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会  議  録 

会議の名称 平成 26 年度 第 5 回東村山市公共施設再生計画基本計画検討協議会 

開催日時 平成 27年 3月 27日（金）18:00～20:00 

開催場所 市民センター第 4会議室 

出席者 

及び欠席者 

●出席者：  

（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、桧森隆一委員、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、岩渕 

 

●欠席者： なし 
 

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 
なし 

会議次第 

1. 開会 

2. 議事 

（1）前回（第 4回）公共施設再生計画基本計画検討協議会の確認 

（2）基本計画（案）について 

 市民説明会の報告 

 パブリックコメントの報告 

 基本計画（案）への反映 

3. 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お集まりいただきましてありがとう

ございます。ただいまより、第 5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。 

2. 議事 

○ 委員長 

それでは、議事に入ります。次第 2（1）「前回第 4回公共施設再生計画基本計画検
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討協議会の確認」につきまして事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局 

（資料 1「第 4回検討協議会の主な意見のまとめ」に基づき、前回検討協議会の振

り返りを行った。） 

○ 委員長 

ただいま事務局から前回の検討協議会の主な意見のまとめについて説明がありま

した。これについてご質問等ございますか。 

○ 委員 

（なし） 

○ 委員長 

それでは、次の議事の「（2）基本計画（案）について」の市民説明会、パブリック

コメントの報告など、まとめて事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局 

（資料 2「公共施設再生計画基本計画（案）説明会 アンケート結果」、資料 3「東

村山市公共施設再生計画基本計画（案）パブリックコメント回答案」及び、前回検討

協議会のご意見を踏まえて、資料 4「公共施設再生計画基本計画（案）」への反映状

況について説明を行った。） 

○ 委員長 

ただ今の説明に対して、ご質問等ありましたらお願いします。 

○ 委員 

説明会で廻田町と諏訪町の出席が良かったように見受けられますが、何か要因があ

ったのでしょうか。 

○ 事務局 

廻田公民館と諏訪町のふるさと歴史館の回は、アンケートの結果で「友人・知人か

ら」が多くありますので、地域の方が口コミで広げてくださって一緒にいらしてくだ

さったということがあるのではないかと思います。また、萩山公民館と恩多ふれあい

センターの回に関しては、当日悪天候だったことから相対的に参加者が少なかったと

いうことがあるかと思います。 

○ 委員長 

他にございますか。 

○ 委員 

少し教えていただきたいところがあります。市民の方々からも学校を利用すること

が良いというご意見が多かったようですが、資料 2の裏のページで「小平六小の事例

も参考に」という言葉が気になっていて、どういう事例なのか教えてください。小平

では何かやっているのですか。 
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○ 委員 

説明会の中で直接お聞きした話では、小平六小では学校教室の一部を地域に開放し

ている事例があるので東村山市も参考にしながらやってほしいということでした。 

○ 委員 

説明会については参加者の年齢層が出ているのですが、パブリックコメントについ

ては年齢層はわからないのでしょうか。 

○ 委員 

パブリックコメントの意見記入用紙では年齢の記入は任意としておりますので、全

員にはご記入いただいていないのですが、ご記入いだいた方では 50代、60代ぐらい

の方が多くございました。 

○ 委員 

次世代の人達にツケを残す形にはしたくないと思いますので、今後も若い人の意見

も含めて吸い上げていただければと思います。 

○ 委員長 

他にございますか。 

