一番多く、次に業務部門が約３割、

続いて運輸部門が約２割となっています。家庭と業務における分野が多く、産業や廃棄物部門が少な

いことが特徴となっています。 

 また、下段の緑の枠の中には、これらの分析を踏まえまして、省エネをより一層推進していくこと、

そして自然エネルギーなどの再生可能エネルギーの利用を促進していくことを総括させていただいて



－ 42 － 

おります。 

 次に、２ページをごらんください。上段にあります削減目標についてでございます。こちらの削減

目標につきましては、国立市で初めて定めた二酸化炭素の排出量削減の目標となります。内容としま

しては、2030年までに二酸化炭素排出量の20％削減、これは基準年度を2013年度比ということで目指

すこととさせていただいております。 

 この20％の考えですが、実効性が高いものとして積み上げたものとしておりまして、国立市域が基

準年度の2013年から全体的に削減してきておりますが、そういった中で減少してきているもの、その

ほかアクションプランの施策を推進し得られるとしているもの、次に市が現在行っている施策につい

て削減効果が認められるもの、次に公共施設省エネ効果が見込めるもの、また市内に有します大規模

事業所の削減効果が認められるもの、 後になりますが、家庭で取り組める対策を全世帯で行ってい

ただいた場合に、これらを積み上げまして、20％可能ではないかと思っております。 

 次に、その下の丸３つになるんですが、20％削減するために取り組む具体的な柱について御説明さ

せていただいております。１つ目が再生可能エネルギーの導入促進でございます。２つ目が省エネル

ギーの推進。３つ目がエコライフスタイルの推進です。それぞれの大きな柱に 初の再生可能エネル

ギーの導入促進では３つの施策が、省エネルギーの推進では５つの施策が、エコライフスタイルの推

進では３つの施策が盛り込まれているところでございます。 

 実際にどういう内容かということが３ページ目に書かれていまして、具体的な取り組み内容でござ

います。あわせてごらんいただければと思います。まず、 初の項目、再生可能エネルギーの導入促

進についてでございますが、家庭へのスマートエネルギー機器の導入促進、２つ目が事業所への再生

可能エネルギー設備の普及促進、３つ目が公共施設への再生可能エネルギー設備の積極的導入促進と

いうことでございます。一例で申し上げますと、一番上の丸です。家庭へのスマートエネルギー機器

の導入促進としましては、太陽光発電システムに対し、市では補助をしていくとか、そういったもの

を想定しております。 

 次に、大きな項目、省エネルギーの推進でございますが、５点ほど挙げております。１点目が住宅

省エネルギー化の推進、２点目が省エネ家電の買いかえを促進、３点目が公共建築物省エネ対策事業

の検討、４点目が断熱・省エネ住宅普及促進事業の検討、５点目が断熱モデルルームの検討でござい

ます。一例で申し上げますと一番上になりますが、住宅省エネルギー化の推進でございますが、住宅

の改修時などに断熱材等を促進していただき、住宅の省エネルギー化を進めていただければと思って

おります。 

 また、次の項目の省エネ家電の買いかえ促進がありますが、こちらは技術革新によって新しい家電

は省エネ性能が向上しておりますので、購入費用の一部を補助させていただいて、ＬＥＤ照明などの

買いかえを促進していきたいと考えております。 

 次に、３つ目の大きな項目、エコライフスタイルの推進でございます。１点目がエコドライブ、カ

ーシェア、自転車や徒歩移動の推進でございます。２点目が省エネの取り組み、環境意識の向上等の

意識啓発事業の推進でございます。３点目が緑化の推進・保全ということでございます。一例で申し

上げますと、省エネの取り組みとか、そういった意識向上の中では、今後、家庭で取り組める子供向

けの省エネ家計簿というものがありますが、そういったものの推進をしていきたいと思っております。 

 次に、４ページ目には家庭でできる省エネの取り組みの目安を示しておりまして、下の段の合計欄

には、上記に示しております、36項目あるんですが、そういった中を対応していただけるとＣＯ2で
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877キログラム、年間の節約目安として４万9,980円、約５万円程度が節約できるのではないかという

ことで、こういった表をつけて市民の皆さんに訴えかけていきたいと思っております。今後は、本ア

クションプランの実効性を高めるため、市民や業者の方にも説明会等を実施しまして実効性を高めて

いきたいと思っております。 

 なお、本アクションプランの案につきましては、ホームページで意見等を募集しまして、幾つかの

御意見をいただいておりまして、また、本日の建設環境委員会でいただきました御意見等を 終的に

集約しまして、国立市地球温暖化対策推進本部でお諮りする中で決定してまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。 

○【渡辺大祐委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。関口委員。 

○【関口 博委員】 何点か質問させてください。１ページの家庭からとか業務とかというＣＯ2の

排出量の計算の仕方というのは、統一されてできているんですか。例えば家庭では、１世帯ではどの

くらいだというふうなことで、それ掛ける世帯数でやるとか、そんな単純計算でこれを出しているの

か、それとも国立市独自のものが出せるんですか。 

○【清水環境政策課長】 こちらは１ページ目の下から４行目ぐらいのところに、この資料はオール

東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」多摩地域の温室効果ガス排出量よ

り作成しましたということで、国立市では積算できていないと、こういったところの数値を活用して

いるところでございます。 

○【関口 博委員】 その基準がわからないんです。つまり、こういうのを参照してつくっていると

いうのはわかるんだけれども、その算出根拠がわからないので、それは、今わからなくてもいいです

けれども、ちゃんと把握して教えていただければと思います。それで広報するときには、こういう基

準でやっていますということ。そうしないと、国立市は一生懸命やっていても、全体的な平均の数字

を持ってきて、世帯数で掛けて、国立市はまだですねみたいなことをやられたら、それは意味がない

ので、国立市は一生懸命頑張っているとか、そういうのがわかるような基準でやっているかどうかと

いうのを明確にしてほしいということです。 

 公共施設への再生可能エネルギー、２ページの丸が３つある左側の丸の再生可能エネルギーの導入

促進というものの３番目に、公共施設への再生可能エネルギー設備の積極的導入促進と書いてあるん

です。これは学校の屋上なんかに太陽光パネルなんかを置くとかというのがあるんですけれども、そ

のほかに何かイメージしていることがあるんですか。例えば、外壁は高日射反射率の塗料を使うとか

と書いてあるけれども、何かそういうイメージを持っているんですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。太陽光というところが非常に要素としては大きいと考えて

おります。また、例えば断熱化ということもございますし、その他地中熱というような利用も今後検

討していきたいというふうには考えております。 

○【関口 博委員】 地中熱というのは、やり方があるんです。確かに今の説明はわかるんですけれ

ども、１つ提案があるんですけれども、スーパーバリューの前のところに水源があるんですよね、国

立市。あれは今使っていないですけれども、あそこはすごい地下水が流れているんです。今どうなっ

ているかちょっとわからないんですけれども、私が市長の当時、あそこへ行ったときに、出てる水量

を計算すると、国立市民全員が飲めるだけの水量が出ているなというふうに概算で計算したことがあ

るんですけれども、あれすごい量が出ているんです。地下水が流れているんです。あれは小型の水力
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発電に使えるじゃないかなと思うんです。小型水力発電というのを、今いろいろなところでやってい

