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会  議  録 

会議の名称 平成 26 年度 第 3 回東村山市公共施設再生計画基本計画検討協議会 
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（委員） 番場淸隆委員長、益田滋子副委員長、西山三朗委員、

市川忠文委員、遠藤久子委員、三上豊委員 

（東村山市） 渡部市長、小林経営政策部長、平岡経営政策部次長 

（事務局） 経営政策部施設再生推進課 

笠原課長、堀口主査、寺島主任、岩渕 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

●欠席者： 桧森隆一委員 
 

傍聴の可否 傍聴可能 

傍聴不可の

場合はその

理由 

 
傍 聴 者

数 
0名 

会議次第 

1. 開会 

2. 議事 

(1) 前回第 2回公共施設再生計画基本計画検討協議会の確認 

(2) 市民ワークショップの報告 

(3) 基本計画（案）について 

3. その他 

(1) 今後のスケジュール等 

4. 閉会 

問い合わせ先 
経営政策部施設再生推進課 

電話番号 042-393-5111（内線 2251～2253） 

会  議  経  過 

1. 開会 

○ 委員長 

皆さん、こんばんは、本日は大変お忙しいところ、また、寒いなかお集まりいただ

きましてありがとうございます。 

本年も引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより、第 3回公共施設再生計画基本計画検討協議会を始めさせ

ていただきます。 

最初に渡部市長よりごあいさつをいただきたいと思います。渡部市長、よろしくお

願いします。 

○ 市長 
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改めて今年お目にかかる方もいらっしゃいますので、新年のごあいさつを申し上げ

たいと思います。明けましておめでとうございます。 

昨年一年は皆様方にご指導、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。年が明けて今年最初の公共施設再生計画基本計画検討協議会ということで、何か

とお忙しいところご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

昨年の 12 月にワークショップを開催させていただきました。公共施設の再生につ

いて一般市民の方がどのように考えるのかということで、私どもも大変興味深くワー

クショップの内容をみさせていただきました。 

今回は開放型のワークショップということで、中央公民館の展示コーナーを会場

に、公民館をご利用の一般市民の方もお通りになるなかで、モデルケースとして東村

山駅、久米川駅、八坂駅、萩山駅を含む 2㎞四方を対象範囲として再配置を考える作

業をしていただきました。 

後ほど説明があるかと思いますが、参加者の皆様からは、公共施設を使って市の活

性化を図り交流人口を増やす視点でのご意見や、一部の施設についてはコンパクト化

や集約化するのではなくて、むしろ分散型にして市民の交流をより活発にした方が、

介護予防や健康寿命を延ばすことに資するのではないかという視点からのご意見も

あり、なかなか傾聴に値すると思ったところでございます。 

こうしたワークショップを通じて、市民の皆さんもこれからの公共施設のあり方に

ついてどのように考えたらいいのか理解を深めていただくとともに、私どもも実際の

公共施設再生の課題について、これからどのような点で市民の皆さんにご提案をすれ

ばいいのかという確認もできたのではないかと思っております。 

今日はこれまでの協議会での議論、先般のワークショップ等の議論を踏まえつつ、

再生計画の基本計画となる部分の骨子についてとりまとめをさせていただきました

ので、この年度で計画を固めていくために議論を深めていただけますとありがたいと

思っているところでございます。 

後ほど具体的にお示しできると思いますが、この施設についてはいつ頃までには建

て替えや除却をしなければならないのかということは、建設年度から逆算すると大体

わかって参ります。また、それに基づいて、この施設とこの施設を集約化する、この

施設については廃止するということをいつ頃から議論を開始しなければならないか

ということもおおよそはわかって参りますので、少なくともそのようなことについて

は、今後幅広く公にして市民の皆さんと課題を共有する必要があるのではないかと思

っております。 

併せて、この検討協議会やワークショップでもご意見をいただいておりますが、運

営の仕方についても、今まで基本的に直営でやっているものについても、民間の活用

等も含めて運営のあり方そのものを掘り下げていく必要があるのではないかと考え

ているところです。 

いずれにしても、これからは重い議論になるかと思いますが、よりよい方向で東村

山市の公共施設の再生が進められるように、委員各位の特段のご指導、ご協力をいた

だきますようにお願い申し上げまして、私からの冒頭のごあいさつに代えさせていた
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だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

