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1.

議

経

過

開会
（事務局から、委員全員の出席により会議が成立する旨を報告した。）

○ 委員長
ただいまから、平成 25 年度第 6 回公共施設再生計画検討協議会を開会いたします｡
2.

前回（第 5 回）検討協議会の確認について

○ 委員長
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次第 2「前回検討協議会の確認」について事務局より説明をお願いいたします。
○ 事務局
（事務局より、前回第 5 回検討協議会の主な意見等について説明した。）
【説明要旨】
 前回の協議会での意見を基本方針（案）に反映させた箇所について説明。
 前回の協議会から今回の協議会までの経過を説明。
◇11 月 21 日 第 5 回検討協議会を開催
◇11 月 28 日 管理職向け基本方針（案）の説明会を開催
◇12 月 9 日 12 月定例会の常任委員会及び全員協議会にて基本方針（案）及
び今後の予定について説明
◇12 月 10､12､13､18､20 日の 5 日間に計 8 回の基本方針（案）説明会の開催
◇12 月 24 日 一般職向け基本方針（案）の説明会を開催
◇12 月 26 日 第 5 回庁内検討会議を開催
◇平成 26 年 1 月 8 日～1 月 28 日 基本方針（案）のパブリックコメント
◇2 月 17 日 第 6 回庁内検討会議の開催
 議会へは 3 月定例会にて報告及び公表していく旨の説明を行う予定。
○ 委員長
ありがとうございました。前回の第 5 回検討協議会から 3 カ月程たちますが、この
間、庁内ではかなり進められてきたようです。ただいまの説明について、どなたかご
意見がございましたら、よろしくお願いします。
特にないようですので、次に進めさせていただきます。
3.