るんですけれども、それもちょっと検討していただけないかと思いますが、どうでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 小型の水力発電につきまして、以前から検討したことはございますが、例

えば高いところから低いほうに流すとか、そういったことも必要になってくるというふうに認識して

おりますので、そういったところがこの場所に該当するかどうかも含めまして研究してみたいと思っ

ております。 

○【関口 博委員】 前に提案したのは、多摩川の水を引いてきて、落差をつけて発電するという小

型の水力発電、それはちょっと難しいだろうなと思っているんですね。今、答弁でそういうふうに言

われたと思いますが、そうじゃなくて、あそこのスーパーバリューの横は流れているんです。そのま

ま落差なくてすごい勢いで流れて、大きな音がするんです。だから、水量のあるところは、水車がそ

のまま回るんですね。そういう発電があるので、それを検討していただきたいと思います。今のはお

願いです。 

 これ 後にしますけれども、４ページの、推奨する具体的なことが書いてあっておもしろいなと思

ったんだけれども、３番のエアコンの夏の冷房設定温度が27度から28度にするという、これは熱射病

のことでなかなか難しいんじゃないかなというのがあるのと、それから、17番のデスクトップ型パソ

コンの電源オプションを「モニタの電源をＯＦＦ」から「システムスタンバイ」にする。これ意味が

わからないので、その辺、何か意見があったら教えてください。 

○【清水環境政策課長】 こういったことも、今、御意見いただきましたので見やすいような形、誤

解を招かない表現にして進めていきたいと思っております。３番については、健康第一ということも

ありますので、そういった表現は考えていきたいと思います。17番については、デスクトップ型のパ

ソコンの電源オプションを電源ＯＦＦからシステムスタンバイにするというようなことで、わかりや

すいような表現にしていきたいと考えています。 

○【関口 博委員】 意見だけ言っておきます。恐らく電源をＯＦＦにして、立ち上げるときに電力

を使うから、システムスタンバイにしておけば、 初の立ち上げの電力が少なくなりますよというこ

とでこういうふうに言っているのかなと思うんだけれども、スタンバイというのもずっと使っている

んですね。本当にそれがいいのかどうかというのはわからないと思うので、この表現はちょっと考え

たほうがいいかなと思うので、それだけ言っておきます。終わります。 

○【高原幸雄委員】 １つだけ。実際、プランの４ページで推奨というふうになっているんですね。

これだけ市民の方が、 後のところで試算しているわけですね。３万8,000世帯がこれだけのことを

やれば12％削減できますよと。問題は、市民の皆さんの協力がこういう内容で実際にやってもらうた

めに、市役所としてはどういうふうにこれを徹底するかという問題があると思うんです。これは、こ

ういうふうにずらっと並べて、数字上はこうなりますよね。実際にそれを市民に実践してもらうとい

うことになると、それなりのＰＲも必要だし、推奨と言うからには市民の皆さんに理解してもらって

心がけてもらうということを必要なわけだから、その辺についてはどんなふうに考えていますか。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。やはり周知、皆さんに御理解いただきながら進めていきた

いと思っておりますので、説明会とか、地域地域ごとに、もしくは自治会単位なのかもしれませんが、

そういった単位で説明をさせていただいて、まずはスタートさせていただいて、それを繰り返しとい

うことになるかもしれないんですが、そういった中で御理解をいただいていくことがよろしいのかな

というふうには思っております。 
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○【高原幸雄委員】 特にここに書いてある、例えばテレビなんかも主電源を入れたままでリモコン

でやると、主電がいつも入っているから電力量としては結構かかっているんですね。お年寄りの方な

んかも、結構そういう意味では十分に理解されていない方は、便利だからリモコンで操作するわけで

す。そういう状況もあるので、インターネットだとか、市のホームページというだけに終わると、結

局、これはなかなか難しいかなというふうに思いますので、その辺は十分に状況も見ながら、市民の

皆さんに協力の説明会というか、お願いというか、実践してもらいたいなというふうに要望しておき

ます。 

○【小口俊明委員】 ２ページのところを聞きます。削減目標です。一番上のほうですけれども、

2030年度までに二酸化炭素排出量の20％削減と書いてあります。それは基準が2013年度比ということ

です。１ページに戻りますと、１番上にある棒グラフ、2013年のところに棒が立っています。これを

読むと、このグリーンの帯の高さかなと思いますから、数字で見ると、260か70ぐらいかな。単位は

千トンＣＯ2、こういうことですかね。これが基準であると、そういうふうに思えばいいんですか。 

○【清水環境政策課長】 お答えします。2013年度がうちのほうで今把握していますのが27万トンと

いうことで思っておりますので、この表のとおりということで、よろしくお願いします。 

○【渡辺大祐委員長】 それが基準ということですね。 

○【清水環境政策課長】 はい。 

○【小口俊明委員】 基準がわかりました。それで、先ほど他の委員も聞いていたことに関連するん

ですけれども、この市が認識をしている27万トン、270千トンとイコールかな。この27万トンという

数字はどうやって計算したのかなというところでありますけれども、先ほどの答弁ではちょっと曖昧

なところがあったように思います。もう一度確認いたしますが、この27万トンを基準にするというこ

とですから、スタートにおいてしっかりと認識を、あるいは確認をしてもらいたいわけであります。

それがもし違っていたり、ずれていたり、あるいは何か取り違えがあったりすると目標そのものを間

違えてしまう。結果もおのずと違うものになってくるということになりますから、これをもう１回答

弁、27万トンということで市として認識をしているところの裏づけというか、その辺のところを、も

し今はっきりしないのであれば、ぜひこれをちゃんと把握、確認をしてもらいたいと思うわけですけ

れども、今のお考えをお聞かせください。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。そこは十分御意見をいただきましたので、周知すると

か、こういったものを集約するときにはそういったところも改めましてですね……。 

○【渡辺大祐委員長】 今、説明できるんですか。 

○【清水環境政策課長】 数字も根拠も明確にして、アクションプランを固めていきたいと思ってお

ります。 

○【橋本生活環境部長】 済みません、ちょっと補足をさせてください。今、我々も、これは他のと

ころの団体が出している資料で、じゃあ積み上げる計算根拠というところの手法というところまで詳

しいものを持ち合わせていないので、その辺は確認しながら、しっかりと数字の精査をした中で周知

を広めていきたいと思っております。 

○【小口俊明委員】 今の答弁でもう一段深く聞きたくなったんですけれども、この27万トンという

のは国立市の現状というグラフの中に書いてありますから、国立市の現状が27万トンなんだろうと理

解します。立川市は27じゃなくて、多分もう少し多いのかなと思うわけですけれども、国立市が27万

トンということでよろしいんですね。それは27万トンという数字が、他の団体がつくった資料の中に、
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国立市は、その団体の基準によって計算したところ、27万トンでしたよという報告書があって、そこ