○ 委員 

パブリックコメントの 3 番で、「一律無給でなく、ポイント制度を取り入れ」と書

かれていますけれども、このポイント制度は具体的にどういう形でポイントを付ける

ということなのでしょうか。 

○ 事務局 

資料は原文のままで掲載しており、これ以上のご説明はないのですが、事務局とし

ては、ボランティア活動に対してポイントを付与し、貯まったポイントを使って他の

サービスを受けることができるというようなことを想定しているものと解釈して回

答させていただきました。 

○ 委員 

私も以前からずっと同じようなことを考えています。定年退職して地元に帰った人

材の知恵や力を有効に活用する仕組みをつくれないかということです。例えば、シル

バー人材センターなどに登録をしても自分が希望する職種とマッチングしないとい

う方がたくさんおられます。それなら、公共施設をつくるときに自分に合った施設の

運営に携わることによって、ボランティアも単なる無給ではなくて、貯めたポイント

で散髪ができたり、お風呂屋さんに行けたりというような、商工会や介護保険制度と

リンクさせた仕組みができれば、家に閉じ籠らずに外に出てきてくれるようになるの

ではないかと思います。 

○ 委員 

現在私が関わっているふれあいセンターでは 30 名ほどの方が運営に携わってい

て、ボランティア等をやっていただいているのですが、都合があってなかなか出てこ

られない方も結構いるのです。一生懸命出てきた人と出てこない人がいるなかで、5
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年、7年、ボランティアとして活動した人が、体調が悪くなったから引退するという

ときに差し上げられるものが何もないのです。せっかくやってくれたのにこれはかわ

いそうだということで、今お話があったようなポイント制度を作って何かで還元して

あげようということを以前から検討しています。今はコンビニに行っても、どこに行

ってもポイントがもらえる時代ですから、そのような仕組みも必要かもしれません。 

○ 委員 

20 年ぐらい前には、市民の方達が会をつくって、例えば犬の散歩をしてあげたら

何ポイントかもらえて、今度は自分が必要とする応援を頼みたいときに、そのポイン

トを使うことできるという取り組みをしていたという話を伺ったことがあります。 

○ 委員長 

地域通貨というものが一時期流行ったことがありますが、うまくいっているところ

もあり、うまくいかないところもあったようです。結局、ギブアンドテイクのバラン

スが取れないと、ポイントが貯まる人は貯まるけど、何に使ってもらおうかというこ

とになってしまうようです。やはり、商業関係とリンクしないとうまくいかないとか、

課題がいろいろあるようですので、今後はこのようなものがもっと研究されないとい

けないと思います。 

○ 委員 

そうですね。行政がやるべき仕事ではないと思いますので、例えば、ボランティア

団体がネットワークを組めるようにして運営されることが一番良いと思うのですが、

旗振り役やシステムの構築だけは行政にやっていただかないとだめなのではないか

と思います。 

○ 委員 

続いて質問をよろしいですか。資料 2 の⑦の 4 番目、60 代男性廻田町の方のご意

見で、「広域都市での学校の検討を希望」というものがあります。私は図書館が広域

的に利用できるのは非常に便利であると感じていました。この方のいう「広域都市で

の学校」は具体的にはどういうことなのでしょうか。 

○ 事務局 

説明会の中でお聞きした限りでは、地域によっては隣の市の学校や図書館が近くに

あるのに、遠くにある自分の市の学校や図書館を使わなくてはならないことがあるの

で広域で活用することができると良いという趣旨であったかと思います。 

学校に関連するご意見としては、別の方のご意見ですが、南台小と富士見小を一校

に統合するか、あるいは南台小と一中を小中一貫校にして、空いた土地を有効活用す

るということもぜひ検討してほしいという意見もいただきました。 

また、図書館は複数の市で大きな図書館を一つ持てばいいのではないですかという

ご意見もいただきました。図書館は今でも本の貸し出しなどは広域で連携しています

が、ハード自体も他市と共有する考え方もあるのではないかというご意見でした。 

○ 委員 

アンケート結果で、⑦の 6番目の廻田町の 60代の方ですが、「本町都営建て替えに
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より空き地となっている場所を一時的に使用する。確定申告の駐車場、市民産業まつ

