武蔵五 日市駅前市有地の経緯 について

平成 4年 (1992年 )3月 24日
国鉄清算事 業 団用地 の 取得

◇ 広域施設建設用地 として 、五 日市 土地 開発公 社 が 国鉄清算事業団用 地約
10,500ポ を買収
平成 4年 (1992年 )6月 6日
秋川流域開発振興協議会 で協議
◇ 五 日市町が五 日市土地 開発公社 か ら広域施設建設用地 (10,500ポ )を 買い
戻す に当た り、広域的 な施設整 備 を行 う場合、東京 都 の補助制度 (3/4
補助 )が 受けられ るため、施設 の整備、運営について 4市 町村 (秋 川市、
五 日市町、日の出町及び檜原村)で の協定が必要 とな り、協議会 に付議 し、
承認 を得 た。

平成 4年 (1992年 )6月 23日
秋川流域総合センター整備に係 る基本協定締結
◇出席 :秋 川市長、五 日市町長、 日の出町長、檜原村長
◇ 「(仮 称)秋 川流域総合センター」を4団 体で共同整備す る
◇整備、運営費の経費負担 について
平成 4年 (1992年 )8月 7日
五 日市町が五 日市土地開発公社から広域施設建設用地 (10,500ポ )を 買い戻す。

平成 5年 (1993年 )2月 5日
広域施設検討委員会 の設置
◇秋川流域総合 センター が広域施設 として整備・運営 で きるよ う、検討委員
会 (協 議会 の事務 レベル)を 設置 して検討 してい くこ とが、協議会 で承認
され る。
平成 5年 (1993年 )2月 16日
広域施設検討委員会開催 (1回 目)
平成 5年 (1993年 )11月 19日
広域施設検討委員会開催 (2回 日)

平成 7年 (1995年 )7月 13日
￨1流 域開発振興協議会事務局会議開催
秋り
◇秋川流域総合センター整備事業の課題について検討
①施設の用途
②東京都 の補助要綱について
③整備 。運営の主体について
④東京都 の補助金は、総事業費の 3/4で 15億 円を上限としてい る。総事業
費の上限を 20億 円と想定 した場合、 3市 町村の負担金 は次の とお り。
・ あきる野市 323,350千 円
・ 日の出町 112,300千 円
・檜原村
64,350千 円

平成 10年 (1998年 )2月 10日
(仮 称)秋 川流域総合セ ンター基本計画

第 1回 打合せ

平成 10年 (1998年 )10月 1日
「(仮 称 )秋 川流域総合センター」当初建築期限
※東京都 か らの施設整備 費 の 4分 の 3相 当額 の支援 につい て協議 して きた
が、当時の東京都 の財政事情 の悪化に伴 い決定 されず、国鉄清算事業団 と
の違約金 が生 じるこ とと併せ 、あきる野市 として も、建設費に対す る一般
財源 の確保や ランニ ング コス ト等を考 えると、当分 の間、延期せ ざるを得
ない状況 となった。

平成 16年 (2004年 )7月 14日
国鉄清算事業本部 との協議 による特約解除
◇ 旧国鉄清算事業団 (独 立行政法人鉄道建設 )と の土地売買契約 における指
定用途等 の特約条項 (違 約金)に ついては、特約解除の 申請 により解 除 さ
れた。

平成 18年 (2006年 )9月 29日
(仮 称)秋 川流域総合セ ンター整備用地に関す る覚書 (あ きる野市⇔東京都 )
内容 】
【
五 日市町 (現 あきる野市)が 、平成 4年 度に (仮 称)秋 川流域総合セ ン
ター整備 費補助金及 び 区市町村振興基金 を活用 して取得 した整備用地 に

ついては、整備計画が確定 しない まま現在 に至 ってい るこ とか ら、用途 の
変更 も含み東京都 と協議 した結果、区市町村振興基金 の償還期限である平
成 24年 度 までは駐車場 としての 目的外使用を認 めるが、期限までに秋川
流域総合 セ ンター以外 の利用 も含 め、具体的な整備計画を定めるもの とし
た。定 ま らない場合 は、当該 センターの整備方針 を撤回 し、平成 25年 度
に、土地処分 な ど整備用地 に関す る抜本的な処理 を行 い、補助金 を返還す
る こ とになる。

平成 18年 (2006年 )10月 から
あきる野市行政財産使用許可
使用面積 :927.0ポ
[現 在 の契約]

(あ

きる野市⇔西東京バ ス)

使用期間 :平 成 21年 10月 1日 か ら平成 22年 9月 30日
使用料 :1,754,724円

平成 19年 (2007年 )4月 か ら
本土地 の具体的な整備計画を定 めるまでの間、暫定的な活用方法 として時間単
価貸 しの有料駐車場 を設置 (あ きる野市⇔ タイ ムズ)
使用面積 :4,183.22ピ
[現 在 の契約]
使用期間 :平 成 22年 4月 1日 か ら平成 23年 3月 31日 まで
土地使用料 :8,008,440円
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・
・……… 西東京 バスヘ の貸地
……… タイムズヘ の貸地