から転記しているというふうに理解すればいいんですか。 

○【渡辺大祐委員長】 環境政策課長、ちゃんとわかりやすく答えてください。 

○【清水環境政策課長】 はい。失礼いたしました。先ほども一応御答弁させていただきましたが、

引用したデータ先がオール東京62市区町村共同事業で行っています「みどり東京・温暖化防止プロジ

ェクト」というところのデータを引用させていただいておりますので、立川市なりは数字は違うんで

すけれども、国立市については御説明したとおりの経過となっております。 

○【小口俊明委員】 わかりました。ということは、その他団体が、その団体の考え方、あるいは標

準的な今の知見による精度の高い数字として計算をされているのであろうから、国立市はそれを転記

した。参照して記載をしているということですから、その中身をちゃんと把握して説明できるように、

なぜこういう数字になっているのかというのを、我々議員に対しても、市民に対しても、ちゃんと理

解できる形で明らかにするようにぜひ、きょうは難しそうですから、次回以降の機会でわかるように

説明願いたいと、今後取り組んでもらいたいというふうにお願いしておきます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)国立市域地球温暖化対策アクションプラン（案）についてを終わります。 

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

 報告事項(2) （仮）矢川プラス兼矢川複合公共施設の基本計画の中間報告について 

○【渡辺大祐委員長】 報告事項(2)（仮）矢川プラス兼矢川複合公共施設の基本計画の中間報告に

ついてに入ります。 

 当局から報告を願います。富士見台地域まちづくり担当課長。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 それでは、報告事項(2)（仮称）矢川プラス兼矢川複

合公共施設の基本計画の中間報告についてを御報告させていただきます。 

 建設環境委員会資料№13をごらんください。矢川公共用地の活用に係る検討経過ですが、これまで

市民の方からいただいた御意見を参考に、平成30年３月に、土地活用の方向性を示す矢川公共用地

（都有地）の活用計画を策定し、平成30年度からは施設整備に向けた基本計画の策定に向けて取り組

んでございます。矢川公共用地には児童館等を含む複合公共施設と保育園を整備いたしますが、本委

員会では複合公共施設及びエリア全体の基本方針について報告をいたします。 

 基本計画では、施設に導入する機能の配置や規模、コンセプトや使用方法を念頭に置きながら決め

込む必要がございます。そのため、市民意見をもとに複数のプランを作成し、それに対し、さらに御

意見をいただくことで現在プランの絞り込みを行ってございます。基本計画は平成31年６月に策定す

る予定でございますが、今後も市民意見交換会やパブリックコメント等を通して多様な意見を収集し、

基本計画の案としてまとめてまいります。 

 次に、基本計画の中間報告書について概要を御説明いたします。環境委員会資料№14をごらんくだ

さい。矢川公共用地の活用事業はこれまでも御報告させていただいてございますので、活用計画から

深掘りをしたコンセプトと施設計画の考え方、そして検討案、スケジュールについて要点を御説明さ

せていただきます。 

 初めに、ページが飛んで恐縮ですが、９ページの計画コンセプトをごらんください。活用計画では

子供・高齢・にぎわいという３つの視点から、地域に元気を生み出すというコンセプトを示しました。
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基本計画では市民意見に基づいた活動のイメージから、それをさらに深掘りし、「～矢川プラスのあ

るくらし～『まちなかの大きな家と庭』」という計画コンセプトを提案いたします。 

 これまで市民の方からは、「地域の人同士がつながれる場にしたい」、「イベント時だけではなく、

ふだんの居場所として多世代の方が利用できる場所にしてほしい」、「周辺の地域を巻き込み、にぎ

わいを生み出す施設になってほしい」というような意見が多数寄せられてございます。矢川地域の課

題である少子高齢化への対応も踏まえつつ、まちの多様な人たちがこの矢川プラスという大きな家を

介してつながり、さまざまな活動を生み出し、その場にかかわった方全てが元気になっていくという

仕組みです。同時に、子供から高齢者までの方が自然に触れ合える環境を整備することで、児童館や

保育園を利用する次世代を担う子供たちをまちぐるみで育んでいく持続可能なまちづくりを実践した

いという考えからこのコンセプトを考えました。 

 次に、導入機能の考え方です。またページが飛んで恐縮ですが、13ページをごらんください。矢川

複合公共施設には児童館、子育てひろば、そして地域活動など、多世代が多様な活動に使用できる多

目的ホール、そしてふだんの居場所としても利用できる広いエントランスホールや屋外広場を計画し

てございます。また、発達支援事業につきましては、市内の全ての子供たちに対して切れ目のない支

援を提供していくため、複合施設で行う事業内容を整理いたしました。 

 また、市では幼児教育の推進を掲げており、まちぐるみでの子育ち支援の実現を目指す考えですが、

これは矢川プラスのコンセプトとも通じるものです。よって、児童館や子育てひろば、保育園とも連

携し、幼児教育の推進を図るため、幼児教育センターの機能を新たに加えました。この幼児教育セン

ターでは、子供が将来に向けて生き抜く力を身につけていくための基礎となると非認知能力を育むた

め、平成30年度に実施した幼児教育推進プロジェクト「ここすき！」の実施や、幼児教育関係者はも

ちろん、保護者や地域の方が幼児教育への理解を深めるための各種研修や講演会等も計画してござい

ます。 

 次に、15ページの(5)事業運営の考え方をごらんください。矢川プラスは複合公共施設と保育園を

一体的に整備するものでございます。これまで市民の方からは、施設全体のマネジメントの必要性、

あるいは平日夜間・休日利用に対する意見が多数寄せられてございました。コンセプト実現のために

は、複合施設の利点を 大限生かすとともに、保育園とも連携しながら、施設全体の事業をコーディ

ネートしていく必要があると考えております。 

 一方で、矢川保育園につきましては、運営者として国立市社会福祉事業団が設立される予定ですが、

この事業団の設立意義につきましては、保育所運営にとどまらず、地域の児童福祉の増進を図り、ま

ちづくりへの貢献を目指すものであります。そのため、複合公共施設の管理運営主体につきましては、

事業団への指定管理委託も視野に入れながら検討を進めてまいります。 

 次に、施設の現状案についてです。これまでの市民意見をもとに２つの案に今絞り込んでございま

す。18ページ、19ページをごらんください。複合施設と保育園は別棟で整備されますが、外観からも

一体感を出すために円弧型のデザインとしております。１階部分、それから２階部分の機能配置や床

面積に大きな違いはございません。主な違いとしては、屋外広場を含めて個々の機能をあわせること

で、より利便性の高い配置とするために２つの異なる案を示してございます。今後この両案に対して、

さらに市民意見をいただくことで絞り込んでまいります。なお、これまでの検討経過につきましては、

20ページ、21ページに記載をしてございます。 

 後に、事業全体のスケジュールについて御説明いたします。22ページをごらんください。スケジ
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ュールにつきましては、東京都による都営矢川北アパートの建てかえ事業の影響などにより変更の可

能性はございますが、複合公共施設につきましては、平成31年６月に基本計画を策定。その後、基本

設計、実施設計へと進め、平成33年度（2021年度）より工事に入り、平成34年度（2022年度）中まで

の開館を目途に進めてまいります。矢川保育園につきましては、平成33年（2021年）４月の開園を目

途に進めてまいります。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○【渡辺大祐委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 初にちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、（仮）矢川プラス

