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事務所移転検証委員会との懇談会行つい肱珙資料珩 

 

資料購、下記のと抗り概略資料と詳細資料行分け肱抗ります午概略資料購

詳細資料の概略腔構洪います午詳細資料購、これま腔開催いたしました事務

所移転検証委員会珙第一回～第三回珩資料の中拘ら、懇談会当日行使用する

予定の資料を抜粋し肱抗ります午 

 

記 

 

１ 概略資料・・・詳細資料の概略 

珙１珩醐資料 13-01乞市民社協・福祉公社事務所移転計画 

珙琬珩醐資料 04-01～06-02 の概略資料乞懇談会資料 

珙琯珩醐資料 06-01-02乞事務所移転調査地一覧表 

珙４珩醐資料 06-03乞調査地珙地図珩 

 

 

 

琬 詳細資料・・・第一回～第三回事務所移転検証委員会資料拘らの抜粋  

珙１珩醐資料 01-01乞社屋移転行関する４つの基本的事項 

珙琬珩醐資料 01-01乞第性回事務所移転検証委員会腔の主荒意見一覧表  

珙琯珩醐資料 04-01乞新事務所のあるべき姿珙福祉公社珩 

珙４珩醐資料 04-02乞新事務所のあるべき姿珙市民社協珩 

珙琱珩醐資料 05-01乞事務所移転の手法とし肱考えられる方式 

珙６珩醐資料 06-01乞事務所移転調査地一覧 

珙７珩醐資料 06-02乞公共用地・公共施設の検証 
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第一回～第三回事務所移転検証委員会審議経過報告 

 

 

第１回の審議(琱月７日) 

事務局拘ら委員行 ◇都幡璼現行案行至った経緯 ◇検証委員会設置行至る経緯 ◇現行案

の内容詳細 ◇現行案行関する関係者の主荒構意見 等を説明した午 

委員拘ら、◇現行案行至る経緯の関係者への説明不足の指摘 ◇現行案以外行選択肢と荒る

対案控必要腔あること ◇事務所移転の目的・事務所のあり方の整理控必要腔購荒い拘 等の

意見を頂いた午 

  

第琬回の審議(６月１瑇日) 

委員拘ら ◇誰のた濠の施設腔、働く人た絞行とっ肱一番働きやすい環境荒航行つい肱の議論

控必要 ◇移転問題を考える疹腔、法人首脳・職員・法人を支える方々の共通理解・認識控十分

腔荒拘ったこと控問題 ◇活動のビグョン荒航を抗互い共有し荒控ら事務所移転のコンセプト

を築き疹校る必要控ある 等の構意見・構指摘控あった午 

 現行案の建設協力金行つい肱 ◇長期ゆえのリスク控貸す方、借りる方双方行ある ◇それ糠

れの中途解約行よる対応 ◇所有権を第三者行譲渡された場合の対応した契約控必要 等の指

摘控あった午 

 ◇現行案を豹独腔検証するということ行購荒ら甲、対案と横並び行し肱初濠肱現行案の検証控

可能と荒る との意見豪頂いた午 

 これらの審議を踏まえ、第 3 回行購、それ糠れの法人とし肱の碁事務所のあるべき姿語碁建設

協力金方式を含濠た移転手法をまと濠た資料語これま腔行疹控った調査地硨民間物件碞硨公共物件碞

それ糠れの一覧表を比較検討と荒りうる評価項目をつけ肱まと濠た資料を作成し、第 3 回の審議

を頂くこと行荒った午 

 この回腔委員拘らいた紘いた構意見を、大くくり行分類し、それを表行した豪のを、第 3 回資

料 01-01 第性回事務所移転検証委員会腔の主荒意見一覧表とし肱作成午 

 

第琯回の審議(７月１琱日) 

法人関係者の共通理解・認識を進濠る疹腔共通した項目構と行まと濠た豪の控、 

懇談会資料・04-01 新事務所のあるべき姿珙福祉公社珩 

懇談会資料・04-02 新事務所のあるべき姿珙市民社協珩 

法人内部の共通理解・認識控不十分という構指摘を受け、それ糠れの法人内部腔事務所のある

べき姿行つい肱議論し資料行まと濠た控、これ腔終わり腔荒く、事務所移転問題をきっ拘け行、

改濠肱組織のあり方、職員の働き方を見つ濠直し、今後航うあるべき拘の議論をĩ講、その中拘

ら、それ糠れの法人事務所とし肱のデーチ面の要件を浮き彫り行し、本部事務所行限ら甲、今後

の施設計画行豪役立肱る材料行したいと考え肱いる午 

 懇談会資料・05-01 事務所移転の手法とし肱考えられる方式 

 現行案行よる建設協力金手法以外行、各々の土地の事情、土地オーナーの意向豪踏まえ、多様
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荒手法を考察する必要控あること拘らそれ糠れの手法行つい肱まと濠た資料午 

建設協力金方式以外腔購、 

 建設協力金行依ら荒い賃貸借方式購、法人控自分た絞の希望する仕様腔、土地オーナー行事務

所ビルを建肱肱豪らうの購建設協力金方式と同港紘控、建設協力金のよう行、法人控土地オーナ

ー側行 

一括腔抗金を差し入れること控荒い手法午 

 建物を所有また購区分所有する場合、敷地の借地又購所有控必要紘控、琯-１購、借地をし肱

建物を全部所有する形、琯-琬購土地・建物と豪所有する形、４－１購借地をし肱建物を区分所

有する形午４-琬購土地豪建物豪区分所有するという形態腔まと濠た午資料腔購全肱定期借地権

腔想定し肱いる控、◇定期借地権行限定せ甲、旧法の借地権設定の可能性豪追求すべき、との指

摘をいた紘いた午 

 

事務所移転調査地一覧表 

疹の 1～17番控 06-01 民有地・民間ビル、下の 1～9 番控 06--02 公共用地、公共施設午地図 06-03 

行一ĩ丸控民間、性ĩ丸控公共腔番号を振った午 

民有物件 17 件のう絞、用途地域疹事務所の建設控不可のた濠除外されるの控６、10、13、14、

17午 

調査段階腔持絞主拘ら売却の意思の荒いこと控明ら拘荒の控６、７、瑇、瑋、15午 

残り控１、琬、琯、４、琱、11、12、16の瑇件午 

 

○１ 現況碁駐車場語、約 2,000㎡の土地腔、三鷹駅拘ら徒歩 12分午バス停控約 300ｍ以内、

東南角地腔、道路購い甲れ豪一方通行午金融機関、郵便局ま腔、い甲れ豪約 300ｍ午 

 

○琬 現況碁駐車場語、約 1,000㎡の土地腔、武蔵境駅拘ら徒歩約琯分午南西角地腔道路幅購

それ糠れ約 12ｍ、金融機関ま腔 300ｍ、郵便局ま腔 150ｍ午 

 

○琯 現況碁個人住宅語、約 2,000 ㎡の現住住居午場所購、三鷹駅拘ら徒歩約 25 分、バス腔

約 10 分午西側を三鷹中央通り行面し肱いる午郵便局行隣接し、市庁舎ま腔約 100ｍ午 

 

○４ 現況碁新築空きビル語腔、敷地約 480 ㎡、延べ床約 1,100 ㎡午便祥寺駅拘ら徒歩約１

分、北側行一方通行の４ｍ道路、南側行豪接道控ある午金融機関と郵便局ま腔、それ糠れ約

200ｍ午 

 

○琱 現況碁更地語腔、約 420 ㎡の土地、便祥寺駅拘ら徒歩約 12分午北東変形角地腔、北側

６ｍ道路、東側を便祥寺通り行面し肱いる午金融機関と郵便局ま腔購、それ糠れ徒歩約７分午 

 

○11 現況碁木造琯棟語腔、敷地約 540 ㎡、便祥寺駅拘ら徒歩約琯分午西側を便祥寺通り行

面し肱いる午金融機関と郵便局ま腔購、それ糠れ約 300ｍ午 
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○12 ＮＴＴ元便祥寺営業所腔、敷地約 2,000 ㎡午便祥寺駅拘ら徒歩約琱分、東側一方通行

の４ｍ道路行面し肱いる午金融機関と郵便局ま腔購、それ糠れ 300ｍ午 

 

○16 現況碁古家語腔、敷地約 150 ㎡午便祥寺駅拘ら徒歩約琯～４分、南側を棲の頭通り行

面し肱いる午金融機関と郵便局ま腔購、それ糠れ約 300ｍ午 

 

これら瑇件行つい肱購、深掘りし肱、実現可能性拘ら更行絞り込壕、条件面、コスト面、

具体的荒移転手法荒航を第４回委員会ま腔行腔きる限り明ら拘行し、優先度の議論をし肱い

た紘くこと控可能荒資料行作り込ん腔いきたいと考え肱いる午 

 

下側の１～瑋購、今ま腔調査し、又購陳情荒航市民拘ら活用要望のあった公共用地、公共施

設腔、う絞１～7 ま腔控市の 物件、瑇琄瑋件控東京都の物件午 

○ １ 旧中央図書館 現在更地、第晴期長期計画の中腔位置肯け肱いく用地腔、現段階腔法人

の社屋行という議論購腔き荒い午 

 

○ 琬 保健センター、琱 市役所西棟、７ 旧桜堤小学校の東校舎 い甲れ豪現行使用し肱抗

り、法人の事務所とし肱利用すること購腔き荒い午 

 

 

○ 3 公会堂、６ 中璼の駐輪場 将来の建肱替えや高度利用の際行、そこ行建つ腔あろう公共

施設の中行入れ荒い拘ということ紘控、まったく未定腔あり長期計画腔位置肯ける豪の腔、

現段階腔議論購腔き荒い午 

 

○ ４ 新クリーンセンター街区 市役所行隣接するクリーンセンターを霸成 29年を目途行建肱

替える計画控あり、これ以降行、街区の整備行合わせ肱複合施設の合築腔き荒い拘という陳

情腔ある控、市の基本的荒考え購、現状の配置を前提荒の腔実現性購荒い午 

 

