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審議会等の議事の要旨【要点】（案）    

    

会議名称 令和 4 年度第１回立川市交通結節推進協議会 

開催日時 令和 4 年 8 月 23 日（火）午後 14 時 00 分～15 時 30 分 

開催場所 立川市女性総合センター第 3 学習室 

次第 1．議 事（午後 14 時 00 分～15 時 30 分） 

（１）令和 3 年度歳入歳出決算及び令和 4 年度予算案について 

（２）令和 3 年度実施のターミナルサイン等の修正について 

（３）令和 4 年度実施予定の誘導サインの修正について 

（４）令和 3 年度実施の JR 立川駅周辺案内サイン等に係るアンケート

結果について 

配布資料 資料１-１：令和３年度立川市交通結節推進協議会歳入歳出決算書 

資料１-２：令和４年度立川市交通結節推進協議会歳入歳出予算(案) 

資料２-１：令和３年度案内サイン 修正・設置個所 

資料２-２：令和３年度協議会 委員指摘事項 

資料３：誘導サインの修正について 

資料４：JR 立川駅周辺案内サイン等に係るアンケート調査［概要］ 

資料５：案内サインの整備 利用者の意見等 

出席者 ［委員］ 

小早川悟会長、稲垣具志副会長 

野澤英一委員、米澤暁裕委員、早田俊介委員、米澤暁裕委員、藤原

廣彦委員、植木修委員、伊藤正人委員、岡本康彦委員、山本繁樹委

員、大石幸治委員、大関弘之委員、大野誠委員、中野史朗委員 

［事務局］ 

大和田智也（交通対策課長）、加藤暁子（交通企画係長）、 

一ノ瀬達郎（交通企画係主任）、岩澤愛（交通企画係主事） 

公開及び非公開 公開 

傍聴者数 無し 

会議結果 １．議事 

（１）令和 3 年度歳入歳出決算、令和 4 年度予算案について事務局よ

り説明を行い、質疑応答を行った。 

＜会長＞ 

事務局より説明のあった、令和2年度歳入歳出決算と令和3年度予

算案について、１円だけではあるが、ご意見があればお願いしたい。 

＜委員＞ 

初めて出席し、決算書及び予算案を見させて頂いたが、内容がわ

からない。なぜ１円しかないのか、説明を願いたい。 

＜事務局＞ 

立川駅周辺の案内サインの整備を進めるに当たり、令和31年度・令
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和2年度については、交通結節推進協議会で東京都の補助金を頂き、

JRやモノレール、立川市に補助金として支出し、サイン整備を行っ

た。東京都より頂いた１千万以上のお金を引き出す時期が、丁度利

子が付く時期と重なり、１円の利子が付いてしまった。昨年度、寄

付として処理する方向で、受け付けてくれる所を探しましたが、１

円だけでは、受け付けてくれるところが見つからなかったため、１

円が残っている。 

＜委員＞ 

昨年度は、今年度の予算案がゼロという事はこの協議会を運営する

お金、例えば、この協議会の委員に支払う報酬はどこから出るのか 

＜事務局＞ 

謝礼は、立川市が皆様の知見を頂くという形でのご依頼をさせて頂

いているため、立川市から支出している。 

＜委員＞ 

協議会で何か事業を決定し、その事業に対して都から補助金が来る

という形になるのか。 

＜事務局＞ 

他の自治体では協賛金や寄付金、参加団体からお金を頂いて、それ

を充てる事もあるようだが、立川市の協議会はそのような形を取っ

ておらず、東京都の補助金を頂いて、サインの整備に充てた。 

＜委員＞ 

これまで継続されている委員の方たちは事業をわかっているが、新

しく委員になられた方は分かり辛いので、もう少し整備の内容やお

金の流れなどが分かる資料があると良いのではないか。サインを修

正する予算はどこから出ているのか。 

＜事務局＞ 

サインの修正は、それぞれの管理者が維持管理する事になっている

ため、市が管理するものは市の予算に計上している。JRさん・モノ

レールさんにそれぞれ管理分は修正して頂いており、バス案内につ

いては、バス事業者さんの方で修正してもらっている。 

＜委員＞ 

この協議会としては、東京都の補助金を頂いて、それを基に整備を

行ったが、その後の維持管理や更新は各事業者さんが行うというこ

とか。 

＜事務局＞ 

そのとおり。整備の内容はこちらの協議会で検討して頂いている。 

＜委員＞ 

各社がそれぞれ修正するより、統一的にデザインされた整備をする

方が良いだろう。そのために、この協議会で議論し、整備していく
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位置づけになっているという事でよろしいか。 