複合公共施設の基本計画の中間報告ということだったんですけれども、この報告、富士見台地域のま

ちづくりということで今課長が説明したんです。実はこの事業計画は、たまたまきょうは建設環境委

員会で報告を受けたんですけれども、総務文教委員会と福祉保険委員会にも関連する事業なんですね。

その辺について、各常任委員会で説明なり報告をどういうふうにやっていくのかという、基本的なこ

となんですけれども、それを確認して、各常任委員会にやってもらいたいと思うんですが、それを確

認したいんです。 

○【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。今回は施設整備の基本計画に係る

あくまでも中間報告ということで、これまで同様に建設環境委員会に御報告させていただきました。

ただ、委員御指摘のように、今後は、より各部局の事業と密接にかかわってきますので、今後、ほか

の委員会への御説明につきましては、時期を見て必要な御報告をきちんとさせていただくことを考え

てございます。 

○【大谷俊樹委員】 大分案が絞り込まれてきたなと思うんですけれども、ちょっと初歩的なことを

お聞きしますが、 初に矢川プラスということでお示しいただいたものと大分変わってきているなと。

議会ですから、途中途中、自分で発信して資料を追っかけていればわかるんですが、そうじゃなくて、

議会のを追っていくと、この前の資料というのは、たしか表紙にスケッチで書いてあった矢川プラス、

そこでは、たしか保育園は多目的ひろば（野外スペース）のほうに隣接していたのかなと。多目的ル

ームというのは保育園があるところに予定をしていて、そこに駐車場があったような思いがあります。

これがＣ－２－１・２案に絞られてきたというところで見ますと、例えば駐車場で言えば、車椅子使

用者用Ｐが１つだけあります。車椅子の使用者というのはどういう方が来られるのかなと思いますけ

れども、一般市民が使う多目的ルームから非常に遠いというような位置づけになっております。 

 駐車場はそのほかはちょっと見当たらないとか、あるいは配置が転換された。そして園庭というも

のがあるんですけれども、 初の予定だと多目的ひろば（野外スペース）と園庭は兼ねているので非

常に有効的にスペースを利用されているなと思ったんですが、ここは園庭を隔離して、園庭は園庭だ

よというふうになっているところの使い方、保育園のスペースは保育園のみで使うというような案に

なっておりますけれども、当初は事業団の予定も定かではなかった中でこういうふうになってきた。

その辺の変化、議会からすると急激にここが出てきましたものですから、その説明をいただけますで

しょうか。 

○【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。まず、建設環境委員会資料№14

の20ページ、21ページをごらんいただきたいのですが、今、委員御指摘のように、急に円弧型の形が

出てきているということはあるんですが、実は、我々活用計画の段階から市民の方からたくさん御意

見をいただき、さらに市民ワークショップにこの円弧型を含めて複数のパターンを御提示いたしまし
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た。その中で、市民の方から駐車場の位置はどうしたほうがいいのかとか、より広場を有効的に活用

するためにはどうしたらいいのかというような御意見をいただく中で現状の案になってきたというこ

とがございます。今後も、今御指摘いただいたような、駐車場からエントランスまでの間隔が長いの

ではないかとか、そうした御意見も当然ながら、今月３月23日にもワークショップを開く予定でござ

いますので、そうした意見に参照としながら加えていきたいと思っています。以上でございます。 

○【大谷俊樹委員】 そうしますと、駐車場はもうなくなったということでよろしいですね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、駐車場につきましては、駅が近いという利点と、

それから利用者の方、市民の方から、ここに車で来て、車で帰っていくというような施設にはしない

でくださいという意見が実は何個かいただきました。といいますのは、この施設を拠点としながら、

周りの商店街に寄っていただいたりとか、そうしたところを念頭に置きながら、エリア全体での拠点

づくりをしてほしいという御意見がございましたので、現状では駐車場が必要 低限のしょうがいし

ゃの方のため、あるいはイベント等で使うための荷さばき用の駐車場、そうしたところで考えてござ

いますが、また、市民の方からもし御意見が出てまいりましたら、そうした御意見は真摯に受けとめ

て考えてまいりたいと思います。 

○【大谷俊樹委員】 後にしますけど、今聞いただけでも、大分ここまで絞っていただいて非常に

ありがたいなと思いますけれども、まだ検討の余地があるような御答弁だったのですが、いつまでも

そうやっていろいろな意見を聞いてころころ変わるといけないのかなと思います。 後、22ページに

ありますけれども、 終的にもう建設するよという素案ができてくるのは、これでいくとどの辺のあ

たりになるのでしょうか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 先ほど申し上げたように、まずはことしの６月に基本

計画をつくり、その後、具体的な実施設計に入りますので、実施設計に入りますと、具体的にどんな

材料を使っていくかとか、建設時期はどう見ているとかという具体的な話になってまいりますので、

設計段階に入りますと、ある程度建設する時期も見えてくるという考えでございます。 

○【大谷俊樹委員】 具体的に平成31年６月でよろしいですね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 失礼いたしました。平成31年６月に基本計画をまとめ、

その後、６月から設計に向けた準備を進めてまいります。 

○【関口 博委員】 そうだとすると、かなりここで聞かなければいけないのかなと思ったんですけ

れども、３ページの上の図に都有地920平米要望中と書いてあります。この状況はどうなんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 都有地の920平米につきましては、活用計画の段階か

ら東京都のほうでなるべく市のほうが計画に使いやすいようにということで今話を進めてきてくださ

っていますので、おおむねこちらのほうは借りられる予定でございます。 

○【関口 博委員】 了解しました。よかったと思います。 

 それでは、18、19ページの図、これは今までのＡ案、Ｂ案、Ｃ案があって、その中でＣ案を採用し

て、それで２案に絞り込んできたという話で、これを見ると、どちらも幼児教育センターと子育てひ

ろば、児童館というような形で子供が中心になっているかなと思いますけれども、ここのコンセプト

として、子供と多世代の人たちが交流するというふうなイメージを持っていたと思います。これで多

世代の人たちが交流できる、特に高齢の方とか地域の人たちが交流できるというふうに、それはどこ

で行われるんですかね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、この施設につきましては、国立市として初めて
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の複合施設となります。我々まずこれを計画するに当たって、市民の方からも、部屋ごとに隔離され

るような施設にはしたくないという話で御意見を頂戴しました。ですから、例えば子育てひろばを御

利用されているお子さんが、その事業の間に屋外の広場に出てこられるとか、あるいは幼児教育セン

ターを利用されている方も子育てひろばを利用したり、下の多目的ホールを利用したりということで

重ね使いをしながら交流ができるものと考えてございます。 

 それと、広く屋外スペース、先ほどの都有地のところも含めてとっておりますのは、自然とそこで、

何か企画をしたときだけ交流するというものではなく、いつその場所に行っても、多世代の方が自然

とそこにいるような空間をつくりたいというところがコンセプトでございますので、日常でのそうし

た自然な交流の仕方、あるいはイベントのときに少し企画をして多世代が交わるような企画を考えて

いきたい、そのように考えてございます。 

○【関口 博委員】 私が聞いたのは、この施設の中での交流の仕方というのは、ここの18、19ペー

ジだけ見ると見えないですけれども、どこで交流ができるというふうに考えられるんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 失礼いたしました。まず、屋外の空間ですと、１階に