りでの一時駐車場に使用」とあり、その下に「空き地の計画はどうなっているのか」

と載っています。これはどこの空き地のことをおっしゃっているのですか。 

○ 事務局 

本町都営住宅の空き地のことをおっしゃっていると思います。説明会では、武蔵野

ｉタウンのようなきれいな町並みが整備されている一方で、その方が見る限りは、産

業まつりと確定申告の駐車場しか使っていないので、市はどうにかしないのかという

ご意見でした。 

当該土地は東京都の財産ですので、都から取得する形となりますと財源等の問題も

ございますし、広大な土地ですから活用方法も長期的な視点で検討する必要があると

考えておりますが、現時点では具体的には決まっていませんので、その旨をお答えさ

せていただきました。 

○ 委員 

市役所の建て替えが何年後になるかわかりませんけれども、そのときは代替地がい

るわけですよね。 

○ 事務局 

市の庁舎は現在耐震化を進めていますが、耐震化が完了しても建物の寿命が延びる

わけではありませんので、いずれは建て替えを考えていくことになるかと思います。

その際には、本町都営跡地を含めた市のセンター地区での建て替えも含めて検討して

いく必要があると考えています。 

○ 委員 

今回の市民説明会は 40 名の方にご参加いただいて、パブリックコメントでもご意

見をいただいたということですが、今後はこの計画を実際に進めていかなければいけ

ない段階になるのだと思います。具体的な取り組みをする段階になればもっと地域の

方が出てくると思います。今回はふれあいセンター等説明会でやっていますが、今後

はステップアップとして、小学校単位ぐらいのエリアで町内会と連携した形で、この

前のワークショップのような取り組みをして、地域の方に自分達が使っている公共施

設は何だろうかということを揉んでもらうとよいと思います。市民協働課などと連携

してマニュアル的なものを作って町会に配るというのもよいと思います。 

○ 事務局 

説明会の中で、近い将来に地域の小学校も理論上の建て替え時期を迎えることにな

りますというお話しをさせていただいたところ、参加された市民の方からは、「そも

そもコンクリートの躯体に寿命があることを知らなかった。耐震補強工事や外壁工事

やっていただいているので、小学校は将来もそのまま使い続けることができるものだ

と思っていた。地域の小学校を建て替えるのならば、複合化や多機能化も検討する必

要はあると思うので、その際には地域の声を聞きながら進めてほしい。」というご意

見をいただきました。 

また、「これは大事な問題だけれども市民の認識はまだ低いので、自治会などを通
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じて周知をしてほしい」というご意見や「具体的な取り組みが決定した段階で市民に