＜委員＞ 

規約を読むと、この協議会は地方公共交通の再生と活性化という法

律に基づいて作られているという理解でよろしいか。 

＜事務局＞ 

おっしゃる通り。その法律の法定協議会という形で発足しており、

まず立川駅は乗り換えが大変多く発生するので、その円滑化を図る

ためにサインを整備した形になる。 

＜委員＞ 

今年度以降、様々な事を立川市とその周辺も含めた、公共交通の整

備については、話し合いの対象にならないのか。 

＜事務局＞ 

もう１つ立川市地域公共交通会議という会議があり、そちらでくる

りんバスなどの話し合いを行っており、こちらの協議会では立川駅

周辺の案内整備が主旨となっており、立川市全体には現在は広げる

予定はない。他の会議との関係もあり、この場で判断する事はでき

かねる。 

＜委員＞ 

今のご意見は重要なご指摘だったと思う。立川市交通結節推進協議

会をいう会を作り、東京都からの補助金で整備を行ったかと思うが、

改めてこの立川市交通結節推進協議会の目的が何か、何を協議し、

推進して行くのかなどを確認して行く事は、年１～２回しかない会

議でもあるため、重要なのではないかと感じる。 

＜会長＞ 

おっしゃる通り。他の協議会との立ち位置もあるだろうから、一

度整理をして、この協議会で何をやるのか、設立当初の目的はあっ

たのだろうが、今後、整備後の協議会の位置づけや意味合いも含め

て、一度検討して欲しい。 

＜副会長＞ 

公共交通の議論とどう連動していくのかという話で、地域公共交

通会議と言う別の会議体があり、そちらで公共交通の新しい考え方

等の議論をなさっていると思うので、そちらとの情報共有は重要だ

と思う。この協議会の特徴として、公共交通の視点もあるが、バリ

アフリーの視点も相当重要だと考える。立川駅は大きなターミナル

なので、面的な円滑化の議論を担保できるような組織体をきちんと

考えていかなければならない。バリアフリーの議論もハードだけで

なく、人々の理解などソフト的な議論もあり、福祉部局なども関係

してくる可能性がある。当事者参加でサインを整備してきたが、立

川市において今後見直してほしいのは、バリアフリーの計画的な推
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進である。視覚障害者誘導ブロックは課題としてずっと上がってく

る。今後の協議会の目的等の整理をする際、公共交通だけではなく

裾野を広げて、立川駅周辺の今の環境に対して、バリアフリー等を

当事者参画で進める準備が出来ていないのであれば、この協議会な

ども活用して議論すべきだと思う。 

＜会長＞ 

他にご意見のある方は。 

皆様からかなり重要なご指摘が沢山いただけた。当初は東京オリ

ンピックまでに結節点の整備をする目的だったと思うが、オリンピ

ックも終了し、今後この協議会の立ち位置や運営の仕方について、

検討をして欲しい。 

 決算書については、承認とさせて頂きたい。 

 