市長、ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。 

2. 議事 

（1） 前回第 2回公共施設再生計画基本計画検討協議会の確認 

○ 委員長 

まず次第 2（1）の「前回（第 2回）公共施設再生計画基本計画検討協議会の確認」

について、事務局に説明をお願いいたします。 

○ 事務局 

（資料 1 に基づき、第 2 回公共施設再生計画基本計画検討協議会について振り返

りを行った。） 

○ 委員長 

ただいま事務局から説明がありました、議事 1の前回の検討協議会の主な意見のま

とめについて、ご質問等ございますか。 

○ 委員一同 

（なし） 

○ 委員長 

議事 1については、特に何もないようなので、これで了解といたします。 

（2） 市民ワークショップの報告 

○ 委員長 

次に、次第 2（2）の市民ワークショップの報告について事務局に説明をお願いい

たします。 

○ 事務局 

（資料 2-1、2-2に基づき、市民ワークショップについて報告した。） 

○ 委員長 

ありがとうございました。事務局より市民ワークショップについて報告がありまし

た。 

正式な結果報告書は改めて配付されるということですので、本日はお手元にある資

料の範囲で、当日見学された委員のご感想やご質問も含めて、何かございましたらお

願いしたいと思います。 

○ 委員 

私は都合により当日見学することができませんでしたが、18 名の市民の方が参加

したということです。この 18名の皆さんはどのように選んだのですか。 

○ 事務局 

無作為で抽出した 1000 名の市民の方に案内状をお送りしたほか、一般公募による
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追加募集をいたしました。 

○ 委員 

年代別にはどのようになっていますか。 

○ 事務局 

結果として 10代から 60代までの幅広い年齢層の方にご参加いただき、バランスの

とれた構成となりました。 

○ 委員 

私は最初から最後まで横で見させていただきました。意外と市民の方達の方が過激

な意見があってなかなか良かったと思います。世代的にも学生さんからお年寄りの

方、全体的にはけっこう若かったので、とても良いと思いました。本当にバサバサと

切り捨てるような過激な活発なご意見が多くて面白かったです。 

一つだけ気になったのは、参加者の方には、高齢者役、学生役などの役割になって

いただいてワーキングをやるのですが、役割を忘れて自分に戻ってしまう場面があり

ました。学生役なら本当の学生さんがやればもっとよかったと思いました。 

○ 委員 

午前中から午後ということで時間の拘束が長かったものですから、参加者がなかな

か集まりにくかったのではと思います。最終的に 18名の参加でしたが、30名ぐらい

だともう少しいろいろな意見が出せたのではないかと思います。 

若い人も多くて非常に有意義な意見も出ていると感じました。参加者に役割が分担

されていましたが、高齢者の立場や学生の立場になりきって考えるのは難しさもあっ

たようです。 

結果的には、いろいろな意見が出て非常にいいワークショップではないかと思いま

した。もう少し時間的に短縮しながらうまくできると良いと思います。また何か違う

機会でワークショップを考えていくといいかと思います。 

○ 委員 

私は市役所の職員で同じワークショップをやってみていただくと良いのではない

かと思いました。 

○ 委員 

市長もそうおっしゃっていましたね。 

○ 委員 

ゲーム形態の面白いワークショップなので、市の職員でやってみると行政としての

形が出てくるのではないかと思います。 

○ 委員 

初めて会った人達が大変熱心に、積極的に、楽しそうに話しておられて、いい会合

だと思いました。サービスを外に出していくなどの意見もあり、はっきりしているな

と感じました。 

○ 委員長 
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ありがとうございました。正式な報告書をいただいたときにもご意見が出るかと思