示されても困るので、検討段階から市民のご意見を聞いてほしい」というご意見もい

ただきました。このようなご意見を踏まえ、これからもこれまで同様に市民の皆様と

情報を共有しながら、丁寧に進めてまいりたいと考えています。 

○ 委員 

今のお話しは大変重要なことだと思います。私の住む秋津町では大きな自治会が四

つあり、周辺対策協議会というネットワークを作って活動しています。町単位で結構

だと思いますが、自治会の主要な人達に集まっていただき、この計画はこうなってい

るのだという説明会をやっていただいた方が良いと思います。 

説明会のアンケートの「あなたのお住まいは？」というところ見ますと、参加者が

諏訪町や廻田町に偏っているような気がしますので、もう少し自治会などを活用した

説明会も必要なのかもしれません。 

○ 委員 

パブリックコメントの 4番で「市内駅周辺を起点にした、施設運営」というご意見

が出ています。これはワークショップでも若い方達から出たのではないかと思いま

す。確かに九つの駅があって駅の多い市なので、このようなご意見も有効ではないか

と思います。私の住んでいる東久留米との市境の地域もバスが数年前から走ってくれ

たので、東村山駅に行けるようになって中央公民館の催しにもたびたび行けるように

なりました。また、中央線に乗ったり、新宿や池袋に行ったりすることがとても容易

になって、高齢になりつつある夫婦も腰が軽くいろいろなところに出掛けて知的なこ

とが吸収できるということがあるのです。 

九つの駅があっても老人になったときの足で行きやすい距離に駅があるかという

ことになると、もう少し精査しないといけないと思うので、本当にこのご意見は活用

できると思いますが、そのときにはコミュニティバスとのリンクをぜひともお願いし

たいと思います。 

○ 事務局 

これまでご議論いただいてきましたとおり、基本計画では、施設で提供しているサ

ービス一つずつ着目して検討するという考え方としております。施設の配置につきま

しても、施設で提供しているサービスを一つずつ見ていったときに、そのサービスが

どのような場所で提供されることが望ましいのか、という視点で検討していきたいと

考えております。 

○ 委員長 

他にございますか。 

○ 委員 

パブコメの件数は 14件ですが、これは全部の件数ですか。 

○ 事務局 

6名の方からご意見をいただいており、ご意見の内容毎に分割して整理した件数と

しては 14件になります。 
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○ 委員 

説明会に参加された方は 40名ということですね。 

○ 事務局 

はい、そうです。 

○ 委員 

往々にして市民からの意見ということで、分母数的には非常に少ないけれども、ど

うしてもその意見が重要視されてしまう傾向があります。いらっしゃらない方、意見

を言わない方はどのように考えているのだろうかというリサーチがこれからも必要

ではないかと思います。 

○ 事務局 

説明会のアンケートの中にも「サイレントマジョリティの方のご意見をどう拾うか

ということが大事ではないか」というご意見がありました。その方が参加された回は

一部の参加者からかなり厳しいご発言をいただく場面もありましたので、そうしたこ

とを受けてのご意見だと思います。 

このようなことも踏まえ、サイレントマジョリティのご意見を拾う方法については

今後も引き続き検討していきたいと思います。 

○ 委員 

一方で説明会に来ていただいた方やパブリックコメントにご意見をお寄せいただ

いた方というのは非常に貴重なので、できましたら何か継続的にコンタクトができる

ような形を考えていただけるとよいのかもしれません。その方々がこの計画について

の理解者になっていただき、周りに広めていただけると良いと思います。 

○ 委員長 

よろしいですか。他にございますか。 

○ 委員 

パブコメの 1番で「無理・無駄・ムラなサービスをやめ」というご意見があって、

市の考え方のご回答にも「サービス主体の適正化」、「サービス水準の適正化」、「サー

ビス配置の適正化」ということで、「無理・無駄・ムラ」を精査しようとなさってい

ますけれども、何がそうだろうと思うと、市の方ではっきり見えているものがあるの

でしょうか。それを明確にするのははばかられるのでしょうか。 

○ 事務局 

「無理・無駄・ムラ」ということについては、いろいろな見方があると思います。

それを客観的に判断するにはどうすればいいかということで、今回の基本計画では、

サービスに着目して検討するフローチャートとして整理してまいりましたが、どの指

標がどの水準であれば無駄と判断するのかという点についてはなかなか難しさがあ

るというのがこの間のご議論であったかと思います。例えば、利用者が少ないという

ことは、施設という資産があるのにそれを十分に活用できていないことになりますの

で、一つの見方としては無駄だと言えるかもしれませんが、それではどの程度の利用
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状況からが無駄だと言えるのかということになると、それは見方が分かれるというこ

とです。 

ですので、ただ今のご質問に対しては、具体的にどこが無駄だということが今の時

点ではっきりしているわけでありませんというお答えになりますが、そのような難し

さがある中でも、各種指標や市民の方のご意見、施設毎の特性や実情などを踏まえな

がら判断してまいりたいと考えています。 

また、資料の 56 ページで新地方公会計制度への対応について触れておりますとお

り、国からはすべての資産を対象とした固定資産台帳を整備して、複式簿記による財

務諸表を作成することが求められております。今後はこのようなデータも判断材料の

一つして活用していくことを考えております。 

○ 委員 

そのようなデータが出てくるといろいろと面白いことが起こると思います。一つは

民間がその施設に出資できるかどうかの判断材料になるということです。民間は損失

の大きいものには絶対に手を出しません。ですから、その尺度を図るものとしては非

常に良いものになると思います。そのような情報が早くできれば公共施設の再生も進

んでいくと思います。 

○ 事務局 

現時点では固定資産台帳を 27 年度から 2 年間で整備する予定ですが、なるべく早

く進めていきたいと思っています。 

○ 委員 

固定資産台帳を整備すると、減価償却も含めて、この施設は幾らのお金がかかって

いるかということや、利用率、あるいは受益者負担で入ってくるお金なども明確にな

り、公共施設なのだからある意味当たり前かもしれませんが、赤字、つまり不採算の

建物であるということなども明確に出てくることになるのではないでしょうか。 

○ 委員 

そういうことがデータとして出てきた場合は、それをどのように反映していくので

しょうか。 

○ 事務局 

各論の検討段階では、そのような数値的なデータもお見せしていかないと、施設を

利用されている方や地域の住民の方にはなかなか納得していただけないと思います。 

○ 委員 

それは必要なことですね。 

○ 委員 

このことを真面目にやっていくと、すごく大きな議論が起こってきます。今の建設

費の償却分も含めたコストは何かというと、そこで提供されるサービスのコストや事

業コストであるわけです。今までは事業コストの中には建設費は入っていなかったの

です。施設があるということを前提にして、そこで福祉のサービスや教育のサービス
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をやっていました。コストの中に建設コストが入っていないことが行政の一般的なや