（資料 1-2）令和４年度歳出予算（案）について事務局より説明を行い、

質疑応答を行った。 

＜会長＞ 

事務局より説明のあった、令和4年度予算案についてご意見があれ

ばお願いしたい。 

＜委員＞ 

事業計画があっての予算だと思うが、今年度の事業計画は想定して

いないという理解で良いか確認したい。 

＜事務局＞ 

議事（３）等で提案するが、今年度はサインの修正点は多くはない

が、立川駅周辺について、他に具体的に整備した方が良い箇所がご

ざいましたら、ご指摘頂き、各管理者が整備について考えて行くこ

とになる。 

＜会長＞ 

普通は、事業計画があって予算案を組むが、予算が無いという事は、

何もしないということに見える。だから、先程の議論と同様に、予

算は無いが、立川市も含め各事業者さんの予算で行う整備計画とそ

れに対しこの協議会が、議論し確認するという話がなく、０円の予

算案だけでは、何もしていないように見える可能性もある。事業計

画は作った方がよいかもしれない。 

＜委員＞ 

もう一点、予算案の項目が国庫補助金・都補助金・市補助金交付税

の負担金、繰越金と諸収入になっているが、補助金で運営されてい

るのか。 

＜事務局＞ 

大きな整備については、平成31年度から令和2年度にかけて協議会
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の各事業者がサイン整備を行い、整備にかかった金額のうち補助対

象金額の1/3を東京都より協議会に頂いて、それを協議会から各事業

者（ＪＲさん、多摩モノレールさん、立川市）に補助金という形で

支払った。 

＜会長＞ 

予算案の項目が、サインを整備する前のままになっている。だから、

協議会の予算や運営方針を一度作成した方が良い。副会長も指摘し

ていた、バリアフリーやサインも含め、確認体制や維持管理方法に

ついても検討した方が良い。 

＜事務局＞ 

今回は事業計画等は作成していない。サイン整備が交通の乗り換え

だけで良いのかも含め、今後の方向性について委員の皆様にお示し

し、ご意見を頂戴できるように検討していく。 

 