議題

（1） 公共施設再生計画基本方針（案）説明会について
（2） 公共施設再生計画基本方針（案）のパブリックコメントの概要について
（3） パブリックコメントの反映（基本方針の修正）について
（4） 今後の取り組みについて
○ 委員長
それでは、議題 1 から順に事務局に説明をお願いいたします。
（事務局より、議題 1 から 3 について説明。）
【説明要旨】
 資料 2 に基づき、公共施設再生計画基本方針（案）説明会の概要及び、質疑応
答でいただいたご意見について報告。
 資料 3、資料 4 に基づき、パブリックコメントの概要、パブリックコメントを基
本方針に反映させた箇所について報告。
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 基本方針に直接反映しなかった意見についても抜粋して紹介し、これらの意見
についても今後の取り組みを進めていく上で参考にしていく。
○ 委員長
ありがとうございました。議題の（1）、（2）、（3）を一括で説明していただきまし
たが、ご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
パブリックコメントを反映して修正した箇所の説明がありましたが、説明会でのご
意見によって修正された箇所はないのですか。
○ 事務局
説明会でのご意見は基本方針に対するご意見というよりは、今後の進め方や具体的
な取り組みについてのご意見が多かったため、基本方針に直接的に反映した箇所はあ
りません。
○ 委員長
どなたか、ご質問はございますか。
○ 委員
私は一番参加者が多かった秋津公民館での説明会に参加させていただきました。ど
ういう説明会になるのかなと思っていたのですが、スライドの資料などが使われてい
て非常にわかりやすい内容となっていました。ただ、基本方針なので余り具体性がな
いものですから、どうしても質問する側も迷ってしまうというか、難しい形になって
いたのかなと感じました。
また、このパブリックコメントのご意見にもありましたように、説明会の開催日の
ことですが、例えば、通常、勤めている方がこの時間帯に参加することはできないか
ら、なぜ土曜日や日曜日に説明会を開催していただけなかったのか。それは反省点と
していただければと思います。もっと内容が具体的になれば参加者は増えると思うの
ですが、説明会等は土日などにやっていくことも良いと思います。
いろいろとご苦労されてこういう形でまとめていただいて、私も良い資料ができた
と感じています。あとは、具体的な形に仕上げていく段階で、どういう知恵の出し方
があるのかなと感じています。
○ 委員長
説明会を 5 日間実施した中で、地域性を感じさせるご意見などは何かありました
か。
○ 事務局
例えば、萩山公民館での説明会にご参加された方のご意見ですが、萩山駅の近くに
お住まいということもあって、その方からすると東村山市の中心地にある施設より
も、小平駅周辺にある小平市の施設を活用することが多いので、今後の検討にあたっ
ては小平駅周辺のことも意識してほしいというご意見がございました。
○ 委員長
これから少子高齢化が進むということで、子どもや高齢者の方に関するご意見など
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もいただいているようですが、今後の検討を進める際に意見が強いのは、どちらかと
いうと高齢者の方なのかなと思います。
○ 委員
先ほどの萩山の方が小平の施設を利用されるということも含めて考えたときに、今
回の基本方針には含んでいないようですが、多摩六都をはじめとする他市との連携も
必要だと思いますがいかがですか。
○ 事務局
他市との連携につきましては、前回の検討協議会でご意見をいただいたことを踏ま
えまして、40 ページ（4）のところに「民間事業者等との連携」と題して「隣接する
自治体や関係省庁との連携や、民間事業者や他自治体等とも適切な連携を図っていく
旨の記載を追加しています。
また、基本方針の 26 ページですが、基本方針 2 の④、「新たな事業手法等の検討」
の中にも、近隣の民間施設や他自治体等の公共施設の配置状況や市場性を踏まえ、民
間活用や広域的な施設利用連携をしていく旨も記載しておりますので、このあたりも
関連する項目になるかと思います。
○ 委員
説明会のスライド資料の 7、8、9 枚目のスライドで参加者が新聞等で見られる問題
を書かれています。ここに、橋りょうについてインフラの話が出ているのですが、今
回の公共施設はそれが対象ではないということなので、確認になりますが、説明会で
はイメージをわかりやすく使われているので基本方針にも加えた方が良いのではな
いかということが 1 点目です。
あとは、基本方針の 10 ページの収入、支出の合計がいつの時点のものであるのか
です。説明会資料には 3 カ年の決算の平均である旨が記載されているので、基本方針
にも記載をしておいた方がよろしいかと思います。
また、今更ながら恐縮ですが、支出合計の 20 億 1,300 万円の内訳で、工事請負費
（新設）が 3 億 9,100 万円、工事請負費が 15 億 5,800 万円となっていますが、これ