り方だったのです。ところが、固定資産台帳をつくって減価償却もして年間の償却分

も出てくると、その施設を使って行う事業の真のコストが出ると思います。 

そうすると、これはどこでも揉めるのですが、例えば、博物館のような施設で 1,000

円の入場料をとって、コストは 1人につき 5,000円がかかっているという話になった

とき、これはいいのか悪いのかという議論になります。単純に考えると、1,000円し

かもらっていないのに 5,000 円のコストをかけるのはおかしいのではないかという

議論も出てくるのですが、そうではなくて、そこでコストをかけて事業をやることに

行政としての本来の役割があるのだということなのです。特に弱者の人や少数派の人

達に対して、誰が手を差し伸べるのだという話になると、少数の利用者にとっては非

常に重要なサービスが行われているときに、建設費まで含めたコストがあったら、1

人につき 1万円もかかるではないかという議論になってしまいます。 

その意味を市民も市役所側も理解して、きちんと説明して合意できるようにしてお

かないと、つまらない議論になります。今後はコミュニケーションがいっそう大切に

なると思います。 

○ 委員長 

他によろしいでしょうか。それでは、今回はこの協議会の最後の会議になりますの

で、委員の皆様のご感想や思いを改めましてお一人ずつ順番に伺って参りたいと思い

ます。 

○ 委員 

去年、今年と最初からお付き合いさせていただいて、やっとスタートのところに立

ったのではないかという感じがしています。 

公共施設は何だろうと言えば、一人でもサービスを受ける人がいれば必要なのだと

いうことです。それをどのように集約していくかというのは非常に難しいのですが、

そのサービスがなければその人にとってみれば生き死のような問題になるものもあ

るわけなので、それを十把一絡げにトップダウンでこれはだめ、これは残すというわ

けにはいきません。 

そうすると、集約化された多機能の施設をどれぐらいのクラスターになるかわかり

ませんが、あるエリアに再配置して構築していかないとだめだろうと考えています。

ですので、これからはどこに配置や集約化をして、誰がやるのかという議論に入って

くると思っています。これからまだまだ面白いなという気はしております。 

○ 委員 

今回、私も初めてこのメンバーに入れていただき、いろいろと勉強させていただき

ました。単純に毎年 10 億円ずつ不足するのだということだけではなくて、市民のサ

ービスをどこまで維持しながらできるのかというのは、現実問題として言葉で言える

ほどやさしいものではないとつくづく感じました。 

○ 委員 

公共施設というのは、人間らしくいきいきと生きるためには大切な施設だと思うも
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のですから、新公会計制度で建設費まで含めた議論がされるようになった結果、手の