（２）令和３年度実施のターミナルサイン等の修正について事務局よ

り説明を行い、質疑応答を行った。 

＜会長＞ 

予算がなくても修正等は行っている状態になっている。 

＜副会長＞ 

今後修正する際は、修正案の時点で、手戻りを無くすためにもこの

協議会に情報提供をして貰いたい。 

次に、N29のエスカレーターはピクトや進入禁止の床サインが付い

ていて、ロービジョンの視覚障害者の方やかなり視力が落ちている

高齢者の方からすると注意喚起になり、非常に良い。しかし、エス

カレーターの点検の際は、下りを登り運転にする場合があるかと思

うので、安全管理を業者にしっかり伝えておく必要がある。また、

N29のエスカレーターを写真で見ると乗り口手前の点字ブロックが

２列なければいけないが、１列しかない。足の長い人などが跨ぎ超

さないように、30×2の60センチの奥行きがあるブロックが必要であ

るため、ここは早急に検討をしてもらいたい。 

最後に9ページの右上の路面サインが、点字ブロックの分岐部分に

床サインがある。他は分岐の線状の横に床サインがある。床サイン

の貼り方のルールが統一されていない。今後、張替の際に検討して

もらいたい。 

＜会長＞ 

令和３年度に、市の管理部分は資料2-1のように修正を行っている

が、モノレールやJRの管理部分にこの協議会から張替の申し入れを

すると、各事業者の事業費で修正をしてもらえるという理解で良い

か。 
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＜事務局＞ 

管理協定を結んでいるため、基本的には各管理者が修正をして行

く。実際にJRさんは管理部分を修正してくれている。 

＜会長＞ 

副会長から指摘があった点はいかがか。 

＜事務局＞ 

エスカレーターの点字ブロックについては、道路課に早急に確認

し、対応を検討したい。路面サインについても張替のタイミングに

対応したい。 

＜会長＞ 

資料2-2の三角の項目については、今後検討するという事で良い

か。 

＜事務局＞ 

参画の中でご検討いただきたい項目を網掛けにしている。 

＜会長＞ 

例えば、駅へ向かうサインの入れ方や矢印の向き、文字の仕様など

についても当然やってもらいたいが、この協議会で議論して行くの

は難しい。当初のようにコンサルタントをお願いする予算を付ける

事は可能なのか。 

＜事務局＞ 

コンサルタントの予算はないため、職員が何とかするしかない。 

＜会長＞ 

何か適用になる補助金がないか、事務局で探してもらいたい。 

＜副会長＞ 

今の件で２点重要な事がある。一つは写真で空間理解をする事には

限界があるため、感染症対策など課題はあるかと思うが、現場で検

討する方が良いと思う。 

また、逆方向へのルーティングの話があったと思うが、16番のよう

に駅の方に向かう側に関しても検討が必要という話になると、また

当事者に来て頂いて丁寧にやる事が、立川モデルだと考える。 

他の協議会と比べ、立川の誇れるところは、かなり丁寧に当事者参

加で検討を行い、知的障害や車椅子の方など色々な方に来て頂き、

カラーユニバーサルデザインも当事者参加で行ったことだと思う。

維持管理に関しても、当事者参加のユーザー目線で検討する事が重

要だと考える。 

＜会長＞ 

整備の際と同様のやり方を引き続いて行ってもらいたい。 

他に皆様から、ご意見、ご質問等はあるか。 

特に意見等は無いようなので、資料2-1については、ご指摘あった
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所は修正を行う。出来れば、修正前に協議会メンバーにご案内をし

てもらいたい。 

資料2-2については、コンサルタントを頼めるかなどを含め、予算

として利用可能な補助金の検索についても事務局の方で検討をして

もらいたい。 

続いて、議題3について事務局より説明をお願いします。 

 

（３）令和４年度実施予定の誘導サインの修正について事務局より説

明を行い、質疑応答を行った。 

＜委員＞ 

総合案内板の表示に関し、違和感を感じる。パッと見たときに、「魅

力発信拠点施設コトリンク」と記載があるが、難しい漢字の後にア

ルファベットがあると、知的に障害がある方や小学校低学年の子な

どから見ても何の事か分からない感じがする。もう少し、表記に工

夫をしてもらいたい。 

＜事務局＞ 

市の担当部署と調整し、出来るだけ分かりやすい書き方で記載して

いきたい。また、修正の際は皆様に相談をさせて頂きたい。 

東京都の名称についても長くて分かり辛いと考えるため、東京都と

相談をして、分かりやすいものにしたいと考えている。 

＜委員＞ 

ルールの確認をしたいが、立川市内すべてのサインを協議する訳で

はないはず。どこまでが議論の対象になるのか、例えば、議事3の施

設が駅デッキ周辺で、統一したサインがあるため、協議すべき議事

かと思われるが、協議会で行う検討範囲はどこまでなのかが分から

ない。立川市魅力発信拠点施設は東京都の施設なのか。  

＜事務局＞ 

立川市の施設である。 

＜委員＞ 

持ち主の意見が一番大事だと考える。この協議会で標記文字などに

ついて指摘をしても、持ち主の主張が優先となる。場所やデザイン

等に関する内容もどこまで議論して良いのか分からない。何か定義

はあるのか。 

＜事務局＞ 

資料2-1の表紙に点線で囲ってある範囲が、この協議会の議論対象

となる立川ターミナル整備区域である。この協議会で平成31年度に

公共施設の誘導サインの入れ方やデザイン等を検討して頂き、基本

ルールに記載している。この公共施設は整備区域に直結して建設さ

れたため、この協議会でアドバイスを頂きたい。 
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＜会長＞ 