は修繕の工事請負費というイメージですか。
○ 事務局
そのとおりです。工事請負費のうち、新たな施設を新設した分が 3 億円の方で、そ
の他、修繕や大規模的な工事、維持するための工事関係は 15 億円の方です。
○ 委員
修繕費用が 6,500 万円しかかかっていないように見えます。つまり、既存のものに
手を入れる費用がこの 15 億 5,800 万円と 6,500 万円を足したものになるわけですね。
このグラフはちょっとわかりにくいかと思います。
○ 事務局
この箇所は予算上の名称で区分させていただいているので、確かに少しわかりづら
いのですが、修繕費というのは壊れた箇所の軽微な修繕という位置づけになります。
また、説明会においてはインフラもハコモノと同様に更新の問題があるということ
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で、インフラについても合わせて説明をさせていただきました。今回の基本方針はハ
コモノのみを対象としておりますが、次年度以降、どのようにインフラの問題とリン
クさせていくかということも検討していきたいと考えています。
なお、掲載しているコスト情報は平成 21 年から 23 年の 3 カ年の平均です。公表の
前に表記を加えたいと思います。ご指摘ありがとうございます。
○ 委員
先ほど、委員から他市との連携ということがありましたが、他市から関心が寄せら
れたり、問い合わせがあった場合などは検討していくと良いと思います。
○ 事務局
少しずつですが、近隣の自治体からもお問い合わせをいただくようになってきてい
ますので、きちんと連携を図っていきたいと思っています。
○ 委員
総務省が来年度、施設の除却に対する起債を特別に認めるという動きが出てきてい
ますが、これからは公共施設の更新問題に関連する動きが少し慌ただしくなるのでは
ないかと思います。そういう意味では、東村山市は一歩、二歩ぐらいのリードができ
ているのではないかと思っています。
○ 事務局
総務省から 1 月 24 日付で「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（案）
の概要」が示されました。今後、公共施設の更新問題に関連するような計画は、この
指針を参考にして策定しなさいという内容のものです。施設の除却に対する起債もこ
の計画を策定することが前提となるようですし、場合によっては補助金等も措置され
る可能性もあるかもしれません。示された指針はまだ案の状態なので、どのような形
で、どこまで詳細に記載しなければいけないのかということまではわからないのです
が、幸いなことに、定めるべきとされている内容は、今回皆さんとつくらせていただ
いた基本方針の内容で概ねカバーできるのではないかと考えているところです。
いずれにいたしましても、今は、今後計画を立てるときは国の指針に則ってやりま
しょうというお達しが来ているという段階です。最終的な指針がいつ示されるかはま
だわかりませんが、注視していきたいと考えています。
○ 委員
今後のことについてお聞きしたいのですが、説明会のスライド資料の 44 ページを
見ますと、基本方針は 3 月に決定・公表する予定となっています。これは 3 月の議会
で諮られると思いますが、事務局としてはどのあたりを重点的に説明されるのです
か。また、それは 3 月の議会で決定をもらうように進行していくのか、決まれば、そ
れをどういう形で公表されるのか、新聞発表されるのか。また、今までの動きは議会
に説明されているのかどうか。そういう諸々のものが決まったら、4 月からの新年度
にどれから手を着けていくのかという話になっていくのか。そのあたりをお伺いしま
す。
○ 事務局
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先ほどお話ししましたとおり、すでに基本方針（案）は議会にお配りしています。
また、委員会や全員協議会において、この案をもとに説明会やパブリックコメントを
実施していくというお話もしてあります。今後の公表の前にお話しするとすれば、パ
ブリックコメントのご意見を反映した箇所等についてご報告し、これから公表をしま
すというご説明をすることになるかと思います。
来年度以降は若干組織も変わりますので、新しい組織で、以前に皆さまでご協議い
ただいた基本計画の策定や推進に向けて比較的早期に着手する必要があると考えら
れる取り組みなどについて、関係所管と一緒にどういうことが可能かということを探
っていきたいと考えています。公表につきましては、市報や市のホームページへの掲
載や、情報コーナー、各図書館等への設置により行う予定です。
○ 市長
誤解があるといけませんので、少し補足させていただきます。明日から 3 月定例会
が始まりますが、代表質問、一般質問で何人かの議員さんから公共施設再生計画につ
いてご質問をいただいています。ただ、今回の基本方針自体は議案として提出してい
るものではなくて、議決の対象ではありません。これはあくまでも行政の方針として