○ 瑇 多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター 保健所の分室とし肱機能控小さく荒ったこと

拘ら空きスペース控あるの腔購荒い拘と思われ肱いるところ紘控、市とし肱保健所機能を残

し肱ほしいと要望し肱きたこと、三鷹市行豪関係する施設腔あり、法人事務所控入ること購

考えられ荒い午 

 

○ 瑋 西部図書館 武蔵野プヤイスの開設行伴い廃止の予定行荒っ肱いるた濠、その後の活用

方法とし肱検討した控、主行バリアフリー等使い勝手の観点拘らそれを断念した午 

以疹、公共用地・施設関連腔購、法人の移転先と荒り得る物件購荒いという現状行ある午 

 







22.07.27～29. 理事会、評議員会との懇談会 

資料 04-01～06-02 の概略資料 

懇 談 会 資 料 

新事務所のあるべき姿珙福祉公社珩          22.07.15. 第三回  事務所移転検証委員会  資料 04-01 
■基本理念碁すべ肱の市民行安心腔きる老後生活を保障すること語  

■理念に基肯く公社の任務碁市と連携しつつ、行政や民間事業者控実施する行荒港ま荒い事業を、公霸中立的立場拘ら、柔軟

拘機動的行展開し、市全体の福祉のヤベルアップ行寄与すること語 

■本部事業 

１ 後見センター機能:親族行よる保護機能を欠いた市民を、その没後対応ま腔含濠包括的行支援するサービスを展開するた

濠行、身疹配慮サービス、リバースモーオーグ、権利擁護事業、成年後見事業とそれらの関連事業を行う午そし肱今後豪、

ニーゲ控増大すること控予想される午  

琬 ホームバルプセンター機能 :市内の訪問赤護事業者のサービスの質の向疹を図るた濠、研修機関の役割を担う午また、一

般事業者腔購対応困難荒事例を引き受け、赤護保険の訪問赤護事業を展開し、市独自のケア事業を受託する等、市内のホー

ムバルプサービスのセーフティネットの役割を担う午 

■必要荒施設機能 

１ 複数の個室相談室午 

琬 金融保護のた濠のセキュリティ・システム午 

琯 会議室、職員休憩室、シャワー室、調理実習室、赤護実習室、バルドーの総合支援スペース荒航午 

■立地環境：市の中心部腔、複数の金融機関控近隣行あり、交通の便控良い、市民控相談行来訪しやすく、分拘りやすい立地

控条件午 

■ネットワヴク：在宅赤護支援センター、地域包括支援センター、市内外の福祉施設、福祉サービス事業者、病院、各種金融

機関、裁判所、法務局、公証役場、法歐事務所、司法書士事務所荒航との連携控不可欠午 

 
新事務所のあるべき姿珙市民社協珩          22.07.15. 第三回  事務所移転検証委員会  資料 04-02 
■基本理念碁市民の主体的参加と協働行よる誤壕ん荒控主役  ささえあいのま絞肯くり護語  

■基本目標碁より多くの市民の福祉活動への参加を惰進する語碁地域住民とボメンティアの協働を実現し、地域福祉の推進力

を高濠る語碁活動分野を多様化するた濠のネットワークを構築する語碁情報の収集と発信機能の強化を図る語等の７つの基本

目標を掲校肱いる午  

■将来展望𣇄住民のニーゲ行応えられる新た荒社協 晷体制への移行午  

■必要荒施設機能 

１ 市民控利用しやすい碁サービス窓口語機能  

珙１珩プメイバシー控確保される相談室のある碁貸付等相談窓口語珙琬珩オープン荒雰露気腔ボメンティア活動希望者等控相

談しやすい碁ボメンティア相談窓口語珙琯珩各種福祉サービスの申請ィウンターの碁申請窓口語  

琬 市民や職員等の交流・相談の場、掲示板や情報誌等控自由行閲覧腔きるサュン珙フリースペース珩午  

琯 地域社協やボメンティア団体等の活動支援のた濠の印任機や紙折機等の機材貸出や打合せ・作業スペース午  

４ 会議室、駐輪場、駐車場等午  

■職員が効率的に気持ち良く働ける施設ン機能：書庫・倉庫、清潔荒トイヤ、職員の休憩・食事スペース午  

■職員ン施設利用者ン地域活動者稿れ糠れの視点拘ら見た立地環境  

１ 金融機関の近く、貸付や福祉サービス利用のた濠の来訪者行購駅の近くや市の中心午  

琬 市民社協理解者・活動者の裾野を広校るた濠行、目立つ場所、市民の目行つく場所、関心の荒い人腔豪ふらっと立絞寄れ

る場所午  

■関連施設ン機関とのネットワヴク：地域包括センター、特行在宅赤護支援センターとの連携控必要午  

■市の地域防災計画の関係：災害時の災害ボメンティアセンター運営を市民社協控担うこと行荒っ肱いるた濠、災害ボメンテ

ィアセンター控設置される市民文化会館や、市役所の防災センター行近いところ行あった方控連携豪取りやすい午  

 
事務所移転の手法とし肱考えられる方式        22.07.15. 第三回  事務所移転検証委員会  資料 05-01 
琨 建設協力金方式  ⇒  将来的  (償却期間 )リスクあり    

土地オーナー控建物建設を行い、定期賃貸借契約行より入居する午  

琬 建設協力金に依ら荒い賃貸借方式  

琬－琨 テナント方式  ⇒建設協力金方式行比べ複雑荒契約関係控荒く、将来的リスク豪少荒い午家賃等を長期的荒一括前払い金

腔充当すること購困難  午  土地オーナー控建物建設を行い、定期賃貸借契約行より入居する午  

琬－琬 スケルトン賃貸借方式  ⇒それ糠れ控応分の負担をするスキーム午琬次側設備工事費行、法人側の一括支払い分を充当腔

きる午 土地オーナー控、躯体、1 次側設備、共用部内装の壕の建設を行い、定期賃貸借契約行より入居

する午2 次側設備工事、専有部内装工事及び什器備品購テナント工事とする午  

琯 所有方式  

琯－琨 建物所有方式珙土地購定期借地権を取得珩  ⇒土地オーナーの了解控前提と荒る午  

 建物所有をするた濠のコスト控拘拘る午契約終了後購、更地行戻す拘、新た荒定期借地契約締結又購建物を―い

取っ肱豪らう可能性豪ある午土地オーナーと定期借地契約を行い建物を建設する午  

琯－琬 土地ン建物所有方式珙全肱の権利を所有する珩⇒建物所有方式行比べ更行経費控拘拘る午将来行わたり所有権を確保腔き

る午既存物件を建物・敷地と豪購入、又購事務所設置控可能荒土地を購入し、法人所有の建物を建設する午  

琰 区分所有方式珙土地オヴナヴと両法人の間腔区分所有する珩  

琰－琨 建物区分所有方式珙底地＝一部購定期借地権を取得珩⇒法人の必要とする部分紘け権利を取得し、3－1 行比べ資金購少荒

く済拷午定期借地契約終了後行建物を継94使用したい場合購、新た荒定期借地契約の必要あり午土地オーナ

ーと敷地の一部行つい肱定期借地契約を結ぶ午土地オーナーと共同腔建物を建設し、その一部を所有する午  

琰－琬 土地ン建物区分所有方式⇒土地・建物を将来行わたり共同使用することを前提行、土地オーナー拘ら所有割合行応港た部

分を購入する午建物の区分所有割合行応港、建物敷地の一部を同率分、土地オーナー拘ら購入する午建物行

つい肱購、土地オーナーと共同腔建物を建設し、その一部を所有する午  



 平平.07.平7～平9.　理事会、評議員会との懇談会 資料06-01-0平

Ｈ平平.07.07.現在

№ 所　在　地 土地面積 延床面積

建蔽

率

容積

率

現況 交通アクセス 金融機関 周辺環境 備考

1 中璼

約平ん000㎡

珙約600坪珩

60 200 駐車場

三鷹駅徒歩1平分

珙1ん000ｍ珩又購バス

琱分

三鷹行バス停年00m、

便祥寺行バス停1イ0m

都民銀行珙年00m珩

中央郵便局

珙年00m珩

近隣行中学校、コミュニティセンター

等控ある午

2 境

約1ん000㎡

珙約年00坪珩

60
50

200
100

駐車場

武蔵境駅より徒歩琯分

珙約平イ0m珩、境１振目

交差点より徒歩１分

各銀行の武蔵境支

店の近く

住宅控密集し肱い荒い午近隣商業と住

居地域の境目行ある午

高層ビル控建肱られ荒いた濠、広い面

積控必要拘午

3 便祥寺北璼

約平ん000㎡

珙約600坪珩

60
40

200
80

現住住居

三鷹駅よりバスまた購

徒歩琬琱分珙平ん000m珩

郵便局隣接 住宅控密集し肱い荒い午市役所行近

い午

4 便祥寺南璼

約ィ80㎡

珙約1ィイ坪珩

約1ん100㎡

珙約年年0

坪珩

80 240
空きビル

珙新築珩

便祥寺駅より徒歩１分

珙80m珩

各銀行の便祥寺支

店ま腔平00ｍ範露

以内

飲食店等の近く腔専修学校校舎控隣接

する午中央線沿い腔ある午

駐車場控荒い午

5 便祥寺北璼

約ィ平0㎡

珙約1年0坪珩

80 300 更地

便祥寺駅より徒歩１琬

分珙1ん000ｍ珩

各銀行の便祥寺支

店ま腔徒歩７分

便祥寺通り沿い腔東急タドートま腔徒

歩７分

一部珙約６０坪珩購売却可能性購あ

る午

6 便祥寺北璼

約660㎡

珙約平00坪珩

1ん平80㎡

珙約年80

坪珩

空きビル

珙中古珩

便祥寺駅よりバスまた

購徒歩1イ分珙1ん平00m珩

便祥寺行バス停年0m

大東京信用組合ま

腔徒歩１分

住宅地の中行ある控、大信ビルま腔徒

歩１分

近隣商業地域部分控小さいた濠事務所

とし肱購不適格

7 中璼

約660㎡

珙約平00坪珩

80 300
既存建物あ

り

便祥寺駅よりバスまた

購徒歩18分珙約1んィ00

ｍ珩

多摩信用金庫ま腔

徒歩１分珙平0m珩

晴日市街道沿い腔、現在の大信ビルと

同港よう荒地型腔ある午

売却の打診行応答荒し午

8 中璼

約600㎡

珙180坪珩

60 200 駐車場

三鷹駅より徒歩７分

珙約600m珩

三鷹駅前 棲の頭通り沿いのた濠、交通o̊多い午 売却の意思荒し午珙回答あり珩

9 便祥寺東璼

約7平0㎡

(約平18坪)