当初から在籍している委員だけでなく新しい委員の方にも再度ル

ールの確認が必要となる。ルールの更新の必要性などについても、

本来この協議会で検討して行く必要があるのかもしれない。 

＜委員＞ 

事前送付された協議会案内を見ると、立川駅周辺及びその周辺の利

便性向上のための整備に向けた検討等を行う事が目的になってい

た。資料2-1の点線の範囲を見ると南口に新設した合同庁舎は、ペデ

ストリアンデッキに繋がっているから、検討範囲として見てよいか

と考える。しかし、資料2-1を見るとファーレ立川のようにペデスト

リアンデッキで繋がっているのに、ターミナル整備区域である点線

から外れているのだなと思った。 

＜会長＞ 

ターミナル整備区域の範囲の見直しも定期的に行って行く必要が

あるのかもしれない。ありがとうございます。 

＜委員＞ 

資料2-1で副会長から修正する場合は、事前に委員の皆様に連絡を

して欲しいと言う話があったが、昨年度、弊社ではスペルミスの修

正を行った。協議会を通すべき修正の度合いや緊急修繕で直す時の

報告の仕方などについても、ルール作りをして貰いたい。 

＜会長＞ 

ルールは一度見直す時期に入っているのかもしれない。 

＜委員＞ 

話を戻してしまうが、コトリンクは基本的には立川市と東京都の施

設であるが、立川の方が来る場所だと考える。出来れば、「立川市魅

力発信拠点施設コトリンク」ではなく、カフェや特産品販売の名称

など分かりやすい名称にして欲しい。 

＜副会長＞ 

ナンバリングを新たに付ける話があったが、今まで基本的にはナン

バリングは昇降の所が対象だった。これまでペデストリアンデッキ

からそのまま入れる建物の入り口にナンバリングは無かったのでは

ないか。 

＜事務局＞ 

これは公共施設で、誰でも利用できる階段とエレベーターがあるの

で、貼れると考えた。まだ東京都や担当部署に相談はしていないの

で、今後相談していく。 

＜会長＞ 

S14を付けたいという希望があるという事で良いか。他にご意見等

は。資料3については、意見がいくつか出たので、特に名称に関して
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は修正をして貰いたい。 

続いて、議事4番に移りたい。 

 