定めさせていただくもので、今後、個別の何かの施設を統廃合しますというときに、
その施設に関する条例改正や予算等で賛否を伺うことになります。
したがいまして、議会を含めての最終決定ということではありませんが、私たちも
ほとんどの議員さんが反対している基本方針を掲げるわけにはいきませんので、意見
のやり取りの中で大筋ご賛同いただけているものという理解があれば、先ほど事務局
が申し上げましたように、最終的に市としての正式決定として 3 月末には公表させて
いただきたいと考えています。
○ 委員長
基本方針（案）において「公共施設再生計画基本方針策定の背景」の一番大前提の
部分について、説明会に参加された方たちの反応はいかがでしたか。概ね理解してい
ただけたという感じでしたでしょうか。
○ 事務局
策定の背景として一番肝心な「公共施設の更新問題」については、東村山だけでは
なくて全国的な問題であること、また、日本より早くインフラを整備していたアメリ
カなどに続き、日本もようやくこの問題が大きく動き始めたというのが実態であるこ
となどを説明させていただきました。参加された市民の方には、その点はご理解いた
だけたのではないかと感じています。
我々もトップランナーとまではいかなくても、比較的先行している状況ですので、
これからも積極的に進めていきたいと考えています。さきほど申し上げた国からの指
針についても研修会等で情報が出され始めています。そのような場にも積極的に参加
して情報収集し、皆さまにお知らせしていきたいと考えています。
○ 委員長
基本計画を策定していく際には、様々な意見が出てきて、かなりシビアな議論にな
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るかと思います。先行している市の計画を見させてもらいましたが、施設を廃止する
といった強烈な内容が書かれているものもあるようです。施設の廃止などについて、
コンセンサスが十分とれているのか、あるいは、これからとっていくのかわからない
ですが、そういうより狭い範囲の話になってくると、市全体の話というよりは、むし
ろ、自分の個別の問題となってきますので、自分にはこの施設が必要だと強く主張す
る方も出てくると思います。その辺をどのように協議していくかということは、大き
な課題になるかと思います。
そういう面では、前に委員のご意見でありましたように、新規の施設や既存施設の
複合化等の事例で、実際にこういうことをやった場合はどうなのだろうかという案を
つくって検討していくこともよい材料になるのではないかと思います。
また、基本方針から次のステップにいくときに、どのようなことを大事にしてほし
いということを、ここで意見を述べてコンセンサスを得ておいた方がよろしいのでは
ないかとも思います。
○ 委員
委員長がご指摘のとおり、個々の施設の配置については、相当いろいろな議論があ
って、最終的には大きな判断をしないといけないということが出てくると思います。
そういった議論が二分したとき、もしくは何のために議論していたのかとなったと
き、戻るためのベースを今つくっているということかと思います。
パブリックコメントや説明会で具体的なイメージを持ちにくいというご意見があ
ったことや、具体的な提案が多かったことなどを考えますと、わかりやすいシンボル
事業のようなものを実施しながら計画を動かしていただければと思います。
○ 委員長
そのことに関して、皆さんからご意見をいただきたいと思います。
○ 委員
前回お話しさせてもらったのですけれども、基本方針の中にモデルケースの実施の
ような言葉がいっさい入っていません。ハコで考えるのではなくて、見直しや、機能
優先で優先順位を付けて書いていただいていますし、考え方とか手法は大体できあが
っていると思います。それが本当に有効に働くものなのか、検証する必要があるので
はないでしょうか。そのためにモデルケースみたいなものを 1 つ作ってもらうことが
一番いいのではないかと思っています。この基本方針の中にはそういう言葉を入れる
のは難しいのかもしれませんが。
○ 委員長
とても大事なことだと思います。市長がよくおっしゃっていますように、これから
大きな話としてインフラの問題がありますよね。連続立体の話もあります。そうする
と、市のインフラが変わってきて、それをもとにしてまちが変わると思います。施設
の利用についてアンケートを採ったら、あまり利用していないという方が多かったと
いうことがありましたが、逆にいうと、そういう人が施設を利用し始めるということ
もあります。
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これは雑談になりますけれども、今、生涯教育というのはすごく大事だと思います。
年齢が高くなってきて、定年退職して家に居づらくて、どこへ行けばいいのだろうと
いう話で、それがまだ 60 歳で元気なうちに何をしたらいいかわからないという人が
いて、では、どこかで働こうかといってもなかなかないし、働かなくてもいいからボ
ランティアみたいに何かやろうかといってもその術がないのです。また、地域に溶け
込んでいなかったから、いきなり溶け込めというのも無理なところもあるのです。そ