届く範囲で利用ができなくなってしまってはえらいことだと思っています。事務局の

方には毎回よく考えて立派な資料を作っていただいて、大変勉強になったと思ってお

ります。 

○ 委員 

公共施設ですから、安心安全に利用していければということは当然ですが、耐震改

修などいろいろな改修を続けながらやっていてもいずれは老朽化していきます。最終

的なライフサイクルコストを算出して、解体まで幾らかかってくるのかということま

で含めて、次世代にツケを残さない形で利用していくやり方を考えていく必要がある

と思います。統廃合等も考えながら、あるいは、早く解体してしまったほうが維持管

理的には抑制できる場合もあるので、そういうこともよく考えながらやっていくこと

が必要だと思います。 

○ 委員 

本当に目新しい意見でも何でもないのですが、公共施設再生計画において利用する

ハード面の建物としては学校がキーになるのではないかと思います。どの市民からも

徒歩圏にありますので、今は建物の安全性も確保できているようですから、それをう

まく利用していくのが一番の近道ではないかと思います。今後、目の前の事業として

モデル事業がいつどこの建物で、どのようにやれるのか、とても楽しみにしておりま

す。 

○ 委員 

真のコストが把握されることによって、初めて真のコストダウンが考えられるよう

になります。今までの行政のコストダウンの考え方はコストを下げればその分、サー

ビスも下がるのは当たり前ではないかと思っていらっしゃる方が多いと思います。民

間企業で考えるとわかるのですが、コストを下げながらお客様に対する価値をいかに

下げないかということが大事です。車にしても常にコストダウンをしていて、トヨタ

などは 0.5円単位でコストダウンをやるわけです。しかし、コストダウンして見栄え

が悪くなったり使い勝手が悪くなったりしたら車が売れなくなってしまうから、お客

様にとってより良いものをより安いコストで提供するかということを考えているわ

けです。そういうことを行政も取り組まなければいけなくなってきていると思うので

す。行政サービスの質を落とさずにコストを下げていく。そんなことができるのかと

いうと、できるのです。知恵を絞ることによってそれは可能になってくるのです。 

サービスの質についてきちんと評価することと、その質を下げない、むしろ上げて

いきながらどうやってコストを下げるか。統廃合などいろいろな方法がありますが、

その統廃合をしたときに結果としてお客様である市民にとって不便になるとか、使い

勝手が悪いことになるのはまずいと思います。使い勝手はむしろ良くなっていて、コ

ストは下がっているということをやっていくことがこれからの行政ではないかと思

いますので、ぜひがんばっていただきたいと思います。 

○ 委員長 
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ありがとうございます。それでは、最後に私から二つほど申し上げます。これはハ

ードの計画ということで、今回計画がつくられたことによって、まずはそのスタート

地点に立ったということだと思います。皆様のこれまでのご意見にもありましたよう

に、ソフトの話題が必ずたくさん出てくるということなので、これはソフトの計画も

車の両輪的に必要になってくるだろうと思います。 

私が皆様のお話を伺っていて思ったのは、ボランティア制度がもう少し研究されて

いかないと、うまく施設が回っていかないということが一つです。それから、これは

長年地域コミュニティの再生ということがいわれていますが、どうしても自治会や町

内会といったものが一定の機能を果たさないと施設が更新されるときにうまく回っ

ていかないのと思います。ソフト的なものは大変な難題だと思いますけれども、一緒

に計画が進んでいけばという印象を持ちました。 

以上、皆様にご意見を伺いましたが、この協議会は今日が最終回ということでござ

います。昨年の 8月からスタートし、本日が最後の協議会となりました。皆様のご協

力のおかげで、委員長としての大任を終えることができます。改めまして、皆様あり

がとうございました。 

それでは、総括として渡部市長よりごあいさつをいただきたいと思います。 

市長よろしくお願いいたします。 

○ 市長 

今日も真摯なご議論をいただきまして大変ありがとうございました。今、委員長か

らお話がありましたように、昨年の 8月から本日まで 5回にわたりまして本当に精力

的に、様々な角度から東村山市における公共施設の今後のあり方についてご指導をい

ただいてきたことに、心より感謝を申し上げたいと思っております。 

最初に申し上げたかと思いますが、他市が採用しているような総床面積を何パーセ

ント減らすという計画は基本的には作らないという考え方を固めて、これまで取り組

んでまいりました。先ほどもお話がありましたように、これをいかに市民の皆さんと

共有していくかということがこれからの大きなポイントであろうと思います。27 年

度以降、策定させていただいた計画をもって、市民の中に我々も飛び込んで、広く議

論を深めて問題意識を共有させていただきながら、より良い方向で公共施設の再生に

向けて取り組んでいきたいと思っております。 

今までご議論いただいたのはハコモノ系の施設に関することでしたが、当市ではす

でに橋梁などのライフライン系の施設についても取り組んでおりまして、橋について

も 27 年度の予算を点検した中で、かなり早期に手当をしたほうが良いであろうと思

われるところについて、今後の設計の予算を組ませていただきました。 

それから、秋津の沢の堀については緑道としてきちんと整備するようにということ

だったのですが、昭和 30 年代に用水の上に蓋掛けしたところを皆さんがお歩きにな

って、一部は通学路の指定になっていたのですが、26 年度に予算をとって点検調査

したところ、強度がまったく足りていないということが判明しました。堀の中の護岸

も下がえぐれてしまって、危険な状態の箇所が何カ所も見つかっています。私どもも

いつどうなってもおかしくない危険な状態をわかっていて市民の皆さんに歩いてい
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ただくのは好ましくないと判断し、昨日、急遽、沢の堀は通行禁止させていただきま