（４）令和３年度実施のJR立川駅周辺案内サイン等に係るアンケート

結果及び資料５について事務局より説明を行い、質疑応答を行っ

た。 

＜委員＞ 

配布数に対し、回答率は良かった印象がある。 

参考資料35ページの（25）問5の自由記述にサインについての記載

があった133件のうち、94件が分かり辛いというような指摘があった

が、その内容は今説明があった資料5の抜粋内容で良いか。 

資料5のような意見は、今後の協議会での検討材料になると考える。 

また今後、立川駅へ下車する方は増加すると思われるため、この協

議会等でサインの分かりやすさを追求し行くべきだと感じた。また、

先ほど副会長が仰ったように、当事者参加で検討し、バリアフリー

も追及してきた経緯があるので、そこをPRした方が良いのではない

かと前回も申し上げたが、今回も言わせて頂きたい。 

＜会長＞ 

おっしゃる通りである。 

＜副会長＞ 

ペデストリアンデッキは道路に当たるので、道路の円滑化基準が

適用となる。道路の円滑化基準が20年位改訂されていなかったが、

今年の３月にバリアフリーやユニバーサルデザインをクローズアッ

プしたものに改訂された。国交省の道路局が管轄だが、私がその議

論に入らせてもらっているので、「立川市のターミナル事例をコラム

の中に入れて欲しい」と依頼した。それにより今回、サインの計画

を当事者参加で行ったこの取り組みと案内マップが、国のガイドラ

インに明確に記述された。私は私の立場で国にPRしたりしているの

で、もっと事務局は立川市民等にPRしていくべき。 

来街者アンケートは丁寧に行っていて、これは非常に重要な参考

になると思う。次に私が知りたいのは、例えば立川の中心市街地で

商売されている方や色々な施設の関係者の方々が、ナンバリングや

地図、サインなどをどのように使っているのか知りたい。 

例えば、資料5の立川ステージガーデンまでの案内が不足している

からといって矢印を至る所に付ける訳ではない。サインはあり過ぎ

ると分かり辛くなるため、情報量は少ない方が良い。最適化された

数のサインをいかに有効利用して、目的地に人々を誘導するか、関

わっている一人一人が意識的に行うことが重要となる。そういう意

味で、PRはとても重要になってくる。 
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＜会長＞ 

是非、PRをしてもらいたい。協議会で時間を掛け、丁寧に行って

いるので、市民の方にも何か媒体を使ってPRしてもらいたい。 

＜委員＞ 

街が良くなるなら、プライベートの時間を顧みない人は沢山いる

ので、今後も当事者参加できるよう、また声を掛けて欲しい。 

また、話は変わってしまうが、Ｓ14やＮ17などの地上階が１階で、

２階に駐輪場があり、３階がペデストリアンデッキになるような場

所を結ぶエレベーターの中に、何も表示が無く、間違えて駐輪場に

降りてしまう話を聞くので、ボタンの上などに表示などがあれば助

かる。 

＜事務局＞ 

N17のエレベーターはタクロスが所有しているため、管理組合にお

伝えしたい。 

＜会長＞ 

他にはいかがか。 

＜委員＞ 

元々東京2020大会、オリンピックを契機に、世界中から人が来る

にあたり、主に都内ターミナル駅を対象として、鉄道、バス、タク

シーなどの乗り換えの利便性や案内サインを分かりやすくする為に

取り組んで来た。 

東京都でも最初の取っ掛かりとして、都内ターミナル５駅へ補助

金を交付した。案内サインの取組自体は、都内だと9か所、ターミナ

ル駅で進めてもらい、立川市でも平成31年、令和2年と2年で現状の

案内サインまで作り上げてもらった。他の駅でも完成した案内サイ

ンの維持管理を立川市と同様に継続して行っている所もあれば、検

討中の所もある。 

東京都自ら、事務局で行っている駅は、新宿駅のみ。今日も立川

市の事務局の方が非常に苦労されている様子であるが、新宿駅でも

同様の状況である。 

立川駅は地上を繋ぐデッキネットワークであり、対象物が見えるた

め、分かりやすくシンプルな案内サインで良いと思う。 

共通している事は、最初の初期投資には補助があったが、それぞ

れの地域がその後、苦労して維持していることである。新宿駅の場

合は、施設管理者に維持してもらうので、管理者の判断で、お金な

どの都合の付くタイミングで、適宜行ってもらい、それを年に１回、

こういう場で報告、確認するやり方をとる予定である。 

今後の案内サインの取組を広げていくための補助金は、東京都と

しても要望を出しているが、維持管理のお金は難しく、共通の悩み
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であるため、一緒に考えていければと思う。 

＜会長＞ 

貴重な情報提供をありがとうございました。 

＜事務局＞ 

本日いただいたご意見については今後対応を検討していきたい。

また、9 月 2 日までに事務局へご連絡いただいたご意見については、

議事録とともに後日共有させていただく。 

 

閉 会 

以上 

担当 まちづくり部交通対策課交通企画係 電話 042-523-2111（2279） 

 

意見集約 

議事（３）令和 4 年度実施予定の誘導サインの修正について ＜事務局＞ 

＜委員＞ ＜事務局＞ 

・ターミナルマップには現在カタカナで「立

川市魅力発信拠点施設コトリンク」と記載

されているので、CotoLink ではなくカタカ

ナのコトリンクで統一した方が良い。また、

来街者に向けたサインだと思うので、来街

者に向けた記載が良いと思う。私見では「立

川市魅力発信拠点施設コトリンク   LULU 

Terrace（特産品販売＆カフェ）」が良いと思

う。  

コトリンクの方にも意見を聞いてみたらど

うか 

・誘導サインにつきまして、東京都の施設

についても記載する必要があるため字数に

も制限があり、本協議会の議論を踏まえ「立

川市コトリンク」とさせていただこうと考

えております。 

立川市交通結節推進協議会のあり方について 

＜委員＞ ＜事務局＞ 

本協議会の設置根拠となっている地域公共

交通活性化再生法の所管官庁として念のた

め補足させていただくと、活性化再生法の

法定協議会については、当該地域における

公共交通のマスタープランである「地域公

共交通計画」（令和２年法改正前：地域公共

交通網形成計画）を作成することが基本的

な目的になります。  それ以外のことを協議

してはいけないわけではありませんが、令

和２年法改正により地方公共団体において

地域公共交通計画の作成が努力義務化され

・設置根拠とあり方につきましては、地域

公共交通会議との関係も考慮し、調整して

まいります。 
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たこともあり、今後の方向性を検討してい

くのであれば、計画の作成や地域全体の公

共交通の話をしていただくことも考慮して

いただいてもよいかもしれません（我々か

らそうするよう求めているわけではありま

せん）。  また、公共交通全体の話は道路運

送法を根拠とする別会議である地域公共交

通会議で協議されているということでした

が、立川市におけるそちらの会議は活性化

再生法の法定協議会の機能を持たれていな

いため、もし地域公共交通計画作成や自動

車以外の交通モードのお話を今後協議され

るとなると、活性化再生法の法定協議会で

協議するのが適当ですので、協議事項の住

み分け等については改めての検討が必要に

なるかと思われます（他自治体では地域公

共交通会議と法定協議会の両方の機能をひ

とつの会議体に持たせることも多いです）。 

 