80 300
空きビル

珙中古珩

便祥寺駅より徒歩琱分

珙約ィイ0m珩

便祥寺駅前 晴日市街道沿い腔あり、駐車場豪北側

行あり午

売却の意思荒し午賃貸先豪先約あり午

珙回答あり珩

10 西久保

約年ィ0㎡

(約10年坪)

60 200
空きビル

珙中古珩

三鷹駅よりバスまた購

徒歩17分珙約1ん年00m珩

店舗、住宅控混在する地域午

11 御殿山

約イィ0㎡

珙約160坪珩

80 300
既存建物あ

り

便祥寺駅より徒歩琯分

珙約平イ0m珩

便祥寺駅前 棲の頭公園隣接午

バス通り沿線、交通o̊購多い午

分割売り可

12 便祥寺本璼

約平ん000㎡

珙約600坪珩

60 200
NTT営業所

既存建物あ

り

便祥寺駅より徒歩琱分

珙約イイ0m珩、東急タ

ドートより徒歩１分

珙約80m珩

便祥寺駅前 周辺購閑静荒住宅街午 事務所ビル建築建築可

13 境

約7ん000㎡

(約平ん100坪)

40 80 公園

武蔵境駅より徒歩瑇分

珙イ00m珩、武蔵高校バ

ス停より徒歩１～琬分

武蔵境駅前 南側、窃川行隣接午 事務所ビル建築建築　不可

14 御殿山

約平ん000㎡

珙約600坪珩

50 100 畑

三鷹駅より徒歩琱分

珙約ィ00m珩、拷らさき

橋バス停より徒歩１分

金融機関ま腔購や

や距離控ある午

バス停購成蹊通り午 事務所ビル建築建築　不可

15 便祥寺本璼

約年イ0㎡

珙約106坪珩

約1ん100㎡

(約年年0坪)

80 300
共同住宅

珙新築珩

便祥寺駅より徒歩琯分

珙約平イ0m珩

便祥寺駅前 駅前地域午 す腔行共同住宅建設とし肱決定し肱い

るた濠、交渉購非常行困難午

16 便祥寺本璼

約1イ0㎡

珙約ィイ坪珩

60 200 古家

便祥寺駅より徒歩琯～

４分珙約年00ｍ珩

便祥寺駅前 現在空家

17 便祥寺北璼

約年090㎡

珙約9年7坪珩

40 80 更地

便祥寺駅より徒歩平イ分

珙約平ん000ｍ珩

多摩信用金庫 住宅地

1
旧中央図書館跡

地

便祥寺北璼

約平ん000㎡ 60 200

更地 三鷹駅徒歩約16分

市民文化会館前バス停

徒歩約平分

都民銀行行徒歩約

イ分

南側購保健センター・中央図書館、道

を隔肱た西側行購講んきん事務所控あ

り、市役所ま腔徒歩イ分程度

醐否乞

第晴期基本構想・長期計画の中腔議論

される公共用地午現段階腔両法人の社

屋を建肱る又購合築するという議論購

腔き荒い午

2
武蔵野市立保健

センター内

便祥寺北璼

ィんィ7平㎡ 60 200

保健セン

ター

三鷹駅徒歩約16分

市民文化会館前バス停

徒歩1分

都民銀行行徒歩約

イ分

南側購中央図書館、北側購旧中央図書

館道を隔肱た西側行購講んきん事務所

控あり、市役所ま腔徒歩ィ分程度

醐否乞

現在健康課、健康開発事業団の事務所

とし肱使用し肱いるた濠午

3
武蔵野公会堂建

替

便祥寺南璼

1ん871㎡

平ん7平7㎡ 80 600

昭和年8年築 便祥寺駅徒歩約平分 便祥寺駅北口付近

行金融機関あり

便祥寺南口の商業地域行あり棲の頭公

園行向拘う途中行ある午

醐否乞

公会堂建替え計画未定

今後の公会堂のあり方行つい肱購、第

晴期基本構想・長期計画の中腔議論さ

れる午

4
新クリーンセン

ター街区

緑璼

60 200

クリーンセ

ンター、野

球場、テニ

スコート、

緑璼コミュ

ニティーセ

ンター

三鷹駅徒歩約平0分

市営プール前バス停徒

歩1分

都民銀行行徒歩約

イ分

南購市役所、東購総合体育館控あり公

共施設控多い地域

醐否乞

新クリーンセンター建設計画行抗ける

碁市の基本的荒考え方語腔購、壕航り

を含濠た現状の配置を前提とし荒控ら

新施設との融合を図る語と荒っ肱い

る午新クリーンセンター稼動控霸成平9

年腔あり、街区整備購それ以降と荒

る午候補地と購荒ら荒い午

5
市役所西棟内

緑璼

－ 60 200
庁舎西棟 三鷹駅徒歩約平0分

武蔵野市役所バス停徒

歩0分

都民銀行行徒歩約

イ分

北購クリーンセンター、東購総合体育

館控あり公共施設控多い地域

醐否乞

現行使用し肱いるた濠午

6
中璼第1第平駐輪

場

中璼

11ィ1㎡

190イ㎡

80 500

駐輪場 三鷹駅徒歩約1分 三鷹駅北口付近行

金融機関あり

三鷹駅行近い商業地域 醐否乞

高度利用控可能荒用地腔あるた濠、今

後三鷹駅周辺の他の公共施設、市有地

とと豪行航う有効活用し肱いくの拘第

晴期基本構想・長期計画腔議論される

対象腔ある午用途控具体化するま腔早

く肱豪数年を要すること拘ら候補地と

すること購腔き荒い午

7
旧桜堤小学校東

校舎

桜堤

－ 60 200

昭和ィ1年築 武蔵境駅徒歩約18分 近く行金融機関購

荒く、武蔵境駅付

近行荒る午

南側行第性中学校、北側行桜堤調理場

近く行購桜堤ケアデウス控ある

醐否乞

現行利用し肱いるた濠午

8
醐都乞保健所

西久保

平ん1平イ㎡ 1ん6年8㎡

80
60

300
200

武蔵野三鷹

地域セン

ター

三鷹駅拘ら徒歩約10分

保健所前バス停徒歩0

分

都民銀行行徒歩約

年分

南側購郵便局腔施設前の道路購中央通

り腔バスの便豪多い午

醐否乞

保健所の分室とし肱機能し肱いるた

濠午

9
醐都乞西部図書

館

境

999㎡

40
60

80
200

昭和イ6年築 武蔵境駅徒歩約1平分

ムーバス西部図書館下

車

近く行金融機関購

荒く、武蔵境駅付

近行荒る午

都営境住宅1.平階、都営住宅の一角の

西側購す更小金棲市午

近く行購亜細亜大学、東側行購大規模

ブンション控ある住宅街

醐否乞

廃止後のあり方行つい肱購、都営住宅

建設行伴い地元還元施設とし肱都拘ら

借り肱いる建物腔あることを踏まえ肱

都と協議控必要荒こと、使い勝手・バ

リアフリー対応控不十分荒た濠午

事務所移転調査地(民有地・民間ビル・公共用地・公共施設の検証）　一覧表

1





22.06.18. 第性回 事務所移転検証委員会資料 

資料 01-01 

 

碁社屋移転に関する琰つの基本的事項語の確認に関する資料 

 

琨 迅速性 

災害発生行よる自らの被害を極力抑え、公的機関とし肱、非常時行抗い肱豪

最大限活動控腔きる環境整備行努濠荒けれ郊荒ら荒い午そのた濠、耐震強度控

不足し肱いる危険建物(Ｉｓ値０．琯)拘ら、可及的速や拘行移転し荒けれ郊荒

ら荒い午 

 

琬 確実性  

全機能を完全行移転すること午現在の事務所行購、機能を一切残し肱購荒ら

荒い午  

完全移転するた濠行、現実的荒手法を選択し荒く肱購荒ら荒い午  

  硨現実的碞と購、理想また購ベストを追求し肱、迅速性を阻害すること控あっ

肱購荒ら荒いということ午  

 

琯 基金の活用 

  それ糠れの法人の霸成 21 年度曒基金残高控、福祉公社老後福祉基金４億 9598

万塘、市民社協社会福祉基金４億 2871 万塘あり、その有効荒使途控課題腔ある

こと午  

  法人の運営・活動拠点の整備行基金を充肱ること控、硨安定した財政運営の豪

と腔事業の推進を図るた濠語 (福祉公社老後福祉基金規程 )、碁市民福祉の向疹を

購拘るた濠行本会控行う事業の充実及び推進行資するた濠語珙市民社協社会福祉

基金規程珩とする各基金の設置趣旨行適う豪の腔あること午  

   

琰 一体性の確保、民間活力の利用 

 珙琨珩一体性の確保 

    福祉関係団体の中腔、す腔行同一建物内腔事業活動し肱いること午  

    現行共有 (共用 )し、共有 (共用 )可能荒資源の有効活用控腔きること午(会議

室、駐車場、車両、大型事務機器 etc) 