ういう仕掛けみたいなものが、もう少しできないものかと思います。施設を利用する
ということは、どういう人が利用するのか、今までの利用の仕方とは違う提案を、こ
れからの社会は考えていかなければならないということです。
本当に少子高齢化になってくると、その数値が予想通りに出てくるのではないかと
思います。多分、ヨーロッパやアメリカ型とは違う日本型をつくらないとだめではな
いかという感じがするのです。コミュニティとか地縁関係が崩壊しているというだけ
で終わるのではなくて、どこかに源流として日本人に流れているものがあって、それ
をどう生かして、どういう案をつくっていったらいいのだろうかということを、もう
少し日本人というものを考える余地があるのではないか思います。
だから、この基本方針はすごくいいですけれども、これから積極的に計画などで意
見を出し合う人というのは、全くシビアに人間生活はどうなのかというところで意見
を出してくる人でないと、なかなか難しいのではないかと思います。そういう人がた
くさんいることによって、東村山は良くなるという感じがするのです。多分、右へ習
えでやっていっても、いい街にはならないと思います。市民と行政と一緒に協働で何
かをやっていきましょうという、言葉ではかっこいいですけれども、なかなか難しい
と思います。
○ 委員
この会議は基本方針を出すところまでですから、今回議論したのはあくまでも基本
方針ですので、多分、大筋で文句が出るようなものではないと思います。
これからの具体的なアクションプランなどをどうしていくかということについて
は、具体的なサンプリングというかモデルケースというたたき台を打ち上げていっ
て、それにかかる収支のシミュレーションは、どのようにかかわっていくのかことを
感じさせないと、将来的にどのようなツケを残していくかということが理解されない
と思います。
それに向けて、具体的なアクションプランとして行政が案を出すときには、議会を
通していくことになると思います。地域誘導になるかわかりませんけれども、そのよ
うな話が出てくると、些末な部分での議論になってくることもあると思います。
その辺の合意形成ができるように、本当にドラスティックなアクションプランをど
こかで落とし込むような形のサンプルがほしいと思います。今、具体的に加速をして
いかないと、ますます建設コストなど、いろいろな問題が出てきます。オリンピック
が決まったりという中でインフラ等もどうしていくのか懸念されます。何も動きが進
まなければ、オリンピックを多摩にも呼び込むということも、日の目を見なくなって
くるのではないかと思います。何かしらアクションを起こすような小さなきっかけと
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いうか、何か一番緊急性のあるようなものを大きく打ち上げる必要があるのではない
かと個人的には考えます。
○ 委員
パブリックコメントや説明会の質疑応答の内容を拝見していますと、市民の皆さん
はどうしても自分の身の回りの具体的なことから入ってきますから、方針という抽象
的なものに対していろいろな質疑を出したり、論評したりするというのは、どちらか
というと、なかなかできないのではないかという印象を持ちました。
そうした中で、今、皆さんがいろいろおっしゃったように方針をつくった後どうす
るのかというのは、ここのメンバーでも非常に高い関心のあることですから、市民の
皆さんはもっと関心があるだろうと思います。
40 ページの市民との連携、民間事業者等との連携は、このとおりで非常に内容は
適切なのですが、多くの人の思いとしては、あっさりしすぎていて、もっと何かがほ
しいのではないかという意味合いのことを先ほどから皆さんもおっしゃっているよ
うな気がします。それはモデルケースとなるのかもしれませんが、もう少しお話しさ
せていただくと、ここにさりげなく、ただ自治体の事例として鶴ヶ島市と書いてあり
ますが、例えば、先進の自治体はこういうことをやっているから、東村山も何か考え
ましょうという結びになっていればいいのかと思います。
それから、この方針を今後、公表していくときに、方針の中には書けないかもしれ
ませんが、東村山市の行政としてはこのように今後考えていますというような一文
が、ホームページや市報に載るといいのではないかと思います。そこにモデルケース
の取り組みや、具体的なことも含めて計画策定の展開があるのだという話があれば、
もう少しわかりやすくなるのではないかという印象を持ちました。
○ 委員長
ありがとうございます。そのことについて、市長はどう考えていますでしょうか。
○ 市長
先ほど申し上げましたけれども、今日いただいたご意見、それから議会でのご議論
を踏まえて最終的な方針決定をさせていただきます。以前からご指摘いただいている
ように、具体的にこの施設を複合化するというような話ではなく、まだ基本的には考
え方を出させていただいている段階なので、イメージが湧きづらいかと思います。
後ほど、ご挨拶の中で触れさせていただこうかと思ったのですが、来年度予算の中
では幾つか、再生計画の基本方針もまだ出る前の段階で、緊急避難的に予算措置をさ