した。しばらくは秋津町の住民の皆さん、あるいは児童、生徒の皆さんに大変ご不便

をおかけするような事態が降って湧いたように出てきました。 

ハコモノ系の施設でそういう危険な状態のところは今の時点ではないと思ってい

ますが、ライフライン系の施設を含めるとそういう事態がいつどういう形で発生する

かもしれません。それを考えると、利用される市民の皆さんの利便はもちろんですが、

安全をきちんと確保することを公の立場としては第一義に考えていきたいというこ

とです。先ほどもお話がありましたが、統廃合することがあったとしても、公共施設

の利用者の皆さんにできるだけご不便をかけないように、あるいはサービスの低下を

招かないようにすることを今後も検討していきたいと思っています。 

先ほど委員からもお話がありましたが、具体なモデルとしてどのような取り組みを

していくのか、そろそろ整理していかなければならない時期かと思います。心配なの

は、来年度予算で中央図書館の耐震診断の予算を組むのですが、ご覧のとおりかなり

老朽化していますので、場合によっては中央図書館を含めたエリアをどうしていくの

かということも考えていかなければならないと思っております。 

また、中央公民館については、27 年度に約 8 カ月の閉鎖をさせていただいて耐震

補強工事をすることを決定し、予算もご可決いただきました。今回、耐震化と施設整

備込みで約 7億 3,000万円の費用がかかるということです。それだけお金をかける以

上、また、中央公民館についてもぜひ多くの市民の皆さんにご利用いただけるよう、

ソフトの部分も含めてこれから考えていく必要があると思います。 

それから、先ほどもお話がありましたが、本庁舎についても 27 年度で耐震設計を

やります。こちらはできるだけ業務に支障の出ないような工法でやらせていただきた

いということで、業務をしながら、工事ができるような方策を設計コンサルに検討し

ていただくということです。これがうまくいけば 28、29 年ぐらいに工事をしていく

予定です。その後は建て替えの時期がやってまいりますので、どういうものを組み合

わせて建て替えていくのか、庁舎の機能についても考えていかなければならないと考

えています。 

これまでご議論いただいたことを踏まえつつ、目の前にある課題についても対処し

て、多くの市民の皆さんに愛され、ご利用していただいて、先ほど、委員長からお話

のありました新たな市民同士のつながり、コミュニティが形成できるような公共施設

の再生に向けて、鋭意、取り組んでいきたいと思っております。 

今日で協議会は終了となりますけれども、引き続き、皆様へはいろいろな面でご指

導、ご協力を賜りたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

以上で、本日予定していた内容につきましては、すべて終了しました。 

3. 閉会 

○ 委員長 

それでは、最後に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。 
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○ 経営政策部長 

一言、お礼のごあいさつをさせていただきたいと思います。5回にわたりまして様々

な角度から貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 

何とか一つの基本計画の形ができてまいりました。委員長からもお話がありました

ように、ここでやっとスタートラインに立ったというところです。この会がある度に、

話題になったかと思いますが、総論で反対する方は少ないと思いますけれども、いざ、

各論になってくると様々なご意見が出てきて、そこをどのように調整を図っていくか

ということがキーになると思っています。委員からもありましたように、コストを下

げてサービスの質を上げることを、いかに説明していくか。その前に、いかに我々が

自信を持って整理ができるか。そして、それをきちんと住民の方に理解していただけ

るか、そういうことが今後は必要になってくると思います。 

また、この周辺の公共施設、市役所も含めていろいろな施設が次から次へと更新、

並びに集約化という課題が出てくるかと思います。 

協議会そのものとしては本日が最後となりますが、引き続き、これからも皆様から

貴重なご意見等を、あるいは場面、場面においてサポートをいただきたいと思います

ので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

結びにあたりまして、今回、この協議会の運営にご尽力いただきました番場委員長、

本当にありがとうございました。意は尽くせませんけれども感謝の気持ちをお伝えし

まして、閉会のごあいさつとさせていただきます。 

○ 委員長 

以上をもちまして、第 5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。本日は誠にありがとうございました。 

 

 