いますので、その際には改めてお伺いしたいと思います。 

（3） 公共施設再生計画基本計画（案）について 

○ 委員長 

次に、議事（3）公共施設再生基本計画（案）について、事務局よりご説明をお願

いいたします。 

○ 事務局 

（資料 3-1、3-2に基づき、公共施設再生基本計画（案）について説明した。） 

○ 委員長 

この部分は、本日のメインの議題になると思うのですが、改めて公共施設の数の多

さを目の当たりに見せつけられる内容です。最初に、内容に関してのご質問、ご感想

を委員の皆様にお伺いしたいと思います。 

○ 委員 

施設分類別の再生の方向性は非常にわかりやすくできていると思いますが、一つお

願いがあります。これは施設所管がどこなのか。例えば、図書館ならばどこが行政の

窓口となる所管なのかということを資料の中に追加できないでしょうか。 

また、指定管理や委託をしている団体など、施設に関連する利害関係団体について

も追加していただけると、タテ割り行政ではない横の連携という感じがわかりやすく

なるのではと思います。 

施設によっては国や都の補助金の関連もあると思いますので、そのあたりについて

も、大変かもしれませんけれどもわかるようにできればと思います。 

○ 事務局 

この資料の作成にあたっては、施設を所掌する各所管課と確認しながら進めてきて

いますので、所管課名を表記することは可能だと思います。 

また、国や都の補助金については、建設の費用等を対象としたものが大半で、運営

費用などのランニングコストを対象としたものはほとんどありませんので、施設分類

ごとに記載するとなると難しさがあるかと思います。 

関連団体につきましても、関係者を漏らさず公平に記載するのは難しいかと思いま

す。 

○ 委員 

書けるところまででいいと思います。具体的に挙げるのも大変かと思うのですけれ

ども、例えばふれあいセンターならば地域の協議会が運営しているというように、運

営主体などを示していただくと良いと思います。 

○ 事務局 

どのレベルまで記述することができるか検討してみたいと思います。 

○ 委員 

お願いします。 
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○ 委員長 

他にご質問やご感想はございますか。 

○ 委員 

現在、指定管理者による運営をしている施設はどのぐらいあるのですか。 

○ 事務局 

各ふれあいセンター、サンパルネの集会施設、市民スポーツセンター、社会福祉セ

ンター、子育て総合支援施設ころころの森、市内の各駐輪場などがあります。 

○ 委員 

憩いの家はどうでしょうか。 

○ 事務局 

憩いの家は指定管理者制度ではなく、委託による運営になっています。 

○ 委員 

保育園はなかったですか。第八とか。 

○ 事務局 

第八保育園など、運営主体を民間に移管した保育園はありますが、現在、指定管理

者制度という枠組みの中で運営している保育園はありません。 

○ 委員長 

他に何かございますか。 

○ 委員 

すごく研究されて、よく調べられて書かれていると思うのですが、大まかにいうと

ハードの建物自体は類似施設なども考え合わせて大規模修繕や建て替えのときに複

合化していくこと、また、運営としては民間活用や指定管理を検討していくという方

向性があると思うのですが、その際に懸念されることがあります。 

社会教育をリードしていく社会教育主事の育成がすごく大事だということを文科

省も認識されているようで、昨年夏頃の全国の公民館研究大会の資料にもそのことが

強調して書かれていました。 

また、多摩自治研が行った講演の中でも、公共施設というものは利用する人からみ

れば基本的人権の実現であり、管理する行政からいえば、ハコというよりも職員集団

がすごく大事なのだというお話がありました。 

そして、今年 1月の新聞のオピニオン欄では、自治体の芸術センターの職員が意見

を書いていて、指定管理制度を導入しているので雇用期間が長くても 5 年ほどのた

め、せっかく舞台芸術などを勉強する教育機関を出て就職しても、5年先がどうなる

かという不安があるため、せっかく学んだものを継続せずに転職していくという事例

が書かれていました。 

こうしたことを踏まえると、今後民間委託や指定管理ということを考えていくので

あれば、社会教育や老人福祉など様々な分野で、東村山市としての人材育成をしっか

りと行っていく必要があると思います。 
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運営を外部に出しても、そことの連携が継続的にきっちりいかなければ、非常に心