エントランスホールというところがございます。ここは、そこの前に両案ともとおり土間というよう

な形でエントランスをかなり広くとってございますが、ここは単純に広い玄関という意味ではなく、

ここに例えば機能的にベンチを置いたり、軽食を食べられるようなスペースを設けたりと、その辺を

戦略的に備品も含めで設置をさせていただき、こうしたところで自然と触れ合えるようなところをつ

くっていきたいと思っています。それと、２階のところに大階段といって広い階段が外のほうに広場

とつながっているところがあるんですが、こうしたところもただ下から上に上がるという機能だけで

はなく、ここに座って例えばお話ができたりとか、自然と上にいるお子さんの様子が見られたりとか

いうようなところで多世代が交流できるスペースと考えてございます。 

○【関口 博委員】 少しイメージしていたのは、例えば高齢者の方々が昼間に来て、子供たちと一

緒にというような、あるいは高齢者の人たちが食事をするとか、昼食をするとかというイメージも持

っていたんですけれども、そういうスペースは特にここでは考えていないということですかね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 重ねての答弁になって大変恐縮なんですが、そのエン

トランスホール、あるいはとおり土間、そして広い屋外広場というのがそうしたお食事なんかもでき

るようなスペースと考えてございます。あるいは多目的ホールといいますが、これは予約のあったと

きだけ使うものではなく、予約がなかったときはそこを開放して、そこで交流ができるようなことも

ソフト展開の中で考えていきたいと思っています。 

○【関口 博委員】 わかりました。ベンチがあったり、食べるところがあったりすると、あるいは

コーヒーというかな、カフェができるエリアがあったりすると自由に行っていいんだな。だけど、そ

ういうものがないと、子供たちだけの施設なのかなというふうになりそうな記述なので、ぜひそうい

うのを、多目的とかエントランスとかと書くとわからなくなるので、そういうところに高齢者の人た

ちが集うこともできますよというような理解でよろしいですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 そのような施設を目指したいと思っています。 

○【関口 博委員】 わかりました。その辺はそのように理解しておきます。１つ、検討経過という

のが後ろのほうに、後ろの２ページです。中間報告書資料編というのかな、後ろのほうの２ページに

検討経過が書かれていますけれども、これを見ていると、ワークショップが平成30年11月24日に１回

あって、そのほかには検討部会、検討部会って職員の人たちが一生懸命頑張ったんだろうなというふ
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うには見えるんです、確かに。だけど、先ほどからの話だと、市民の意見をたくさん聞いてという割

には、この検討部会のメンバーを見ると全部職員なんですね。職員の人だけで本当に新しい発想とい

うのができるのかなというのがちょっと心配なんですね。そのために施設見学というのが、板橋区と

か杉並区とか相模原市のところに見に行ったということで、そこはある意味いい施設なんじゃないか

というようなことを聞いて、職員の人たちがここに行ったというふうに理解しようかなと思ったんで

すけれども、そういうことですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まずは施設の計画につきましては、委員の皆様にも大

変お待たせをいたしまして、やっと基本計画の検討に行き着いているんですが、この間は数年来、た

くさんの市民の方からいろいろな御意見をいただいてきました。この庁内での検討部会は、基本的に

は、いただいた市民の方の御意見をどう空間上に表現できるか、落とし込めるかということで話し合

ってございますので、もちろん施策展開する中で庁内の検討の目というものは入れていますが、基本

的にはこれまでいただいた皆さんの御意見を整理したという考えでございます。 

 そして、その視点の中で、今、国立の市民の方からいただいている意見がどう空間で表現できたら

地域課題が解決できるのか、そういう視点でいろいろな施設を見学してまいっておりますので、また

今月、３月23日に市民ワークショップを開きますので、いただいた意見をさらに反映させてまいりた

いと考えてございます。 

○【関口 博委員】 後にします。市民の意見を一生懸命聞いた後に、それをどうやって計画に落

とし込めるかということで検討部会がされたということなんですけれども、市民の意見というのは、

矢川プラスというのができますよというようなことで発信した後に、それから市民の人たちが担当の

ほうにこういうのがいい、こういうのがいいという意見を言った意見という意味ですか。市民意見と

いうのは、どこで集約されたものですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 我々活用計画を考える際にも、例えば児童館の保護者

の方であったり、小学生の保護者の方であったり、あるいは周辺地域の自治会さんであったり、その

場をきちんと設けまして、皆さんから御意見をいただいているということでございます。 

○【小口俊明委員】 では、伺います。これは東京都の都営住宅矢川北アパートの建てかえの計画に

伴って、その場所を国立市が使えるということで、それがきっかけでこのようなことになっているの

かなというわけでありますけれども、東京都のほうの矢川北アパートの工事の進捗がどうもおくれが

生じているということもあるようです。それと矢川プラスの計画における、これまでの何らかの影響

の経過があるのか、今後に対して何か影響が出てくるのか。その辺のところ、現状についての確認の

質問をいたします。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、東京都のほうからは、平成で言って恐縮ですが、

38年に全ての工事が完成するということは、今いただいている 新の情報でございます。そして、

我々のこの事業につきましては、設計会社のほうとも、基本計画の支援業者のほうとも、まずは我々

のほうで打ち出している複合公共施設については34年度中のオープン、そして保育園につきましては

33年度の４月にオープンできるように、そこはきちんと考えながらやっているところでございます。 

○【小口俊明委員】 今の、東京都の事業としての全体は38年だけれども、ここの部分においては、

矢川プラスの関連のこの施設においては34年にはオープンで、33年の４月の保育園機能ということで

ありますけれども、これは今、東京都の計画の中に沿ったものとして、国立市がこのようなスケジュ

ールを組むことができている。東京都の矢川北都営との工事のスケジュールとマッチングした期日と
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しておっしゃっているのか、それを確認します。これは東京都と確認がとれている内容としての34年

であり、33年であると理解してよろしいですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 市の計画時期につきましては、これまでも東京都のほ

うにきちんとお伝えしてまいりましたし、これまで建設環境委員会でも実は更地化の工事のおくれ等

によるスケジュール変更等は御報告させていただいたんですが、東京都からの報告の工事スケジュー

ルの計画の中では、現状では我々のオープン目途は変更がないと考えてございます。 

○【渡辺大祐委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)（仮）矢川プラス兼矢川複合公共施設の基本計画の中間報告についてを終

わります。 

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

 報告事項(3) 富士見台地域まちづくり事業の検討状況について 

○【渡辺大祐委員長】 報告事項(3)富士見台地域まちづくり事業の検討状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。富士見台地域まちづくり担当課長。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 それでは、報告事項(3)富士見台地域まちづくり事業