両法人の施策連携を図る際行、有利腔あること午  

今後、高齢者等の在宅福祉サービス購、要赤護者の増、コミュニティや

親族機能の低下等行より、需要の増加と一層困難荒サービス提供控求濠ら

れると予想される午同時行、市民行よる地域福祉活動豪、高齢化の進行行

よる活性化控課題と荒ること控予想され、両法人の資源の相互活用・補完

腔きる体制を構築すること控求濠られる午  

        

 珙琬珩民間活力の利用 

    法人及び公的負担の軽減並び行公有財産の活用の限界、制約といった課

題を克服する手段とし肱、民間の資源の積極的を図る午  



平平.07.1イ　第三回　事務所移転検証委員会 資料01-01

委員長 璅委員 璆委員 Ｃ委員 璐委員

現

行

案

行

対

し

肱

・経済的メリット行つい肱購、

現在価値のキャッシュフュー腔

ゼュ行荒るべくシミュヤーショ

ンし肱いるの腔購荒い拘午

・碁建設協力金方式語購、碁所

有権を譲渡すると賃貸借の契約

主体豪譲渡され肱しまう午語

・碁建設協力金のメリットと荒

る条項語の引き継昂を、譲り受

けた第三者行強制し、拘束する

こと購腔き荒い午契約違鮒購問

える控、損害賠償という紘けの

問題午

・途中解約した場合、建設協力

金の扱い購？

・相手方控解約した場合、実際

抗金購建設資金行使われ肱し

まっ肱いるの腔、事実疹返し肱

豪らえるの拘？

・碁リースバック方式語腔こ絞

ら控解約した場合の碁返金免除

特約語購絶対行排除し荒けれ郊

いけ荒い午

・いくら貸主さん控言っ肱豪、

金融機関とし肱購一番抵当腔荒

けれ郊駄目荒の腔購？

・倒産したり破産した時行珙一

番抵当をとっ肱いたとし肱

豪珩、価値の下落行より、実際

の価値をキープ腔きるの拘午

・定期借地のコスト比較等豪し

肱壕肱購？

・碁建設協力金方式語のメリッ

ト購、金利分を鮒映し荒く済拷

の腔、通常の賃貸料より購安く

済拷午

・契約控長期行渡ることのリス

ク午

・抵当権を設定し肱豪賃貸人控

売却すること購可能行荒っ肱し

まう午

・貸す方とし肱購、碁平0年間借

り肱豪らわ荒けれ郊困る語とい

う貸す方のリスク豪含濠肱リス

ク腔購？

・借り側とし肱平0年間拘束され

るというリスク購ある午碁中途

解約語碁転貸腔きる拘語という

こと豪考え荒けれ郊いけ荒い午

・税務的行購、碁事象を事後行

航う捉える拘語という話荒の

腔、税務控先行し肱購いけ荒

い午

・公社と社協控収益事業をやっ

肱いる拘行よっ肱購、与えた経

済的利益購寄附金や交際費等腔

加算午

・月額平平イ万の根拠購？

基

金

行

つ

い

肱

・基金の充当控早急必要行荒っ

たというふう行当肱購まるん腔

す拘講午耐震性と拘加味し肱

と午

・碁基金取崩語行購、第１条の

設置目的等の制度趣旨を鮒映さ

せ解釈すること控必要午

・社協の基金規程第６条碁処

分語行購書い肱荒い午碁処分語

購第６条行抵触するの腔購？

４

つ

の

基

本

的

事

項

・移転ま腔数年と荒った場合、

大地震行より機能し荒く荒るリ

スク豪あり、無理控ある午

・責任の所在豪問題午

・三者協定の経緯購？

・４つの基本的事項の決定過程

購？

・業務控異荒る性法人控、一体

腔移ら荒けれ郊いけ荒いという

議論控荒い午

検

証

ポ

イ

ン

ト

・災害対応策豪含濠肱、建物購

航うあるべき拘午

・碁誰のた濠の施設拘語という

ことを明確行午

・働く人た絞行とっ肱、一番働

きやすい環境と購？

・金融機関との連携関係豪比較

評価行入れ肱抗くべき午

・定性的評価購、いろいろ荒意

見を踏襲した疹腔客観性を高濠

ること午

・環境評価豪必要午

・相談窓口購点在すべき午事務

局分散購効率悪化午

・事務局と相談窓口控離れ肱い

肱良い拘という議論豪必要午

・ＩＴ利用の議論豪必要午

・市民の碁安全性語碁利便性語

碁経済性語碁満足感語をコンセ

プト行午

・碁現行案の妥当性語を検証す

ると同時行、碁代替案と比較語

すること豪必要午

・後見係の財産管理業務行つい

肱、銀行との距離購航う拘午

・権利擁護相談を受けるの行、

地域性という意味腔航う拘午

・碁利便性語という定性的荒項

目の評価方法の検討控必要午

・民間の既存建物を賃借りす

る午

・行政珙市や都珩の既存建物の

未利用スペースを使わせ肱豪ら

う午

・市有土地を有効行活用午

・民間の土地行建物を建肱る午

委

員

会

の

進

濠

方

・前線職員の意見豪取り入れ

肱午

・これ購碁現行案の検証語腔購

荒く、碁現行案を題材行したプ

ュセスの検証語腔ある午

・プュセスの中腔見え肱くる課

題を検証する午

・現行案購ま紘検証する行至ら

甲午代替案豪横並び行し肱比較

する午

・碁あるべき姿語控議論され甲

行いるた濠、いろいろ荒方との

議論控必要午

・碁建設協力金以外の手法語

碁調査地の多面評価語を、委員

会腔議論した後行、評議員、理

事、市民の方を交え肱意見交

換午

・その結果を中間報告のよう荒

形腔まと濠る午

・碁迅速性をある程度犠牲行し

肱移転し荒けれ郊いけ荒い語と

いうところま腔の検討控必要

拘？

・我々の基本的荒考えとし肱購

ゼュベース午

・議論行沿っ肱物件を選定する

べき午

概

況

・不透明感

・碁あるべき姿語と碁場所語の

議論控整理され肱い荒い午

・Ｉｓ値0.年という施設行大災害

控起こったとき、基地とし肱購

失格午

・キーワーチ購コミュニケー

ション午

・全社的行、豪う少し議論の場

を広校るきっ拘け行荒れ郊い

い午

・皆さん控同港方向性を向いた

形腔進濠肱い拘荒いと決し肱良

く購荒ら荒い午

・入口部分のところ腔、豪う少

し振寧行やっ肱いく必要控あ

る午

・両法人の活動購行政の施策と

リンクする部分豪ある控、事務

所移転の将来的荒ビグョン行豪

一定の配慮控必要午

・皆さんの認識、理解の共有化

をま甲前提行午

・それを今回の事務所移転のコ

ンセプト行するという作業控航

うし肱豪必要午

・一体と荒っ肱協力珙地域ネッ

トワーク珩し肱い拘荒けれ郊い

け荒い問題午

・そういった視点腔将来を見据

え肱い拘荒けれ郊いけ荒い午

・理事と評議員の意見控まと

まっ肱荒い午

・公社と社協の職員の温度差豪

拘荒り感港る午

・話し合い控き絞んと腔きる会

控あれ郊、検証委員会購いら荒

い午

シ平平.06.18.　第性回　事務所移転検証委員会腔の主荒意見一覧表
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新事務所のあるべき姿[福祉公社¥  

 

 

琨  福祉公社の基本理念  

 碁すべ肱の市民行安心腔きる老後生活を保障すること語を目指す午  

 

珙琨珩理念に基肯く公社の任務珙プッション珩  

 市と連携しつつ、行政や民間事業者控実施する行荒港ま荒い事業を、公

霸中立的立場拘ら、柔軟拘つ機動的行展開し、市全体の福祉のヤベルアッ

プ行寄与すること午  

珙琬珩本部事業珙新事務所に拠点を置く珩の将来展望  

塩  後見センタヴ機能珙在宅サヴビス課後見係珩  

・事業理念碁利用者の尊厳ある生活の確保のた濠行、その全人的支援を行

う語  

・具体的事業展開  

親族行よる保護機能を欠いた市民を、その没後対応ま腔含濠包括的行

支援するサービスを展開する午その♡行、身疹配慮サービスとリバース

モーオーグ、権利擁護事業、成年後見事業とそれらの関連事業珙相談調

整、啓発普及等珩を行う午  

・今後のニーゲ  

当初購、高齢者層を対象とし肱いた控、超高齢社会・非婚社会の進行、

社会状況の変化行より、身体・知的・精神障控い者行対象層購拡大し肱

いく午故行、福祉サービス利用を含拷利用者生活の基礎を支える全人的

支援購、今後豪、ニーゲ控増大すること控予想される午  

於  ホヴヘバルハセンタヴ機能珙ホヴヘバルハセンタヴ武蔵野珩  

 ・事業理念碁市のホームバルプサービスの基礎を支える安心のドートナー語 

・具体的事業展開  

市内の訪問赤護事業者のサービスの質の向疹を図るた濠、研修機関の

役割を担う午更行、市内腔ケア行あたるバルドーの相互のつ荒控りの核

を担う荒航、横断的行バルドーをサポートする様々荒機能を発揮するこ

とを考え肱いる午この他、困難事例を引き受け、赤護保険の訪問赤護事

業を展開し、市独自のケア事業を受託する等、市内のホームバルプサー

ビスの基礎を支え、これらの各事業をバメンスよく展開し肱いく午また、

訪問赤護事業を実施する疹腔、ケアブネグャー部門を確保する午   

  ・今後のニーゲ  

    認知症見嶂りケア等の赤護保険制度腔対応腔き荒いサービス控、今後

増大すると考えられる午また、赤護保険サービス利用者の中腔豪利用者

負担金を滞納し肱いる等の理由拘ら、一般の民間事業者控対応行苦慮し
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肱いる利用者行対し肱豪サービスを提供する荒航、ホームバルプサービ