配なことになるのではないかということを懸念します。人材は宝なので、そこのとこ

ろにも視野を及ぼしていただきたいと思います。 

○ 委員長 

事務局から何かございますか。 

○ 事務局 

ご指摘の通り、指定期間が短すぎると指定管理者側も長期的な視点で人を雇うこと

ができずに専門性が育ちにくく、結果として民間ノウハウ活用を活用した効果的な施

設運営といった、制度の本来の目的が十分に果たされないという点については、指定

管理者制度の一般的な課題の一つだと思います。 

当市においても指定管理者制度をはじめ、民間活用を進めていく上では、検討して

いかなければならない課題であると考えています。 

○ 委員長 

他にございますか。 

○ 委員 

今の指定管理者制度についてですが、現在のふれあいセンターは、運営している市

民協議会がボランティアでやっていることから、少し特殊な指定管理になっているこ

とに注意が必要です。 

ボランティアでやるということには限度がございまして、いつまでも無償のボラン

ティアで地域愛でやれといっても非常に難しくなってきているのが事実です。70 歳

を超えた人達で一生懸命にやっていますが、健康上の問題、家庭の問題で手を引きた

いという方がほとんどです。現在の財政状況の中で有償でというのは難しいのはわか

っておりますが、どこかの時点で有償の形に切り替えていかないと、おそらく現在の

市民協議会は破綻すると思います。 

また、NPOなどの法人格を持つ形になると、一般の民間と同じで利益を求める集団

に変わってきますので、難しさが出てくると思います。このようなことから、同じ指

定管理者でも分けて考えていただかないと厳しいと思っています。 

○ 委員 

有償にするにしても、公共施設だから安い単価で部屋貸しをするという考えにして

しまうと資金が出てこなくなってしまいますので、受益者負担の原則に立って、利用

する方がそれを賄う術を出すべきだということになるのだと思います。 

税金で不足を補ってもらうという考え方では、施設の運営は誰がやってもできない

と思いますので、これからはそのような考え方に立たなければならないと思います。 

そのためには、人を集める魅力づくりを各々の施設でどのように考えていくのか、

民間に委託するのがいいのか、それとも地域の方々が現状の市民協議会のような形で

担っていくべきなのかということを考えていかなければならないのだと思います。 

○ 委員 

委員がおっしゃるのはよくわかるのです。しかし、ふれあいセンターが 5館あるな
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かで、3館は全部受益者負担でやっているわけですが、多摩湖ふれあいセンターにつ

いては還元施設という位置づけなので、有償にすべきだといっても非常に難しい部分

があります。早く条例を変えていただいて有償負担でやっていかないといけないと思

っています。 

ただし、有償にしたとしても非常に厳しい運営であることは事実だと思います。実

際に有償になったときには、資金を市民協議会にバックできるような運営方法にでき

ればいいのですが、今は自分たちで事業を行って、その収益で運営しているというこ

とが実態なのです。 

○ 委員 

自分たちで事業をされているのですね。 

○ 委員 

そうです。実際に館を貸すことによる収入は本当に少なくなっていますので、自分

たちでいろいろなイベントを一生懸命やって、運営資金を稼いでいます。 

同じふれあいセンターの中でも館によっていろいろ違う部分がありますので、役所

の窓口も分かれていたりと非常にやりづらさがあります。同じレベルでやっていくた

めには一本化するのがよいと思うのですが、現状では難しい状況です。 

○ 委員 

私も恩多ふれあいセンターの立ち上げにかかわっていたのですが、センターをつく

るときに市からは、地域コミュニティを醸成してくださいといわれていました。 

それなら他市からきた指定管理者に運営されるのではなく、地域の人の顔が見えて

いる私達がやりたいということで市民協議会で運営していくことにしたのです。 

恩多ふれあいセンターの市民協議会は、事務職員も含めて 1期 2年、2期 4年以上

はやらないこととしているので、交代は大変です。地域で退職された人などを人材と

して発掘するのも大変なのですが、今はこのような決まりでよかったと感じていま

す。地域コミュニティの醸成を考えると、指定管理者はどこの誰でもいいということ

ではないと思っています。 

○ 委員 

特に今は、第三者委員会で、厳しくいろいろな指摘をされますので、無償でという

のは難しい状況になってきています。 

○ 委員 

公共施設をつくるときに、税金でハコを建てました、運営は職員でやります、とい

う時代はもう終わったのだと思います。これからはうまい知恵を出して、地域で支え

られる施設をつくるべきだと思います。 

○ 委員 

前にも話が出ましたが、市民が集まれる場所として一番いいのは小学校です。 

教室を利用して、お年寄りから子どもまでそこにいられるというのは一番理想的な

形かもしれません。施設の統廃合といっても、今使っている人が遠くなるというと反

対するのは当たり前で、使っていない人は税金の無駄だからなくせばいいじゃないか
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ということになります。そのへんのバランスをどのようにとらえていくかです。 