の検討状況についてを御報告させていただきます。 

 建設環境委員会資料№12をごらんください。取り組みの背景でございます。富士見台地域のまちづ

くりにつきましては、平成30年２月に「富士見台地域まちづくりビジョン」を策定し、まちづくりの

方向性を示しましたが、さまざまな地域課題の中でも、特に富士見台団地を初めとした地域の高齢化、

あるいは老朽化の進んだ公共施設の再編が喫緊の課題となってございます。ビジョンに示したまちの

将来像は、「誰もが、活き活きと交流し、互いに支え合い、彩り豊かな暮らしを安心・安全・快適に

楽しみつづけられるまち」というものでございます。その実現のために平成30年度から３カ年の計画

で重点まちづくり構想の策定に着手してございます。 

 ２、まちづくりの流れをごらんください。現在取り組んでいる重点まちづくり構想でございますが、

まちづくりの条件を整理するものであり、その後には、それをさらに具体的に実現していくための方

策を整理する重点まちづくり計画を策定する予定でございます。 

 ２ページ目をごらんください。構想策定の目的でございます。構想は、まちの将来像実現のために

重点的に取り組む項目について、ハード面・ソフト面の両面から、まちづくりに必要な条件を整理し、

それを市民の方はもちろん、ＵＲ都市機構などの事業者ともしっかりと共有しながら、その後の重点

まちづくり計画へとつなげるものでございます。 

 ３ページ目をごらんください。構想策定のステップでございます。３カ年計画のうち、初年度とな

る平成30年度は、構想の基礎となる地域資源と地域課題を整理してまいりました。平成31年度からの

２カ年では、市民の皆さんとの協働により構想づくりを行う体制を整備し、構想素案の作成、構想案

の策定と順に進めてまいります。 

 構想策定の体制でございますが、構想づくりには次の３つの視点が重要と考えてございます。１つ

は市民の生活実感の視点、そして行政施策の視点、さらに専門的な視点の３つでございます。この３

つの視点を連動させながら構想をまとめてまいりたいと考えてございます。 

 ４ページ目をごらんください。４、平成30年度の取り組みについて御説明いたします。構想検討の

初年度は、先ほど申し上げましたとおり、市民の方、行政、専門家の３つの視点から構想の基礎とな
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る地域資源・地域課題の整理を行いました。これらの取り組みは次年度からの市民の方を交えた検討

の場においてきちんとお示しをしてまいります。 

 ５ページ目をごらんください。取り組みの概要と成果でございます。まず、市民の皆さんとの協働

ですが、平成30年７月14日に講演会とあわせてワークショップを実施したほか、富士見台地域の自治

会さんや地域活動団体へのヒアリング、さらには子育て世代へのアンケートなどを通して、市民の方

の生活実感に基づく地域資源や改善したい点などを把握し、それを富士見台地域の空間上に落とし込

んだマップを作成するなどいたしました。 

 次に、庁内での検討状況ですが、部課長職で構成されております富士見台地域まちづくり庁内検討

会の下に係長職を中心とした実務担当者レベルでの重点まちづくり構想検討部会を設置し、行政施策

の視点から庁内横断的な検討を行い、地域資源、改善したい点などを整理しております。 

 ６ページ目をごらんください。専門的な視点でございます。市では、構想の検討時期とあわせて、

平成30年度より東京大学と共同研究を実施してございます。共同研究の目的は、分野横断的に地域資

源を調査・分析し、今後まちに必要となる条件を整理することでございます。本年度は、富士見台地

域をより細かくエリア分けし、環境特性の違いによる将来的な施設ニーズ等を予測するための分析を

開始したほか、自治会等地域活動団体へのヒアリング調査、あるいは富士見台地域の小学生に対する

外出先、遊び場に関するアンケートなども行いました。調査の結果につきましては、現在まとめてい

るところでございますので、今後、まとまり次第、順に市民の方にお示しをしてまいります。 

 なお、現状の調査の成果でございますが、地域の方がどこにどういった場所を求めているのか。ま

た、富士見台の同じ町内であっても、その住まい方によって高齢者の外出行動に違いが見られるなど、

今後、施設配置やコミュニティーの形成を考えていく上での条件が見えてきてございます。 

 後に、重点まちづくり構想策定に向けた今後のスケジュールです。７ページ目をごらんください。

本年度整理した地域資源や地域課題をもとにしながら、２年目となる平成31年度からは、市民の皆さ

んとの協働により構想をつくり上げていく、そのプロセスそのものを大切にしたまちづくりを実践し

てまいります。次年度に素案を作成し、３年目となる平成32年度（2020年度）に構想を策定する計画

で進めてまいります。 

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○【渡辺大祐委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。 

○【青木 健委員】 説明ありがとうございます。この中で、消防署はどこに入っているの。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 これまでも質疑委員のほうから消防署の必要性、給食

センター跡地への誘致ということで御質疑いただいております。我々それを昨年７月14日に開かれた

市民ワークショップのときには市議会の場でこうした意見が出ているということはお示しいたしまし

た。今現在、構想づくりを検討しているわけでありますが、構想をつくる中で、消防署という防災機

能の向上というのは非常に大切であると市長のほうからも申し上げているところでございますので、

市全体のまちづくりの中で、どこにそうした機能が必要なのかについては、今後、構想をまとめてい

く中でしっかりと関係部署と連携しながら考えてまいります。 

○【青木 健委員】 市全体のまちづくりということですか。確かに現段階において場所を特定する

ということについては、行政サイドとしては難しさがあるのかなということはわからないわけでもな

い。しかし、ある程度、具体的に給食センターが移転した後の跡地ということではなくても、この中

に防災機能の強化ということについて盛り込んでもいいんじゃないかと、おのずと場所については特
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定されてくるんです。そういうことを何も入れてくれていないじゃない。ということは、そういうふ

うに行政サイドが言ったとしても、市民参加でやって、そこで全く出ませんでしたということなれば

できないよ、これ。それぐらいの言葉を入れてもいいんじゃないかということで言っているんですけ

ど、どうですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 先ほど構想づくりを市民の生活実感、それと行政施策

の視点、そして専門的な視点と３つの視点から考えると申しております。ですので、委員からこれま

でいただいている意見も含めて真摯に受けとめて、行政施策の中でもきちんとそうしたケーススタデ

ィを行っていきたいと思っています。 

○【青木 健委員】 どうもありがとうございます。今の御答弁をいただきましたので、一つ安心し

ました。ただ、シビックセンターというものについては、何か突然出てきて歩いているわけです。富

士見台、シビックセンターできるんだってって、どこでもこれ協議していないですよ。 

 では、議会サイドからその要求があったかというと、私もあったような記憶がない。実際いろいろ

な団体からも防災機能というか、国立市に本署がないということで、大規模災害が起こったとき非常

に心配だという声が出て、消防署を早く誘致してほしいんだということについては言われているけれ

ども、全く入り込んできていないということで、これは行政として、私は片落ちの運営の仕方じゃな

いかということは指摘をさせてもらいます。以上です。 

○【大谷俊樹委員】 １ページにまちづくりの流れがありますね。ここで教えていただきたいのが、

今、四角で囲っております構想策定、これを2020年にやりますよと。その後、構想策定に３年かける

わけですね。今まで大分時間かけて、やっと構想をつくり上げるという条件をつくってきたのかとい

うことでありますけれども、この先、ビジョン策定、また勉強会（まち歩き）、これ何遍もやってい

るけど、またやるんだなと思っているんです。さらに 終的に庁内検討会の設置、こういう動きでや

っていくわけですね。ということじゃなくて、下に来ているんですか。下に来ているんですね。そう

か。それならわかります。失礼しました。 

 そしたら、2020年、今のは帳消しで、それならば合点いきます。検討をスタートしました。まち歩

きしました。大分ね。ビジョン策定して、今ようやく構想策定に来ました。 後、計画の策定、2020

年からやりますと。この間、結構時間、幅狭まって、絵でもそうですけど狭まって、構想策定が大体

この幅でいきますと３年ですね。これの恐らく３分の１ですから、計画策定というのは１年ぐらいで

できるという時間軸ですかね。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 図がわかりにくくて大変申しわけありません。まず、