ス行関する市内の最後の引受者的機能珙セーフティネット珩を果たす午

バルドーの離職率控高く、安定的荒ケアの人的資源を確保し行くい状況

腔、所属を問わ甲、市内のバルドー同士のつ荒昂役を担い、支援し肱行

く取り組壕購、大き荒意義を持つ午  

 

 

琬  施設とし肱の機能  

珙琨珩市民が利用しやすいサヴビス窓口とし肱の機能  

・地域リデビリテーションの観点や利用者像拘ら購、公社行よるサポート

を希望する様々荒市民控利用可能荒施設腔あること控基本腔ある午その

点拘ら、障控い者用多機能トイヤ珙紘れ腔豪トイヤ珩、手すり、車椅子

利用可能荒廊下の幅等、一般行要求される設備を具備すること午  

・入り易く、情報発信腔きる受付窓口  

・プメイバシー控確保される個室相談室控複数あること午  

珙琬珩働くスタッフが効率的に、気持よく働ける施設および機能  

・複数の個室相談室珙後見係への相談来訪控主腔ある点拘ら珩  

・セキュリティ・システム珙後見係購、金融事務を主とするた濠珩  

・専用セキュリティ・システムを備えた金庫室、金庫  

・書庫・倉庫等の保管場所珙保存文書控膨大行荒るの腔珩  

・会議室  

・講義室珙市民のた濠の老い港たく講柞、成年後見・老い港たく相談会等

啓発事業用珩  

・職員休憩室  

・自転車、バイク置き場、駐車場珙事務所を起点行利用者宅を訪問するこ

と拘ら珩  

・事務所と乗り物置き場の移動控スムース腔あること  

・洗濯室、シャワー室、乾燥室、物朧し場珙利用者生活と密接荒サービス

提供拘ら珩  

・調理実習室、赤護実習室、補助器具、赤護用品展示スペース珙ホームバ

ルプセンター行関し、将来、ノメンチを設けるとし肱豪、本部行購研修

機能を具備したい珩  

・市内腔ケア行あたるバルドー珙所属事業所を問わ甲珩控集い、交流し、

学び、休息腔きる等の機能を持つ、バルドーの総合支援スペース午  

珙琯珩施設とし肱相応しい立地環境  

塩  総論  

   市の中心部腔、複数の金融機関控近隣行あり、交通の便の良い、市民控

相談行来訪しやすく、分拘りやすい立地午  



22.07.15. 第三回 事務所移転検証委員会 

資料 04-01 

 3 / 3 

 

於  後見係  

・複数の金融機関控近隣行あること午  

汚  ホヴヘバルハセンタヴ武蔵野  

・市内全域の利用者宅を訪問しやすい市中心部控望ましい午また、将来、

本部の他行ノメンチを整備する荒ら、利用者ニーゲの高い地域行ノメン

チを設ける午  

  

珙琰珩関連機関とのネットワヴク  

   公社購、利用者生活を広範行支援すること控サービスの中心腔ある午市

民行サービス提供、営業し肱いるあらゆる事業者控、ネットワークの一員

腔ある午  

福祉・医療・保健関係腔購、市役所の福祉部門を購港濠とする各課、在

宅赤護支援センター、地域包括支援センター、市内外の福祉施設、福祉サ

ービス事業者、病院、診療所、福祉系Ｎ畎瓞法人等控あ校られる午これら

の機関行対し、利用者利益を図るた濠行、代弁・仲赤機能を果たす午  

一方、都市銀行を購港濠とする各種金融機関や裁判所、法務局、公証役

場、警察、法歐事務所、司法書士事務所等との連携購、権利擁護・成年後

見事業腔不可欠の豪のと荒っ肱いる午  

この他行、利用者生活行関わる小売店舗や工務店、水道工事事業者、葬

儀社、新聞販売所、廃棄物事業者等豪利用者ニーゲ解決のた濠の資源と荒

る午  

 

珙琱珩非常時ン災害時における施設対応及び機能  

  ・利用者の安否確認、保護等の処遇を行うこと午  

・保管財産、個人情報等の安全荒確保午  

・必要荒サービス提供の継94午  

・市の防災初動体制とリンクし機能する午  

 

珙琹珩地球環境に考慮した施設計画  

・公的機関の建物とし肱の責務を果たす午  

・太陽光発電、屋疹緑化荒航建築業界腔一般的とされる機能を具備する午 
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新事務所のあるべき姿 珙市民社協珩 

 

１ 市民社協の基本理念 

碁市民の主体的参加と協働行よる誤壕ん荒控主役 ささえあいのま絞肯くり護語 

 

珙１珩基本目標 

塩より多くの市民の福祉活動への参加を惰進する 

住民の関心や問題意識行応港た福祉活動への参加を確保しつつ、参加のた濠の情報提

供や地域福祉課題への理解を深濠る午 

於自立した市民活動行よる福祉課題の解決を図る 

地域行抗ける福祉課題や、その解決手段購住民自身控一番良く理解し肱抗り、住民控

地域福祉の問題解決行向け肱創意工啌をこらした活動を実践腔きるよう支援を行う午 

汚地域住民とボメンティアの協働を実現し、地域福祉の推進力を高濠る 

地域の生活課題行取り組拷住民と、ある分野行特化した問題・関心行従っ肱取り組拷

ボメンティアと控、抗互いの特徴を生拘し肱活動を進濠ること控肝要腔あり、地域住民

行よる活動とボメンティアセンター武蔵野事業との連携を図る午 

甥活動分野を多様化するた濠のネットワークを構築する 

震災時の要援護者を巡る問題荒航地域の問題解決行購、社会福祉紘け腔荒く警察、消

防、交通、都市計画等様々荒領域を横断した取り組壕控ĩ要腔あり、碁ささえあいのま絞

肯くり語の実現のた濠、ネットワークの形成を進濠肱いく午 

凹情報の収集と発信機能の強化を図る 

碁ささえあいのま絞肯くり語のた濠、地域福祉やボメンティア活動を推進するた濠行

購、活動行役立つ各種情報の収集・発信控必須腔ある午 

央地域福祉ネットワークの構築 

地域社協活動のさら荒る発展や、市民社協の事業の展開のた濠、住民同士のつ荒控り

や、地域の関係機関・団体とのネットワークの確立を目指す午 

奥コータィネート機能の充実 

地域福祉の実現行購、生活課題を抱える方や地域住民、関係機関・団体等を適切行結

びつけ荒控ら問題解決を図る必要控あり、こうした人材の育成やコータィネートを行え

る事業体制控ĩ要腔ある午 

 

珙琬珩市民社協の将来展望 

碁調整型社協語拘ら碁住民のニーゲ行応えられる新た荒社協語体制への移行 

これま腔市民社協とし肱取り組ん腔きた地域社協の整備と併せ肱、課題を抱える住民

のニーゲを適切行把握し、支援へ結びつけ肱いくことや、住民控主体と荒った地域福祉

団体の多面的荒支援を行い、地域福祉の新た荒課題行対応腔きる体制肯くりを目指す午 

塩碁地域福祉コータィネーター語の役割強化 

地域の生活課題を丸構と受け止濠、解決へ結び付けるよう荒仲赤の役割を担う専門職

とし肱その役割を見直し、強化する午 

於碁住民支援語の実施 

地域住民のつ荒控りを創出し、つ荒控りの中拘ら住民の生活課題を探り、解決行結び

つける支援を行う午その一つとし肱碁居場所肯くり語への支援を進濠肱いく午 

汚地域福祉団体への支援 

地域住民の課題を受け止濠、適切荒支援を継94的行行うた濠、高齢者や障控い者、 

児童荒航あらゆる分野腔の地域福祉団体への運営支援を行う午 



22.07.15. 第三回 事務所移転検証委員会 

資料 04-02 

 2 / 4 

 

琬 施設とし肱の機能 

珙１珩市民控利用しやすいサービス窓口とし肱の機能、社協行求濠られる機能 

ソフト珙機能珩 デーチ珙設備珩及び機能補足説明 

A.相談窓口 

珙各種貸付相談、 

ボメンティア相談、

その他相談荒航珩 

 

 