○ 委員 

いつかは思い切ってやらなければならないと思います。市民ワークショップでは過

激な意見もだされたということでしたが、思い切りやるとすればそのような過激な意

見があった方がいいかもしれません。ただ、反対する意見があるからといって躊躇し

ていたら何もできなくなるということもありますから、やるときは思い切ってやった

方がいいと思います。 

○ 委員 

すべての人に満足がいくようなことはあり得ないと思うのです。だから、ある程度

の犠牲を払わなければいけないという部分はやむを得ないと思います。例えば、10

人のためにその施設をずっと保存するとしたらとしたら、かなり無駄なことになると

思います。 

○ 委員 

資料を読むと「施設再生の方向性」という欄には、ほとんど複合化、多機能化、集

約化という言葉ばかりなのですが、所管やベースとなる法を飛び越えて複合化、多機

能化、集約化をしていくことは可能であるととらえていいのでしょうか。 

また、例えば児童館のところでは学校教育施設を使ってもいいのではないかという

言葉が出てきているのですけれども、なにか意味合いはあるのでしょうか。 

○ 事務局 

施設の複合化、多機能化、集約化等については、他市においても様々な事例があり、

特に学校施設は、子育て支援施設や公民館、図書館等と複合化や多機能化をして、子

どもからお年寄りまでだれもが使用できる地域の拠点として整備する事例が増えて

きています。 

そういう意味では、法律や関係所管の違いによる縛りで、この施設とこの施設は絶

対に複合化できないというケースはあまりなくなってきているのかなと思います。ま

た、児童館のところでは、特に想定されるものとして学校教育施設などを例示してい

ますが、このあたりの表現は他の施設分類における表現を含め、全体のバランスをみ

て調整したいと思います。 

○ 委員 

いつも学童クラブは何で学校の中につくれないのか、教室を使えばいいのにと思っ

ていたところです。 

○ 事務局 

学校は面積も広く、地域の皆さんからの認知度も高いことから、地域の核になりう

る施設だと考えられますので、先ほどご説明いたしましたように、学校をフレシキブ

ルに活用している自治体の事例も増えてきています。 

当市においても、学校は公共施設の更新問題を解決していくための重要なキーにな

ると思われますので、庁内でも所管を越えて議論していく必要があると考えていま

す。 
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○ 委員 

どこかモデル校をつくってもっと具体的にプランを上げた方がいいと思います。小

学校、中学校を、多目的に地域の核として活用するということは非常に賛成です。利

害関係者との調整は難しいかもしれませんが、モデル校をどこかに決めて具体的なプ

ランを市民に訴えれば、賛成されるのではないかと思います。 

○ 事務局 

具体的なモデル事業等につきましては、前回の協議会でご説明しました通り、施設

にかかるコストの視点、施設の配置の視点、施設の更新時期の視点などから、優先順

位を検討していくことになります。また、学校を対象としたモデル事業を実施すると

なると、教育委員会との調整なども必要になりますので、庁内の推進体制についても

これから検討していきたいと考えています。 

○ 委員 

去年の基本方針の検討の際にも話がでましたが、タテ割り行政を超えて横の連携で

ということですね。 

○ 委員 

皆さんがおっしゃっているように、どこの分類の方向性も複合化とか多機能化とな

っていて、歯に衣を着せているようで、具体的にはどのようになるのかという思いで

読んでしまうのです。鉄道連続立体交差化事業では模型をつくって市役所で展示して

いますが、次のワークショップでは、赤は学校の教室、水色は保育所などのように色

分けした紙や積み木を実際に動かして、学校の利用を検討してみるのも面白いかなと

思います。 

○ 委員 

先ほどもご意見がありましたが、やはり行政の方にワークショップをやってもらっ

たら良いと思います。教育委員会の方も入れてやってみたらどのような意見が出るで

しょうか。 

○ 事務局 

施設を個別にみていくということであれば、もう少し具体的なことが記述できると

思いますが、今回は施設分類ごとにくくって方向性をまとめさせていただいたので、

ご指摘の通り、どうしても抽象的な記述になってしてしまっているという点は否めな

いかと思います。今後はモデルケースなどの形で具体的な取り組みを検討していく段

階になっていきますので、ご意見いただきましたようなワークショップについても検

討していくことになるのではないかと思います。 

○ 委員 

10 ページに高齢者支援施設として、憩いの家と地域福祉推進センター、吉田さろ

ん、シルバー人材センターがありますが、シルバー人材センターの建物は市の所有物