構想づくりに３年というのは御説明差し上げたのですが、その後の計画づくりには、現段階では２年

と計画してございます。 

○【大谷俊樹委員】 では、具体的に2022年に計画策定が終わるということで考えてよろしいですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 はい。それを目途にやっております。 

○【高原幸雄委員】 今、検討状況ということで報告がありましたが、実はこの間も自民党の青木委

員のほうからですかね、福祉会館の駐車場の問題で意見が出まして、福祉会館の捉え方ですけれども、

ここに書いてあるように、お互いに支え合いながら暮らせる住まいづくりやコミュニティーづくりと

なっていますね。そういう意味での機能を持った公共施設というのは福祉会館だと思うんです。福祉

会館の利用受け付けの初日、６カ月前にとれますからね。40人近く市民の方が場所取りに並ぶんです。

こういう状態というのは好ましい状態とは言えないと思うんです。特に、会館の事業がほとんどいい
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ところって変な言い方だけど、土日とか、そういうところは全部、会館で押さえているんです、会館

事業として。だから、市民が利用できる枠というのは極端に少なくなる。だから、並ぶ人数も多くな

る。つまり、１団体が10名ぐらい組織されて、番号をとって実際とるという実態があるんです。市は

つかんでいるかどうかわからないけれども。 

 ですから、私は今後のまちづくりを考える場合に、こういう市民の活動を支える施設は、そんな大

きいものじゃなくて、先ほどもシビックセンターという話がありましたけれども、そういう大規模な

公共施設じゃなくて、地域で利用できる集会施設なども必要ではないかと思うんです。そういうこと

もぜひこのまちづくりの、富士見台のまちづくりというのは国立市政の今後のまちづくりの１つのモ

デルになるわけでしょう、ある意味でね。そういうものをしっかり入れてほしいと思うんですが、ど

うでしょう。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、福祉会館の件は一例ではございますが、今、い

ろいろな地域の方のお声を聞く中で、コミュニティーのスペースというものは箱物以外にも、少人数

で集まれるちょっとしたベンチであるとか、あずまやであったりとか、使っていない会議室の一角で

あったりとか、いろいろな形でニーズがございます。まずは１年間かけて、市民の方がどういうふう

にして施設を利用しているのか、どれだけの時間を使っているのかということをきちんと調べてきて

ございますので、そうしたことを参考にしながら、将来どの場所に、どういった規模のどういったス

ペースが必要になるのか、そうしたところをきちんと考えてまいりたいと思います。 

○【高原幸雄委員】 駐車場の問題で、私、市民の方から直接言われたのは、谷保の１番地、府中境、

あそこから会館を利用するのに、高齢者の方です、場所取りにも、遠いから、バスも有効な路線がな

いので結局車で来るじゃないですか。そういう利用者にとっても駐車場がないというのは、福祉会館

の機能としては本来の機能を果たしていないと。しかも、業務用の車は全部地下にとまっているわけ

でしょう。そういうことは、今度のまちづくり計画の中できちっと改善してほしい。市民が身近に使

えるような、そういう機能を持った施設をきちっと配置してもらいたいと思いますので、それは要望

として出しておきます。 

○【小口俊明委員】 シビックセンターという言葉が歩き始めているというようなお話もありました。

各委員会の委員の中でも、いわゆるシビックセンターというものの捉え方ということで違いがあるの

かなと思っていて、どういうことを行政はイメージしてこの言葉を使っているのかというのを、一旦

ここで今のイメージを我々委員にも説明を、概略でいいですから、こういうものとして捉えていると、

こういうものとして想定しているというところを説明しておいていただきたいんですけれども、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】 まず、シビックセンターという言葉でございますが、

こちらは都市計画マスタープランのほうに、市役所を含めた公共施設が周辺した地域というような説

明をさせていただいておりますので、まず、上位計画に倣って富士見台の計画でもシビックセンター

という言葉を使っております。こちらはどれがシビックセンターという定義になっているかというも

のではなく、今後、多世代の方が安心・安全に住み続けられるために、公共施設は当然ながら富士見

台の方だけが利用するわけではなく、市全体の方が利用するという中での利便性を考えて設置するも

のですから、それが複合化したものが望ましいのか、あるいは小学校と一緒にしたほうがいいのかと

か、分散しておいたほうがよろしいのかというような、いろいろな考え方があります。その中であく

までも目的としては、多世代の方が安心して住み続けられる環境のために公共施設がどうあるべきか、
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それをシビックセンターという言葉を使って考えていきたいと思っています。 

○【小口俊明委員】 ということは、この後、この国立市富士見台の地域にシビックセンターなる新

しい公共施設、建物を新規に建設しようという話ではなく、既存の公共施設の建てかえにあわせて、

複合化ですとか、そういった意味合いで再編をする中で、かつ、その建物１つを指してシビックセン

ターと言うのではなく、富士見台地域にある各公共施設全体を一括してシビックセンター地域である

というような意味合いの捉え方でシビックセンターというのは使っていると。１つの特定の建物では

ないんだという理解を今の説明ではいたしますけれども、それでよろしいですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 私が説明すべきところを、大変申しわけありません。

そのとおりでございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。そういう捉え方で今後はお聞きをしてまいりたいと思います。 

 それで、１ページ目の大きな１番、まちづくりの取組背景というところで、上から４行目のところ、

「公共施設の再編、及び大規模団地の再生と連携したまちづくりの推進が喫緊の課題になっていま

す」という指摘があります。先ほど来の説明の中では、公共施設の再編というところは一部ありまし

たけれども、大規模団地の再生との連携というところについては余り触れられていなかったんです。

ここのところを、この段階で言えるところの説明がありましたら伺います。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 この大規模団地の再生と連携したまちづくりにつきま

しては、具体的には国立富士見台団地、あるいは今、矢川都営のほうが建設してございますので、こ

の２つの大きな団地のことを指してございます。当然こちらにつきましては、現在居住者の方がいら

っしゃいますので、その居住者の方たちの高齢化している課題であったり、あるいは空き家が多くな

っている課題であったり、そうしたものを公共施設の再編と同時に一緒に考える中で考えていくとい

うところでございます。 

○【小口俊明委員】 そこに住んでいらっしゃる方がいる中での、あるいはそれを前提とした内容で

ありますから、ここは丁寧に、また慎重に、かつ公共の理にかなった取り組みということで、行政は

しっかりと進めていっていただきたいと思います。以上です。 

○【関口 博委員】 ３ページ、構想策定の体制ということで、市民、国立市、専門家という、市民

の意見を聞きながらやっていきますということでつくられているんですけれども、この４番の構想策

定の体制という言葉の下の２つ目の丸のところで、「そのために、行政が作成した構想案に対して市

民の合意を図るといった従来型の進め方からの転換を図り、市民と国立市が構想を共に作り上げてい

く」というふうな書き方がされているんですけれども、この従来型の進め方というのは、いつのこと

を言っているんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 ごくごく一般的なものなのでございますが、まちづく