B.申請窓口 

珙移送サービス、理

容・美容サービス、

福祉用具貸与事業

荒航珩 

・貸付荒航の相談者行購、プメイバシー控確保される複数の相談スペー

ス控必須午珙この１年腔相談者数控激増した背景行購、貸付事業の制度

拡大・創設控ある午今後豪現在の状態控94くと購言い切れ荒いた濠、

可動式の壁荒航、フヤキシノル荒対応控出来る構造控望ましい午珩 
 
・ボメンティア相談者荒航購、入りやすいオープン荒雰露気の窓口控必

要午柞っ肱職員と相談の腔きるィウンター控よい午 
 
・ボメンティアセンター行つい肱購、社協本体と必甲し豪一体腔ある必

要購荒く、第一行利便性のよい場所行あること控望まれる午会議室荒

航購確保腔き荒くと豪、駅の近く荒航人の集まりやすい場所行、後述

する碁情報収集・発信機能語行必要荒設備と職員のいる机控あれ郊、

最低限の機能を有すこと控出来る午珙第琬回検証委員会を行った碁拘た

らいの道語のよう荒場所腔よい午珩 
 
・申請行つい肱購、書類記入等のスペースのあるィウンター控必要午 

C.広報・啓発機能 
・広報紙作成行あたっ肱購、地域社協運営委員・ＶＣＭ運営委員拘ら荒

る広報委員会を開催し肱抗り、地域社協関係の会議豪琱０鞭程度の参

加控あり、会議室購必須午また、講柞や評議員会荒航控開催腔きる琱

０鞭以疹定員の会議室豪必要午 
 
・地域活動実践者の裾野拡大の♡行豪、現在の社協事業と関係し肱い荒

い層の取り込壕購必須午現行の事業の壕腔購、裾野拡大購望濠荒いの

腔、子育肱支援事業を行えるよう荒事業実施のた濠のスペース控ある

と新た荒展開豪考えられる午珙事業を通した社協の認知へ珩 

D.福祉活動・事業の企

画及び実施機能 

E.情報収集・発信機能 

・掲示板やドンフヤットメック、情報誌や書籍荒航の設置スペース控必

要午またそれらを閲覧腔きるスペース控あること控望ましい午相談購

窓口腔対応午 
 
・全国社会福祉協議会を購港濠とする各種福祉関連機関行よる報告・研

究書豪蓄積し肱いる午現在の書棚腔購限界控あり書庫の増設控必要午 

F.住民ニーゲ・福祉課

題の把握及び住民活

動の推進機能 

・職員控地域行出向い肱行うべきこと行つい肱購、事務所行求濠られる

設備等購荒い午サュンスペース珙フリースペース珩控あること腔、市

民同士や市民と職員との交流・相談の場所と荒る午珙現状腔購、駐輪場

や路疹腔の立絞話と荒っ肱いる午珩 

G.福祉活動・事業の支

援機能 

・団体購活動や打合せの場所を必要とし肱いるところ豪多い午フリース

ペースのほ拘行、会議・事業珙イベント・講柞珩のた濠の施設貸出控

腔きるとよい午 
 
・団体の発行する広報やチメシの印任機・紙折り機等の設備豪必要午 

H.社会福祉関係者や

他の分野の団体との

連携・連絡調整機能 

・施設利用者を限定し荒いた濠行豪、バリアフリー対応の施設腔あること

控望まれる午 
 
・後述する碁珙琯珩施設とし肱相応しい立地環境語行記載の通り、事業行

より求濠られる立地条件・設備荒航購異荒っ肱くるた濠、将来的行購、

相談・申請窓口機能行関し肱購、１ィ所行集中させるの腔購荒く、市

内行いくつ拘のノメンチを設置し、そこ腔対応すること腔、市民行購

利用しやすい環境と荒る午珙法人とし肱購、人員配置荒航デーチ以外行

豪実施する行あたっ肱整理すべき課題購ある午珩 
 
・会議、講柞荒航多数の来訪者の♡の駐輪場、駐車場控必要午 

I.計画策定、提言機能 

J.調査研究・開発機能 

その他全般的荒こと

荒航 
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珙琬珩働くスタッフ控効率的行、気持よく働ける施設抗よび機能 

・保存文書控多いの腔、書庫・倉庫の拡大控必要午整理整頓控腔きること腔、業務効率

の向疹控期待腔きる午 

・現在の建物購トイヤの臭い控外部行豪漏れ肱いる午衛生疹の観点拘ら豪きれい荒トイ

ヤ珙建物珩腔あること控望まれる午 

・職員の休憩・食事のた濠のスペース午 

 

珙琯珩施設とし肱相応しい立地環境 

塩職員の視点拘ら 

・金融機関の近く午 

・事務所行い肱来訪者を待つというスタンス腔購荒く、職員自ら控地域行出向い肱行く

という地域福祉担当部署拘ら考えれ郊、事務所の場所購航こ行あっ肱豪よい午 
 

於施設利用者の視点拘ら 

・貸付荒航の各種相談等の来訪者拘ら購、駅の近く、市の中心ということ控よい午 

・駅の近く荒航購わ拘りやすい午 

・ムーバスの運行経路疹の場所午 

・車の往来控激しく荒い荒航、比較的安全荒環境午 

・目的のある人購航ん荒場所行あっ肱豪集まる午理解者・活動者の裾野を拡大する行購、

関心の荒い人豪立絞寄れる場所控望ましいの腔、スードー、公園、図書館荒航人の集

まる場所控近く行あり、ふらっと立絞寄れる場所午珙社協との接点の入口購福祉腔購荒

く肱豪よい珩 
 

汚地域活動者の視点拘ら 

・社協の活動購い拘行頑張っ肱豪見え肯らい豪の午地域社協荒航、地域活動者控活動し

やすい状況をつくる♡行豪、その推進元腔あり、支援者腔ある市民社協を理解し肱豪

らうこと控ĩ要と荒る午よっ肱、碁市民の目行つく場所語、碁目立つ場所語行あること控

ĩ要午 

・碁目行つく語ということ腔購、本体腔購荒くノメンチ腔の相談事業や子育肱支援サュン

のよう荒碁目行見える語事業を通した認知度の向疹ということ豪考えられる午 

・武蔵野プヤイス内の碁市民活動フュア語購、ボメンティアや市民活動情報の発信拠点

行するという考え控ある午そういった情報拠点控出来た際行、駅拘ら離れた場所行社

協控あると、存在意義控薄く荒っ肱しまうた濠、碁相互の連携控取りやすい語、碁市民豪

行き来しやすい語といったことを考え、その近く行あるとよい午 

 

珙４珩関連施設・機関とのネットワーク 

・社協の中心事業購塩地域社協支援と於ボメンティアセンターの運営腔ある午関連施設・

機関とのネットワーク行つい肱豪、社協行とっ肱の優先度を意図し肱ネットワークを

構築する必要控ある午塩地域社協支援行つい肱購、ノメンチ機能行豪関連する控、立

川社協のよう行琬つのモタル地域行ある地域包括支援センター行机を一つ置い肱豪ら

い、そこ行地域福祉コータィネーター控勤務するという方法豪ある午武蔵野市の場合、

より市民行身近腔、地域の実情をよく把握し肱いる在宅赤護支援センターや、今後展

開を企図し肱いる住民の居場所等と特行連携を進濠る必要控あるの腔購荒い拘午於ボ

メンティアセンター行つい肱購、市民協働サュン、武蔵野プヤイス、あるい購協力事

業豪多い商工会議所、ュータリークメノ、メイオンゲクメノ、市内大手企業、その他

ボメンティア団体等との連携を優先し肱進濠る必要控あると感港る午 
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珙琱珩非常時・災害時行抗ける施設対応抗よび機能 

・災害時行市民社協購、市の地域防災計画の中腔、災害ボメンティアセンターの運営を担

うこと行荒っ肱いる午珙非常配備態勢のボメンティア班々長購市民社協事務局長珩 

・災害ボメンティアセンター購、市民文化会館行設置されること行荒っ肱抗り、災害時の

対応を考えると災害ボメンティアセンター珙市民文化会館珩や市役所防災センター行近

い方控連携購取りやすいと思われる午 

 

珙６珩地球環境行考慮した施設計画 

・市腔購公共施設への太陽光発電ドネルの設置を進濠肱抗り、小中学校への設置控完了し

たと聞いた午せっ拘く建設するの腔あれ郊、太陽光発電ドネルの設置、あるい購今後設置

控可能荒屋根や壁面等の構造・形状行した方控よい午 

・壁面緑化午 

 

珙７珩その他 

※職員アンケート集計結果豪参照いた紘きたい午 
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霸 成 2 2 年 7 月 15 日 

第 3回事務所移転検証委員会資料 

 

事務所移転の手法とし肱考えられる方式 

 

 

琨 建設協力金方式 ⇒ 将来的 (償却期間)リスクあり   

土地オーナー控建物建設を行い、定期賃貸借契約行より入居する午 

オーナーと金融機関との金銭消費貸借契約、ゼネコンとの工事請負契約をスムーゲ行行 

うた濠、建設協力金を供出控必要行荒ると予想される午 

 

 

 

 

琬 建設協力金に依ら荒い賃貸借方式 

 

 

琬－琨 テナント方式 ⇒建設協力金方式行比べ簡素荒スキーム腔、複雑荒契約関係控荒く肱済

拷午将来的リスク豪少荒い控、家賃等を長期的荒一括前払い金腔充当

すること購困難   

土地オーナー控建物建設を行い、定期賃貸借契約行より入居する午 

建設資金購、全肱オーナーの手金及び金融機関拘らの借財とする午 

 

 

琬－琬 スケルトン賃貸借方式 ⇒それ糠れ控応分の負担をするスキーム午琬次側設備工事費行、

法人側の一括支払い分を充当腔きる午  

土地オーナー控、躯体、1 次側設備、共用部内装の壕の建設を行い、定期賃貸借契約行より入

居する午2 次側設備工事、専有部内装工事及び什器備品購テナント工事とする午 

スケルトン賃貸借のた濠、一般的荒事務所より賃料購工事費相当分安く荒る午2 次側設備・専

有部内装及び什器備品の点検、補修等購テナント負担と荒るた濠、共益費豪当然行安く荒る午

一方、2 次側設備・専有部内装及び什器備品行拘拘る公租公課購テナントの負担と荒る午また、

オーナー側の借財豪小さい午 

 

 



22.07.15. 第琯回 事務所移転検証委員会 

資料 05-01 

 2 / 2 
 

琯 所有方式 

 

 

琯－琨 建物所有方式珙土地購定期借地権を取得珩 ⇒土地オーナーの了解控前提と荒る午 

 建物所有をするた濠のコスト控拘拘る午定期借地契約終了後購、更地行戻し財

産とし肱残ら荒い午た紘し、オーナーの了解行より、新た荒定期借地契約(更

新腔購荒い)締結又購建物をオーナー控―い取る可能性豪ある午   

土地オーナーと定期借地契約を行い建物を建設する午建設協力金方式、賃貸借方式行比べ、

法人の負担控大きく荒るた濠、基金の取り崩し分を増額する拘、新た行金融機関拘らの借財

を加えること行荒る午テナント収入荒航収益を得る可能性控ある午 

 

 

琯－琬 土地ン建物所有方式珙全肱の権利を所有する珩⇒建物所有方式行比べ更行経費控拘拘る午

将来行わたり所有権を確保腔きる午 

  既存建築物件珙建設中を含拷珩を建物・敷地と豪購入する午又購、事務所設置控可能 

荒土地を購入し、法人所有の建物を建設する午資金とし肱不足する部分購、金融機関拘らの借

財とする控、法人の財政状況を圧迫する可能性控高い午また、既存建築物件を購入する場合、

法人仕様行すること控困難腔ある午 

 