なのでしょうか。 

○ 事務局 
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市の所有している建物を使用しています。 

○ 委員 

同じページで、地域福祉推進センターというのがありますが、いわゆる地域包括セ

ンターというものと同じですか。 

○ 事務局 

地域福祉センターというのは、東村山市における施設の名称です。その中に地域包

括支援センターが入っているという形です。 

○ 委員 

わかりました。 

○ 委員長 

他によろしいですか。 

○ 委員 

複合化や多機能化によって、最終的には学校が、20 年後、30 年後、子どもから老

人までが揃って集まっていく施設になっていくのかなと思います。 

学校は日常的な施設ですけれども、市民の生活の豊かさを感じさせるには、民間的

な施設がある程度しっかりしていて、そこに刺激をもらいにいくような施設になると

いいと思います。 

市内にはふるさと歴史館や八国山たいけんの里などがありますが、非常に稼働率が

悪そうなので、プログラムとか企画のアドバイザーなどを入れて盛り立てながら、も

う少し面白い使い方をしていくと稼働率が上がっていくのではないかと思います。例

えば、東村山市の歴史だけではなくて大河ドラマがやっているような内容のことを掘

り下げていくなどもよいと思います。また、利用時間も夜 10 時ぐらいまでにして、

会社から帰ってきてからそこへ行っていろいろな情報が見られるようになればいい

かなと思います。若い人はそういう時間帯に集まったりするので、企画としていろい

ろと考えていく必要があるのではないかと思っています。 

○ 委員 

小中学校を地域コミュニティの拠点施設にというようなことは国もいっていまし

たよね。 

○ 事務局 

文部科学省では、有識者等による学校施設と他の公共施設との複合化検討部会によ

る検討を進めていますが、こうした会を中心に、学校を地域交流の拠点として整備す

る考え方が整理されつつあります。複合化した場合の補助金や他用途への転用手続き

の簡素化なども進められてきており、全国的な流れになってきています。 

○ 委員 

ぜひやりたいですね。 

○ 委員長 

国が進めているので、今後はそういう流れになっていくのだろうと思います。長い
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スパンの計画ですので、当然、そういうことも問うていかないといけないのだと思い

ます。 

○ 委員 

歴史館などは稼働率が悪そうですが、例えば化成小を建て替えるときに歴史館を複

合化してということになると、文化的施設が乏しいなかで、それがなくなるというの

は寂しく思います。そういうところの運営ももっと力を入れていただいて、若い人が

楽しめるような施設をつくっていってほしいです。 

○ 事務局 

図書館機能、生涯学習センター機能、市民活動センター、青少年センターという機

能を有した滞在型の複合施設の事例などもあります。 

○ 委員 

お風呂のことを仕事で関わったことがあるのですけれども、本当に日本人はお風呂

が好きなのですね。市直営ではなくてもよいので、温泉施設などもあれば人が集まる

と思います。 

○ 事務局 

他自治体が所有する施設の跡地を民間に活用してもらい、ホールなどの公共施設と

スーパー銭湯、スーパーマーケットなどを複合化した施設を整備した事例もありま

す。今後は委託や指定管理だけではなく、PFIや民間提案による手法なども選択肢と

して検討する必要があるかと思います。 

○ 委員 

当市の場合は現実にそういう開発をして有効に使える土地などはあるのですか。 

私が知っている限りではあまりないと思うのですが、そういうものは早く処分して

しまって、そのお金を有効に運用した方がいいと思います。 

○ 事務局 

ご指摘の通り、遊休資産に関しては処分するのがいいのか、活用した方が良いのか

も含めて検討しなければならないと思います。 

○ 委員 

5 ページの図書館のところで、「滞在型利用が増えるにつれ、日常的な閲覧席の不

足が深刻になっている」というものがありますが、それは退職後の高齢者などが図書

館に滞在することなどが増えたということですか。 

○ 事務局 

必ずしもそれが原因かどうかはわかりませんが、傾向としては本を借りて帰ってし

まうというよりも、学習などで長めに滞在する利用の仕方が増えているということだ

と思います。 

○ 委員 

たまに中央図書館に行って大テーブルをみると、若い人もいるかもしれないけれど

も、年配の人が一生懸命勉強していて熱心に本を読んでいますよね。 
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○ 委員 