せていただいているものがあります。その 1 つとしては、本庁舎の耐震補強工事の設
計について予算計上しています。これは 12 月の議会で表明して、議会ではいっその
こと建替えて他の公共施設と一体化した方が今、基本方針で練っている考え方に近い
のではないかという議論もあります。ただ、仮に庁舎、同じく老朽化している中央公
民館や中央図書館と一体にするという話になると、基本構想を立てるだけで 3 年、5
年、そして設計をやって実際に立ち上がるまでに下手をすると 15 年ぐらいの時間を
要して、費用もどれぐらいかかるか、見当もつきません。
その間に大きな地震が来て、防災拠点というか災害対策本部を置かなければいけな
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い市役所がかなり大きなダメージを受けてしまうと、その後の復旧、復興で市民の皆
さんに大変ご迷惑をおかけしますので、我々としては短時間でやるということにして
います。今、庁舎も築 40 年ですけれども、ここで耐震補強したり、設備をある程度
入れ替えると、あと 20 年とか 25 年とか、大事に使えば 30 年ぐらい使える可能性が
出てきます。その間に、今後どのようにするのか。どちらにしても次は、20 数年後
には建替えざるを得ないと思います。そのときの財源はどうするのかとか、庁舎機能
プラスアルファとしてどういうものを一体にするのかということは、モデルケース等
で検討する先の話になりますけれども、そのような議論はできるのではないかと思っ
ています。
前にもお話ししていますように、学校の統廃合については今のところ市は考えてい
ません。耐震補強工事についてはすべての学校で終了していますが、昨年度の国の補
正予算を活用して、現在 8 校で外壁工事とトイレ改修工事を行っています。できれば、
近いうちに全校の外壁、トイレだけはやらせていただきます。そうすると、学校につ
いても今の建物で、あと 20 年ぐらいは使えるようにはなるのではないかと期待をし
ています。もし、児童数、生徒数が極端に減れば、そこにどういうものを入れ込んで
いくかという具体的な話はできるのではないかと考えています。
そういう点については、幾つか、今後の見通しについてどこまで今の段階で書き込
めるかわかりませんが、今後、市民の皆さんに最終的な方針をお示しするとき、例え
ばの話として、今後、この施設を建替える場合にはこういうものを一体にして建替え
るということも、もう少しイメージしやすい形でお示しするような工夫は考えたい
と、今の皆さんのご意見を伺って思ったところでございます。
○ 委員長
ありがとうございます。それでは、皆さんから今、貴重なご意見をいただきました
ので、議題はここで終わらせていただきますが、よろしいでしょうか。
○ 委員
1 つだけよろしいですか。基本理念の中で、費用を抑えるとか、ツケを回さないと
か、安心・安全とか、そういう話ばかりで再編していくのだということに終始してい
るのですが、せっかくの再生計画なので、地域経済に何らかの効果があるとか、それ
によって人が元気になる、市民が元気になるとか、何かしら東村山にプラスになるよ
うな再生計画をぜひ進めていただきたいと思います。
○ 委員
話がそれてしまうかもしれませんが、今まで触れていなかったように思いますが、
今回の大雪のようなことを踏まえて、防災、いわゆる緊急対応時の機能性をどこかに
集約することも内在させていく必要があるのではないかと思います。公共施設等にバ
ックアップの機能が必要かと思いましたので、そのようなことも考慮していただけれ
ばありがたいと思います。
○ 委員
職員の方にも説明会を行ったということですが、先ほど市長からありましたとお
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り、20 年後、30 年後の話をしていくことで、ぜひ、若い職員の方にこそ、意識を持
っていただきたいと思います。そういう意味で、委員長がおっしゃったように東村山
のまちをどのようにつくっていくか、30 年後の未来をどのようにつくっていくかと
いうことでいうと、その担い手は若い職員の方でしょうし、30 年後にこういう施設
を利用する今、東村山にいる人というのは、おそらく小学生、中学生ぐらいの子ども
達が将来、自分の親の世代になったときにどういうまちにしていきたいかというと、
それを担っていく今の若い職員とも一緒に考えていく。これが 1 つの大きな、考えて
いく際の出発点、たたき台、材料になると思います。そういう未来づくりというもの
をぜひやってほしいと思います。
とかく、このような議論をすると、財政論の話になったり、縮小、もしくは統廃合、
どこを潰すのかという話になりますので、嫌な議論になりがちです。どちらかという
と、持続可能な未来をどのようにつくっていくかということで、明るい議論ができる
ことも、ぜひ、この方針ができて計画をつくっていく中で、並行して未来の東村山の
まちづくりを議論する材料として、若い方に伝える機会があればいいと思っていま
す。
○ 委員長
ありがとうございました。
4.