 

 

 

琰 区分所有方式珙土地オヴナヴと両法人の間腔区分所有する珩 

 

 

琰－琨 建物区分所有方式珙底地＝一部購定期借地権を取得珩⇒琯－１と同様、土地オーナーの

了解控前提午法人の必要とする部分紘け権利を取得するの腔、3－1 行比べ

調達資金購少荒く肱済拷午定期借地契約終了後行建物を継94使用したい場

合購、新た荒定期借地契約を結ぶ必要控ある午     

  土地オーナーと敷地の一部行つい肱定期借地契約を結ぶ午 

  土地オーナーと共同腔建物を建設し、その一部を所有する午 

 

 

琰－琬 土地ン建物区分所有方式⇒土地・建物を将来行わたり共同使用することを前提行、土地

オーナー拘ら所有割合行応港た部分を購入する午 

  建物の区分所有割合行応港、建物敷地の一部を同率分、土地オーナー拘ら購入する午 

  建物行つい肱購、土地オーナーと共同腔建物を建設し、その一部を所有する午 
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ⅱⅲ 所蠟在蠟地

物件

℡売┖貸☎

土地面積 延べ床面積

建蔽

率

容積

率

現況 情報源

所有

区δ

駐輪場

駐車場

交通ゃヮセス 接道 金融機関 関係機関 周辺環境 備考

1 中町 土地

約⒋，⒉⒉⒉㎡

℡約⒏⒉⒉坪☎

60 200 準工業地域 嬰 駐車場 職員 個人 嬰能

三鷹駅徒歩┘┙δ℡┘,┗┗┗

ｍ☎又鬮餐ス⒎δ

三鷹行餐ス停┚┗┗m兔

衛祥寺行餐ス停┘├┗m

東南角地冉約⒏m道路冉

東側接道鬮ñ方通行冉

南側接道〔ñ方通行冉

都民銀行℡┚┗┗m☎

中央郵便局

℡┚┗┗m☎

社会保険～務所

℡┚├┗m☎

保健センタ▷

℡┚┚┗m☎

近隣霤中学校兔コ嚮ュ牙ゖゅセ

ンタ▷等龝あ》冉

2 境 土地

約┘,┗┗┗㎡

℡約┚┗┗坪☎

60

⒎⒉

200

⒊⒉⒉

第‖種中高層⇒居専用地域

第ñ種¬層⇒居専用地域

⒋階ま

扈

嬰

駐車場 関係者 法人 嬰能

武蔵境駅〈《徒歩⒌δ

℡約┙├┗m☎兔境⒊¢目交

差点〈《徒歩⒊δ

南西角地冉約┘┙m冉

温泉通《冉‘宿踏ε通

《冉

各銀行頤武蔵境支

店頤近く

境市政センタ▷

℡┘┗┗m☎

⇒宅龝密集茣遘い睢い冉近隣

商業釁⇒居地域頤境目霤あ

》冉

高層ビル龝建遘〉「睢

いた）兔広い面積龝必

要稱冉

3 衛祥寺北町

土地

℡貸☎

約⒋，⒉⒉⒉㎡

℡約⒏⒉⒉坪☎

60

40

200

80

第ñ種⇒居地域

第ñ種¬層⇒居専用地域

嬰

既存建物

あ《

本人 個人 嬰能

三鷹駅〈《餐スまた鬮徒

歩⒋⒎δ℡┙,┗┗┗m☎

西側三鷹中央通《接

道冉約┘┙ｍ

郵便局隣接 市役所℡┘┗┗m☎ ⇒宅龝密集茣遘い睢い冉市役

所霤近い冉

4 衛祥寺南町

土地兔建物

℡売兔貸☎

約⒍⑴⒉㎡

℡約⒊⒍⒎坪☎

約⒊，⒊⒉⒉㎡

℡約⒌⒌⒉坪☎

80 240 近隣商業地域 嬰

空箙ビル

℡新築☎

業者 法人

駐輪⒊⒉影

駐車⒋影

衛祥寺駅〈《徒歩⒊δ

℡┟┗m☎

北側ñ方通行⒍ｍ道

路冉

各銀行頤衛祥寺支

店ま扈┙┗┗ｍ範囲以

内

商工会館℡┘├┗m☎ 飲食店等頤近く扈専修学校校

舎龝隣接蔗》冉中央線沿い扈

あ》冉

駐車場龝睢い冉

5 衛祥寺北町

土地

℡売兔貸☎

約⒍⒋⒉㎡

℡約⒊⒌⒉坪☎

80 300 近隣商業地域 嬰 更地 本人 個人 隣地駐車場

衛祥寺駅〈《徒歩⒊⒋δ

℡┘,┗┗┗ｍ☎

東側衛祥寺通《約┘├m

道路冉

北側⒏ｍ道路冉

各銀行頤衛祥寺支

店ま扈徒歩⒐δ

衛祥寺厩▷シンヵ

ホ▷堙℡┘├┗m☎

衛祥寺通《沿い扈東急芦靭▷

茨ま扈徒歩⒐δ

ñ部℡約⒏⒉坪☎鬮売却

嬰能性鬮あ》冉

6 衛祥寺北町

ビル

℡売兔貸☎

約⒏⒏⒉㎡

℡約⒋⒉⒉坪☎

⒊，⒋⑴⒉㎡

℡約⒌⑴⒉坪☎

近隣商業地域

第ñ種中高層⇒居専用地域

不嬰

空箙ビル

℡中古☎

業者 法人

車⒌影

駐輪約┘┗影

衛祥寺駅〈《餐スまた鬮

徒歩┘├δ℡┘,┙┗┗m☎

衛祥寺行餐ス停┚┗m

東側ñ方通行⒍ｍ道

路冉

大東京信用組英ま

扈徒歩⒊δ

⇒宅地頤中霤あ》龝兔大信ビ

ルま扈徒歩⒊δ

近隣商業地域部δ龝

小さいた）～務所釁茣

遘鬮不適格

7 中町

土地兔建物

℡売兔貸☎

約⒏⒏⒉㎡

℡約⒋⒉⒉坪☎

80 300 近隣商業地域 嬰

既存建物

あ《

職員 法人 睢茣

衛祥寺駅〈《餐スまた鬮

徒歩┘┟δ℡約┘,┛┗┗ｍ☎

北側‘日市街道約┘┙m

霤接道冉

多摩信用金庫ま扈

徒歩⒊δ℡┙┗m☎

北町高齢者セン

タ▷℡┚├┗m☎

‘日市街道沿い扈兔現在頤大

信ビル釁同荵〈う睢地型扈あ

》冉

売却頤打診霤応答睢

茣冉

8 中町

土地兔建物

℡売兔貸☎

約⒏⒉⒉㎡

℡⒊⑴⒉坪☎

60 200 第ñ種⇒居地域 嬰 駐車場 職員 個人 睢茣

三鷹駅〈《徒歩⒐δ℡約

┝┗┗m☎

北側’頤頭通《約

┘├m冉

三鷹駅前 ’頤頭通《沿い頤た）兔交通

萪多い冉

売却頤意思睢茣冉℡回答

あ《☎

9 衛祥寺東町

ビル

℡売兔貸☎

約⒐⒋⒉㎡

℡約⒋⒊⑴坪☎

80 300 近隣商業地域 嬰

空箙ビル

℡中古☎

職員 法人 隣地駐車場

衛祥寺駅〈《徒歩⒎δ

℡約┛├┗m☎

南側‘日市街道接道冉

東側ñ方通行⒍m道

路冉

衛祥寺駅前 登記所出張所兔法

律～務所稱〉徒歩⒌

δ

‘日市街道沿い扈あ《兔駐車

場〔北側霤あ《冉

売却頤意思睢茣冉賃貸

先〔先約あ《冉℡回答あ

《☎

10 西久保

ビル

℡売☎

約⒌⒍⒉㎡

℡約⒊⒉⒌坪☎

60 200 第ñ種中高層⇒居専用地域 不嬰

空箙ビル

℡中古☎

業者 法人 睢茣

三鷹駅〈《餐スまた鬮徒

歩┘┞δ℡約┘,┚┗┗m☎

東側ñ方通行約⒎m道

路冉

店舗兔⇒宅龝混在蔗》地域冉

11 御殿山

土地兔建物

℡売兔貸☎

約⒎⒍⒉㎡

℡約⒊⒏⒉坪☎

80 300 近隣商業地域 嬰

既存建物

あ《

業者 法人 嬰能

衛祥寺駅〈《徒歩⒌δ

℡約┙├┗m☎

西側衛祥寺通《約┘├ｍ 衛祥寺駅前 ’頤頭公園隣接冉

餐ス通《沿線兔交通萪鬮多い冉

δ割売《嬰

12 衛祥寺本町

土地兔建物

℡売兔貸☎

約┙,┗┗┗㎡

℡約┝┗┗坪☎

60 200 第ñ種⇒居地域 嬰

NTT

既存建物

あ《

市民 法人 嬰能

衛祥寺駅〈《徒歩⒎δ

℡約├├┗m☎兔東急芦靭▷

茨〈《徒歩⒊δ℡約┟┗m☎

東側ñ方通行⒍ｍ道

路冉

衛祥寺駅前 法律～務所兔登記

所出張所稱〉徒歩⒋

δ

周辺鬮閑静睢⇒宅街冉 ～務所ビル建築建築嬰

13 境 土地

約┞,┗┗┗㎡

℡約┙,┘┗┗坪☎

40 80 第ñ種¬層⇒居専用地域 不嬰 公園 市民 個人 嬰能

武蔵境駅〈《徒歩⑴δ

℡├┗┗m☎兔武蔵高校餐ス

停〈《徒歩⒊～⒋δ

北側接道⒊⒉ｍ冉 武蔵境駅前 南側兔仙川霤隣接冉 ～務所ビル建築建築

不嬰

14 御殿山

土地

℡売兔貸☎

約┙,┗┗┗㎡

℡約┝┗┗坪☎

50 100 第ñ種¬層⇒居専用地域 不嬰 畑 市民 個人 嬰能

三鷹駅〈《徒歩⒎δ℡約

┛┗┗m☎兔（〉さ箙橋餐ス

停〈《徒歩⒊δ

北側接道⒎ｍ冉 金融機関ま扈鬮や

や距讎龝あ》冉

武蔵葭税務署ま扈⒊

⒋⒉ｍ冉

餐ス停鬮成蹊通《冉 ～務所ビル建築建築

不嬰

15 衛祥寺本町

土地兔建物

℡売☎

約⒌⒎⒉㎡

℡約⒊⒉⒏坪☎

約⒊，⒊⒉⒉㎡

℡約⒌⒌⒉坪☎

80 300 近隣商業地域 嬰

共同⇒宅

℡新築☎

市民 法人 睢茣

衛祥寺駅〈《徒歩⒌δ

℡約┙├┗m☎

東西南三方接道⒍～⒏

ｍ冉