武蔵野プレイスの例が出ていましたけれども、図書館としては非常にいい図書館だ

と思ったのですが、こういう問題は新しい施設についてあるのですか。なかなか席が

空かないから時間を区切るなどの対応をしているのでしょうか。 

○ 事務局 

どのような対応をしているのかは把握していませんが、実際にかなりの稼働率にな

っていると思います。他自治体の事例で図書館を民間の指定管理者による運営にした

ところ想定を上回る来場者数で、駐車場整備が問題になっていると聞いています。 

○ 委員長 

いろいろご意見をいただきましたが、時間の都合もございますので、最後にこれだ

けは提案したいという内容がありましたらお伺いしたいと思います。 

○ 委員 

いろいろと行政の省庁の中での綱引きなどもあるかと思うのですけれども、市では

ここまで各所管課と調整しながら検討をしてこの資料をつくってきているというこ

とですから、先ほど申し上げた通り、各所管の名称を掲載していただきたいなと思い

ます。 

○ 委員 

私も、今委員がおっしゃったように、すべての所管が連携しないとどうにもならな

いと思いますので、どの所管関連しているかということを明確にしていただけると非

常にわかりやすくなると思います。 

○ 委員 

私は、専門職というか、専門性を持った人を育てる公共施設運営を考えていただき

たいと思います。 

○ 委員 

私は、複合化、多機能化を繰り返していくと、最終的にはどの施設も画一的な施設

になってしまって、個性的なものがだんだんなくなってくるような感じがしますの

で、その地域の個性を生かしたような施設展開をしていただきたいと思います。 

また、文化施設については、常設と企画の差を付けながら、企画展なども面白い企

画をどんどんやっていただいて、東村山から出なくても市内でこんなに面白い展示が

やっているのだったらぜひ行ってみようというような施設にしていただけるとあり

がたいと思います。 

○ 委員 

ふるさと歴史館、たいけんの里のお話が出ましたが、他の施設はほとんど市民しか

使わないのだけれども、これらの施設は市外の人も絶対に使う施設であり、唯一外貨

を獲得できる施設だと思っています。ですので、北西部の観光ルートや東村山市内の

サイクリングロードや散策路の整備など、まちづくりと一体化した戦略を考えてほし

いと思います。また、複合化、多機能化、集約化だけではなくて、稼働率を上げるた
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めの戦略や作戦を練るとか、そういう言葉を入れてほしいと思います。 