その他

○ 委員長
それでは、その他に何かございますか。
○ 事務局
本日はとくにございません。
○ 委員長
ありがとうございました。それでは、6 回の開催で、9 カ月間にわたりご検討いた
だき、このような形で基本方針をまとめさせていただきました。本当にありがとうご
ざいました。
5.

市長挨拶

○ 委員長
それでは、最後に市長、総括をよろしくお願いいたします。
○ 市長
あらためまして、皆さん、こんばんは。熱心にご議論いただきまして、本当にあり
がとうございました。今、委員長に締めくくっていただきましたけれども、9 カ月間
にわたり、今後の当市の公共施設再生計画を考える場合の、まさに基本的な考え方に
ついて、具体的なことも含めて、様々な角度からご議論いただきましてご指導を賜っ
たことに改めて感謝を申し上げる次第でございます。誠にありがとうございました。
公共施設については、皆さんがおっしゃられているように、市民生活は地域にとっ
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ては非常に大事なものであります。そうはいっても、一方で財政問題も控えていると
いう狭間の中で今後の公共施設のあり方をどうしていくのかという視点でいろいろ
ご議論いただいたわけです。単純に、コンパクトにしていくということではなくて、
何らかの前向きなという、先ほどの委員からもお話がありましたが、人と人とを繋い
だり、元気にしたり、地域を活性化したり、そういう役割をどのように付加しながら、
もう一度、前向きにコンパクト化していくかというのが一番大きなテーマではないか
と考えています。
具体的な話については先ほど若干触れさせていただきました。以前にも申し上げた
のですが、今、私が一番、頭が痛いというものは、子育て関係の施設で、保育園につ
いてはまだ待機児童がかなりいる状況でございます。それから、27 年度から始まる
子ども子育て支援新制度で児童クラブについては、国がかなり踏み込んだ方針を出さ
れていまして、今の施設量では全然足りないであろうという状況です。では、新たに
学童クラブを建てるのかというのが近々、一番に問われる課題になってくるのではな
いかと思います。
それから、委員からも出ましたけれども、東日本大震災以降の公共施設のあり方は、
当然、万が一の場合には地域の方が寄ることを前提にしたつくりを考えていかなけれ
ばならないという、防災的な機能ということが非常に大きいのかと思います。
いずれにしても、日々、市長への手紙や直接の苦情でいただくのは、あそこの施設
が壊れてなかなか直してもらえないという話で、議会でも公園のトイレなどいろいろ
とご指摘、ご指導をいただいているところです。我々としては、何とか維持をしつつ
も、合意をしながら少しずつ前向きな形でコンパクトにできる方向性を出していけれ
ばと思います。他市の方針のように総床面積で何パーセントカットするというような
ことは当市では出していませんが、市民の皆さんが生活の中で活用されている公共施
設が未来に再生して引き継がれつつ、より多くの方にお使いいただくようにするに
は、ソフトの部分についても、先ほど、委員長からもございましたように、いろいろ
な仕掛けを考えていく必要があると考えております。
いろいろなご示唆をいただきましたので、文言としては基本的にこの形で、あとは
議会のご指導をいただいて、最終的に決定させていただきたいと思います。今後の具
体的な進め方については、幅広くご意見をいただきながら、それでも少しずつ前に進
めるようにがんばっていきたいと考えております。
本当に長時間にわたりまして、有益なご議論をいただきまして、改めて感謝を申し
上げて私の挨拶とさせていただきます。お世話になりました。ありがとうございまし
た。
6.

閉会

○ 委員長
どうもありがとうございました。それでは、以上で本日の内容については終了させ
ていただきます。閉会のご挨拶を経営政策部長より、お願いいたします。
○ 経営政策部長
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6 回にわたる熱心なご意見、ご指導、ありがとうございました。おかげさまで市民
説明会、パブリックコメント、それから、今回お示ししました基本方針の策定と、こ
こまで進むことができました。委員の皆さまのおかげだと本当に感謝しております。
具体的なアクションに向けての課題についても、本日、ご意見をいただきましたの
で、庁内に持ち帰って、さらに深化させていきたいと考えております。9 カ月間、本
当にありがとうございました。お礼を申し上げまして閉会のご挨拶とさせていただき
ます。
○ 委員長
それでは、以上をもちまして、平成 25 年度第 6 回東村山市公共施設再生計画検討
協議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
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