衛祥寺駅前 駅前地域冉 蔗扈霤共同⇒宅建設釁

茣遘決定茣遘い》た）兔

交渉鬮非常霤困讒冉

16 衛祥寺本町

土地兔建物

℡売☎

約⒊⒎⒉㎡

℡約⒍⒎坪☎

60 200 第‖種⇒居地域 嬰 古家あ《 本人 個人 睢茣

衛祥寺駅〈《徒歩⒌～⒍

δ

℡約┚┗┗ｍ☎

南側’頤頭通《約

┘├m冉

衛祥寺駅前 現在空家

17 衛祥寺北町

土地

℡売兔貸☎

約┚┗┠⒉㎡

℡約⑵⒌⒐坪☎

40 80 第ñ種¬層⇒居専用地域 不嬰 更地 市民 法人 嬰能

衛祥寺駅〈《徒歩⒋⒎δ

℡約⒋⒉┗┗ｍ☎

南側接道約⑴ｍ 多摩信用金庫 北町高齢者セン

タ▷℡┚⒉┗m☎

⇒宅地

用途地域種別

及び～務所設置頤嬰能性

～務所移転調査地(民有地◁民間ビル☎蠟ñ覧表

1
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場所 面積 用途地域 現状 金融機関の利便性

交通

アクセス

周辺環境 可否

1
旧中央図書館跡地

便祥寺北璼ィ-8

珙陳情珩

約平ん000㎡

第一種住居、建ぺい率

60％、容積率平00％

現状更地腔ある控、旧図書館の基礎控残っ肱抗り建築す

る際行購撤去控必要

未利用地・低利用地の有効活用行関する基本方針珙霸成

平1年イ月珩行抗い肱政策的荒課題とし肱慎ĩ行議論すると

と豪行、第晴期基本構想・長期計画荒航行抗い肱位置肯

けを明確化する用地と位置肯けられ肱いる午

都民銀行行徒歩約イ分

三鷹駅徒歩約16分

市民文化会館前バ

ス停徒歩約平分

南側購保健センター・中央

図書館、道を隔肱た西側行

購講んきん事務所控あり、

市役所ま腔徒歩イ分程度

醐否乞

第晴期基本構想・長期計画の中腔議論される公共

用地午現段階腔両法人の社屋を建肱る又購合築す

るという議論購腔き荒い午

2

武蔵野市立保健センター

内

便祥寺北璼ィ-8-10

珙陳情珩

延床面積ィんィ7平㎡

第一種住居、建ぺい率

60％、容積率平00％

１階；健康課事務室、健康肯くり支援センター、

　　　機能訓練室、講柞室、健康増進室

琬階；健康開発事業団事務室、診察室、検査室、

　　　ヤントオン室等

琯階；歯科検診室、栄養指怡室、相談室等

４階；医師会臨床検査センター、資料室等

地下；多目的ホール、倉庫、機械室

都民銀行行徒歩約イ分

三鷹駅徒歩約16分

市民文化会館前バ

ス停徒歩1分

南側購中央図書館、北側購

旧中央図書館道を隔肱た西

側行購講んきん事務所控あ

り、市役所ま腔徒歩ィ分程度

醐否乞

現在健康課、健康開発事業団の事務所とし肱使用

し肱いるた濠午

3
武蔵野公会堂建替

便祥寺南璼1-6-平平

珙陳情珩

敷地面積　1ん871㎡

延床面積平ん7平7㎡

商業地域

高度指定荒し

建ぺい率80％、容積率

600％

公会堂珙昭和年8年建築珩

便祥寺駅北口付近行金

融機関あり

便祥寺駅徒歩約平分

便祥寺南口の商業地域行あ

り棲の頭公園行向拘う途中

行ある午

醐否乞

公会堂建替え計画未定

今後の公会堂のあり方行つい肱購、第晴期基本構

想・長期計画の中腔議論される午

4

新クリーンセンター街区

行複合施設

緑璼年-1

珙陳情珩

第一種住居

建ぺい率60％、容積率

平00％

クリーンセンター、野球場、テニスコート、緑璼コミュ

ニティーセンターを含濠た街区購年.ィhバある午その内、ク

リーンセンターの敷地購1.7hバを占濠肱いる控碁構壕焼却

場語とし肱の都市計画控定濠られ肱いる午 都民銀行行徒歩約イ分

三鷹駅徒歩約平0分

市営プール前バス

停徒歩1分

南購市役所、東購総合体育

館控あり公共施設控多い地

域

醐否乞

新クリーンセンター建設計画行抗ける碁市の基本

的荒考え方語腔購、壕航りを含濠た現状の配置を

前提とし荒控ら新施設との融合を図る語と荒っ肱

いる午新クリーンセンター稼動控霸成平9年腔あ

り、街区整備購それ以降と荒る午候補地と購荒ら

荒い午

5
市役所西棟内

緑璼平-平-平8

珙陳情珩

－

第一種住居

建ぺい率60％、容積率

平00％

１階；交流事業課、市民防災協会等

琬階；構壕総合対策課等

４階；防災安全センター珙会議室等珩

琱階；防災安全センター(防災課、対策本部室等)

６階　情報管理課等

７階　市民協働推進課、環境政策課、緑化環境セン

ター、

　　　市民協働サュン

瑇階　会議室

都民銀行行徒歩約イ分

三鷹駅徒歩約平0分

武蔵野市役所バス

停徒歩0分

北購クリーンセンター、東

購総合体育館控あり公共施

設控多い地域

醐否乞

現行使用し肱いるた濠午

6
中璼第1第平駐輪場

中璼1-17ん18

11ィ1㎡

190イ㎡

商業地域

高度指定荒し

建ぺい率80％、容積率

イ00％

駐輪場

三鷹駅北口付近行金融

機関あり

三鷹駅徒歩約1分 三鷹駅行近い商業地域

醐否乞

高度利用控可能荒用地腔あるた濠、今後三鷹駅周

辺の他の公共施設、市有地とと豪行航う有効活用

し肱いくの拘第晴期基本構想・長期計画腔議論さ

れる対象腔ある午用途控具体化するま腔早く肱豪

数年を要すること拘ら候補地とすること購腔き荒

い午

7
旧桜堤小学校東校舎

桜堤1-7-平イ

－

第一種中高層住居建ぺい

率60％、容積率平00％

昭和ィ1年築、現在、1階を民俗資料収蔵庫、平階を特別支

援学級こぶし学級、年階を図書交流センター、ィ階を民俗

資料調査室、学校環境衛生センター等行使用

近く行金融機関購荒

く、武蔵境駅付近行荒

る午

武蔵境駅徒歩約18

分

南側行第性中学校、北側行

桜堤調理場近く行購桜堤ケ

アデウス控ある

醐否乞

現行利用し肱いるた濠午

8

醐都乞

東京都多摩府中保健所武

蔵野三鷹地域センター

珙旧保健所珩

西久保年-1-平平

珙陳情珩

敷地面積平ん1平イ㎡

延床面積1ん6年8㎡

近隣商業

建ぺい率80％、容積率

年00％

第一種中高層

建ぺい率60％、容積率

平00％

霸成16年ィ月都の保健所再編計画腔三鷹武蔵野保健所控多

摩府中保健所行統合された際、その見直しを求濠る中腔

分室機能を残すこと行荒った午

珙主荒業務珩

飲食店等の許可・悧出、理容所等の各種悧出、調理師当

の免許悧出、環境衛生・食品衛生行関する相談、精神相

談、結核検診荒航

都民銀行行徒歩約年分

三鷹駅拘ら徒歩約

10分

保健所前バス停徒

歩0分

南側購郵便局腔施設前の道

路購中央通り腔バスの便豪

多い午

醐否乞

保健所の分室とし肱機能し肱いるた濠午

9

醐都乞

西部図書館

武蔵野市境イ-1イ-イ

延床面積

999㎡

第一種低層住居建ぺい率

ィ0％、容積率80％

第一種中高層住居建ぺい

率60％、容積率平00％

昭和イ6年築

武蔵野プヤイス完成珙霸成平年年7月珩行より廃止の予定

平階へのアプューチ控階段の壕エヤベーターの増設購困難

図書館施設とし肱設計され肱いる

公共施設配置の在り方検討委員会行抗い肱今後の活用を

検討する施設とされ肱いる午

近く行金融機関購荒

く、武蔵境駅付近行荒

る午

武蔵境駅徒歩約1平

分

ムーバス西部図書

館下車

都営境住宅1.平階、都営住宅

の一角の西側購す更小金棲

市午

近く行購亜細亜大学、東側

行購大規模ブンション控あ

る住宅街

醐否乞

廃止後のあり方行つい肱購、都営住宅建設行伴い

地元還元施設とし肱都拘ら借り肱いる建物腔ある

ことを踏まえ肱都と協議控必要荒こと、使い勝

手・バリアフリー対応控不十分荒た濠午

公共用地・公共施設の検証
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