○ 委員長 

いろいろと皆さんからご意見をいただいたなかで思ったことは、公共施設の再生を

考えていながら、実は、施設はハコがあるだけでは何も動かないので、そこにはマン

パワーが必要であるということです。そして、そのマンパワーは、今までのように、

市の職員が全てをやるという形態には戻れないのだと思います。そういうなかで、大

変難しい内容ですけれども、先ほど委員からご意見いただいたように、スペシャリス

トをいかに育てていくのか、ということもどこかで言及ができるとよいと思います。 

また、有償ボランティア、無償ボランティアの話題も出ていましたけれども、日本

はボランティアといえば全部無償だという変な概念が広がってしまった歴史がある

ようですが、有償で当たり前だという考え方もあると思います。人の再生という言い

方はおかしいかもしれませんが、そういうことも含めて考えられるのだということを

どこかに残してく必要があると思います。 

それから、長いスパンで計画を考えるとソフトの進展がたくさん出てくると思いま

す。例えば、電子書籍や文書の電子化などは必ず施設の形に影響を与えると思います。

市役所であれば文書保管庫が電子化できれば少なくて済むとか、図書館であれば電子

書籍の導入で書架が足りなくなることが減るということです。個人が書籍を電子化す

ることを「自炊」というらしいですけれども、著作権の切れたものでそういうことを

役所がやれるようになるのかなど、いろいろと出てくると思います。そういうことも

考慮したなかで計画がつくられていくといいと思います。 

以前も申し上げましたが、東村山市は駅が多いので鉄道事業者といかに連携するか

ということも重要だと思います。例えば、高架下だけではなく、駅ナカや駅前の保育

園ということも考えられると思います。保育園は駅のそばにあればいいという市民の

方がたくさんいますよね。新規に駅前に土地を確保してやることは大変だと思います

ので、駅を改装するときに駅ナカでやってもらうということも考えられるかもしれま

せん。駅が非常にたくさんある市なので、そのへんも入れたらいかがかと思っていま

す。 

本日もたくさんの意見が出ましたので、それを参考に事務局で検討していただけれ

ばと思います。 

3. その他 

○ 委員長 

次に、次第 3の「その他」に移りたいと思います。 

事務局よりご説明をお願いします。 

○ 事務局 

（資料 4に基づき、今後のスケジュールについて説明した。） 

○ 委員長 

それでは、今のスケジュールについてご質問、ご意見、ご要望など何かございまし

たらどうぞ。 
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○ 委員 

市民説明会ですが、基本方針の説明会を聞きに伺ったときに参加者の人数が少なく

て、こんなに大変ご苦労して市民に説明しようとされているのにもったいないと思い

ました。地域の保健推進委員会の定例会などに出向くなど、たくさんの人に聞いても

らうための工夫をなさっていただきたいと思います。 

○ 事務局 

基本方針の説明会のときのことも踏まえまして、今回は土日の開催や平日お仕事が

終わってからも参加できるような時間帯で開催も予定しております。たくさんの方に

ご来場いただけるように努めてまいります。 

○ 委員長 

他によろしいですか。それでは、本日予定させていただいた内容がすべて終了しま

した。 

4. 閉会 

○ 委員長 

最後になりましたが、閉会のごあいさつを小林経営政策部長より、お願いいたしま

す。 

○ 経営政策部長 

あらためまして、今年もよろしくお願いいたします。長時間にわたりましてご熱心

にご協議いただきありがとうございます。 

先般 12 月のワークショップでは、かなり大胆な提案がございましたが、今後の東

村山市を考えていきますと、かなり大きな発想の転換をしていかないともたないので

はないかと感じているところでございます。 

本日は基本計画の案ということで、この間庁内で検討してきた内容を皆様にお示し

させていただきました。施設分類別の再生の方向性を見ても複合化や多機能化、民間

活用という文言があるというご意見もありましたが、何名かの委員さんからもご指摘

がありましたように、一つの施設には一つの機能という施設のあり方、あるいは、市

の職員がすべて管理運営するというようなやり方では、今後は不可能であるというこ

とがあります。 

基本方針を受けた基本計画をつくるという今の段階では、文言だけをみるとどの施

設も似たような内容とお感じになるかもしれませんが、次はモデルとしてどういう形

ができるのか、いよいよ具体的な内容について踏み込んでいくという段階になってま

いります。施設ごとに建て替えのタイミングもありますので、片端からというわけに

は参りませんが、タイミング等もにらみながらモデル事業等を進めていきたいと考え

ております。 

また、どこの施設も同じような施設になってしまうことのないように、地域の個性

を活かした展開をというご意見もいただきました。今後、個別の施設を検討していく

際には、それぞれの地域の事情、あるいは施設機能の事情を考慮する必要があります
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ので、一つの施設でうまくいったからといって次の施設も同じような組み合わせで複

合化というわけにはいかないと思います。結果としてそれぞれの地域に個性も出てく

るでしょうし、地域に応じた機能集約をしていく流れになろうかと思います。 

それから、本日時間をとって議論していただきました学校関係のことでございま

す。事務局から説明いたしましたように、東村山市の場合は、少子化とはいいつつも

学校の児童、生徒は増傾向、あるいは減ってはいても微減という状況が続いておりま

す。空き教室の活用は今後も課題ではありますが、当面は難しく、もう少し時間がか

かるのではないかと思っております。 

ただ、そうはいっても、回田小学校の中に第 2回田児童クラブを設置した例もござ

いますし、放課後の児童の居場所として放課後子ども教室を小学校の中につくるとい

う動きも進めてきています。そういうことも含め、学校につきましては、今後は更新

時期をにらみながら、また、地域の事情や学校の状況、周りの施設の状況を考慮しな

がら、公共施設再生計画にのっとった形で具体化していきたいと考えております。 

今日いただきましたご意見、また、次回以降にもいただくご意見、あるいはパブリ

ックコメント、市民説明会等でいただくご意見を含めまして、最終的な基本計画案を

ブラッシュアップして参りたいと思っております。よろしくご指導いただけたらと思

います。本日は長時間にわたりまして本当にありがとうございました。 

○ 委員長 

それでは、以上をもちまして、第 3回東村山市公共施設再生計画基本計画検討協議

会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