り等を進める際に、ある程度行政のほうで素案から形なりをつくってしまい、それに対して意見をい

ただいて、 終的にまとめるというのがこれまでの、これはどこの市というわけではありませんが、

一般的にそうしたものがあったかと思います。そうしたものではなく、これから目指していくのは、

そうしたフレームも含めて市民の方と一緒につくり上げていくというようなプロセスをとりたいとい

うことでございます。 

○【関口 博委員】 市民の意見を聞きながらというのは、姿勢としてすごくいいと思います。ただ、

従来型の進め方というのは、はっきり申し上げて、佐藤市政と関口市政の間ぐらいで変わったという

のがあると思うんです。つまり、国立駅周辺まちづくりのときには、市民とか商工関係者とか、それ
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から行政、専門家がずっと検討して、市民参加でずっとやってきたというのがあって、ところが、佐

藤前市長のあたりから永見市政にかけていわゆる従来型になったという、行政が作成して、構想案に

対して市民の合意を図る。つまり、パブリックコメントを求めましたよ。これで聞きましたよという

ようなやり方というのは、そういうようなことがずっと起こっていて、ああ随分やり方が変わったん

だな。トップダウンでやるというやり方なんだ。それはそれで首長のやり方としてあるかなというふ

うに思うんだけれども、この従来型というのは、関口市政と上原市政のときはなかったというふうに

私は思っているので、ぜひこの辺は一般的なというふうに言われていたけれども、反省を含めて書い

てあると言うんだったら、これはそれでいいのかな。駅周辺のまちづくりのときのように意見をよく

聞いて、そして模型をつくったり、出前をしたりというようなことをしながらつくっていた、ああい

う姿勢というものをぜひもう１回戻してほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、４ページ、５ページにかけてなんですけれども、５ページの下から３行目、「富士見台

団地の高齢化が進行しており、若い世代の居住誘導が必要」と書いてあります。確かにそういう視点

というのは大事かと思いますけれども、若い世代がぼんと入ると、また、そこで何年かしたら高齢世

帯だけになってしまうというのがあって、そういうのを解消するというかな、つまり、多世代が住ん

でいるまちづくりというのを目指してほしいということを私は前から言っていたんです。そのために

は方針、方策、施策というのがあるんですね。 

 町によってそういうのを一生懸命考えてやっているというところがあって、１つは、提案していた

のは千葉県のユーカリが丘タウン、あそこは企業がつくったまちですけれども、非常におもしろいコ

ンセプトで、しかも、多世代になるように一遍に募集しないとか、若い人たちが入っていくんだけれ

ども、だんだん多世代になっていくというような、そういうまちづくりをやっているんですね。山万

というところだったかな。前に自分たちがつくったまちが高齢化してしまったという反省のもとにつ

くったまちです。ぜひとも参考にしていただきたいと思います。 

 市民に説明するときに、こういうようなまちがあるとか、こういうようないいものがあるというの

を職員が知っているというのはすごく大事だと思うんですね。今、住んでいるまちで、住み続けたい

まちというので柏の葉というところが選ばれて、みんながえっと思ったんですけれども、それは副市

長がかかわったところでもあるんですね。これは国立駅周辺まちづくりの座長をやっていた北澤教授

という、亡くなってしまったんですけれども、北澤教授が、柏の葉に東大のキャンパスがあったので、

柏の葉というところでまちづくりを市民と一緒にやっていったという。そこのところに副市長がかか

わっていたというのを聞いてびっくりしたというのがあったんですけれども、柏の葉のところの知識

も副市長は持っていらっしゃると思うので、全部網羅しているかどうかはわからないですけれども、

実際に見に行ったり、検討する材料にしたらいいかなというふうに言って、提供しておきます。 

 ６ページ、７ページの取り組みについてですけれども、ここの表の中でちょっと気になっているこ

とがありまして、市民協働の場という欄、年月の次の欄ですけれども、ここに書かれている防災関連

の自治会役員等聞き取り調査、その下の下は社会学関連の自治会役員等聞き取り調査、ずっと役員等

と書いてあるんです。自治会の役員等の聞き取り調査が何か市民みたいに見えるんだけれども、これ

は何で役員等になっているんですか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まず、ことしの目的は、各自治会さんであったり、団

体さんがどういう活動をどういった場所でやっているのか、必要性はどこにあるのかというのをきち

んと把握することでした。それを一番どなたが把握していますかというのを自治会の会長さんに聞い
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たところ、こういう方、役員さんですというような御紹介をいただいたので、その中で役員さんへの

聞き取りとなったということでございます。 

○【関口 博委員】 自治会の皆さんは地域のことを本当に歴史的によく知っていらっしゃる方がな

っていると思うので、その聞き取りというのは大事だと思います。それと同時に、新しく入ってきた

人たちというのが、自治会に入っていないという人たちが結構いるというところで、その人たちに意

見を聞かなくていいかというと、そうではないだろうと思います。市民の意見を聞くということであ

れば、そういう新しい住民にとっても意見を聞く場があったらいいなと思うので、その工夫をぜひと

もしてほしいと思います。 

 後ですけれども、給食センター跡地の活用について、青木委員が消防署誘致ということをずっと

念願されていたというのはよく存じ上げています。給食センターの移転というのは、そんなに現実的

なことではないだろうと思っていたんですけれども、ここに来て現実的なことになってきたというと

ころがあって移転するわけですけれども、給食センターの跡地というのは非常に大きくて、しかも市

役所に近くて、子供の施設も多いというところで、ある意味いろいろな機能が集まるような場所だろ

うなと思っているんです。 

 先ほどは担当課長が市民意見を聞くときとかに議会から消防署誘致という話がありますというよう

なことを申し上げると言っていたので、それが議会からの意見、１つの意見であるというふうに思う

んですけれども、私は消防署誘致というのはふさわしくないのではないかなと思うので、一言言って

おかないと、議会が全部消防署誘致というのを給食センターの跡地に持ってくるということについて

は、私は反対というかな、消極的な考えを持っていて、もちろん市民の防災、災害対策ということは

十分考えなければいけないわけで、市長も国立市全体で考えるというようなことを言われていたので、

私も全体の中で考えていくというようなことでいいかなと思っているので、議会からの意見はそうい

うのもあるということで話をさせていただきました。終わります。 

○【渡辺大祐委員長】 答弁はよろしいですか。 

○【関口 博委員】 はい。 

○【渡辺大祐委員長】 全員からの質疑、意見等を承りましたので、報告事項(3)富士見台地域まち

づくり事業の検討状況についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

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

○【渡辺大祐委員長】 これをもって、建設環境委員会を散会といたします。 

午後３時４１分散会 
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  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   平成３１年３月１４日 

 

 

 

    建 設 環 境 委 員 長       渡  辺  大  祐 
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