
第５回町田市玉川学園コミュニティセンター 

建替基本計画策定検討委員会議事録（要約版） 

 

日時：２０１４年６月３０日（火）午後２時～午後４時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第２・３会議室 

 

次第 

①開会 

②委嘱式 

③挨拶（市民部長） 

④委員紹介（自己紹介） 

⑤委員長及び副委員長の選出（互選）について 

⑥建替基本計画検討の進め方について 

⑦玉川学園コミュニティセンターにおける諸室のあり方・イメージについて 

（建替市民会議第１・2回の結果をふまえて） 

⑧閉会 

 

配布資料 

・本日の次第 

・資料 1 建替基本計画策定までのステップ 

・資料２ 検討委員会の今後の進め方（案） 

・資料３ 建替市民会議第１・２回意見まとめ（概要） 

・資料４ 建替基本計画検討の論点等（諸室のあり方について） 

・資料５ 町田市玉川学園コミュニティセンター建替基本計画策定検討委員会設置要綱 

・資料６ 町田市玉川学園コミュニティセンター建替基本計画策定検討委員会委員名簿 

 

出席者（敬称略） 

（委員）：前島正光、岡本宏、中本剛司、松原三郎、玉木信雄、尾張日出夫、秋山啓子 

根上倫子、清瀬壯一、井上宮子、＜欠席：松香光夫＞ 

(事務局：町田市)：内山市民部長、 

市民総務課：宮崎次長、三好担当課長、高橋担当係長 

市民課：中島課長 

玉川学園駅前連絡所：尾留川所長 

営繕課：徳重担当課長、野里主事 

(コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

 

①開会、②委嘱式、③市民部長挨拶、④委員及び町田市・コンサルタントの自己紹介ののち、⑤委

員長については前島正光氏が選ばれ、副委員長には岡本宏氏が委員の互選により選出された。 

  以降、委員長の進行で検討委員会が進められ、⑥建替基本計画検討の進め方についての説明が事

務局よりあったのち、以下の意見交換が行われた。 

 



⑥建替基本計画検討の進め方について 

 

（事務局） 

＜資料１、２説明＞ 

 

（委員長） 

資料１、２についてご質問はありますか 

（委員） 

資料 1の、「公共施設の集約化」について説明してほしい。 

（事務局） 

異なる用途の建物を一つずつ建てると各々ランニングコストがかかる為、集約できるものは極力、

集約していきたい、という考えである。コミュニティセンターが中心として、その中で併設できる

機能（たとえば老人施設の機能などの可能性も）についても検討していく。 

  

⑦玉川学園コミュニティセンターにおける諸室のあり方・イメージについて 

（建替市民会議第１・２回の結果をふまえて） 

 

（コンサルタント） 

 ＜資料３、４説明＞ 

 

（委員長） 

傾斜地に建つことを考えると、その他の部分 40％は変わってくる可能性はある。部屋の名称に

こだわらず、どういう用途に使うのか、まず基本方針のコンセプトの言葉について、頭に入れなが

ら話を進めていきたい。 

用途について考えると、まず「ホール」と名のつくところは、何に使うのか。他施設のホールの

使い方も様々（スポーツ、社交ダンス）で、音響的にはどうするか（音響は鶴川ポプリホールに任

せてこちらはそこまでしないのか、逆に特色を持たせるのか）等は大事なことになる。キーポイン

トとなる「ホール」は基本方針の中でも議論されているが、機能の面からどういうホールにするか。 

（委員） 

現在のホールは狭いが、音響はなかなか良い。４回の市民会議では、特徴を持ったホールがほし

いという意見が出ていたが、音楽、演劇等の専用ホールは難しい面もある。音楽や演劇ができる舞

台と、バックスペース、音響、は最低限必要である。 

近隣の方からは、センターの出す音や使用時間、光等が迷惑、との話が出ていたので、ある程度

の防音措置は必要だと思う。使用時間は運営上の問題。近隣の方が話していることについては、や

はり考えていかなければならない問題である。上階にするのか地下にするのかなど、ホールの遮音

と位置、が問題。 

（委員長） 

芝居や演奏など使いたい演目があるということだが、舞台を設けたいという件はどうか？ 

（委員） 

現在、舞台は可動式のものがあり、センターのお祭りや講演会で舞台を出してきて使う。日常的

には、音楽やダンスのサークルが練習に使っている。 

 



（委員長） 

今までは広くなかったので、そのほうが効率良かった。今度 200㎡位の面積になった時にどうす

るか。面積が広がったとしても、本当に舞台が必要なのかという議論もある。 

（委員） 

その辺はよく話し合った方が良い。 

（委員長） 

舞台を設けるとなるとやるべき演目が出てきて、また、控室はどうなるのか等といった付属室に

ついても影響が出てくる。 

（委員） 

現在、控室は会議室を使っているが、着替えは倉庫でやっている。非常に使いづらい。 

（委員長） 

舞台で何かしようとする時、舞台から近いところに控室や洗面所がある等、平面的なつながりが

欲しくなってくる。 

（委員） 

そのような希望が、利用者団体からも出てくると思う。 

（委員長） 

全体のスペース配分が関わってくる。本当に舞台が必要かどうか、大きな要素になる。 

舞台がなくなると、あきらめる演目も出てくるので、仮設舞台にして平常時は平土間で多目的に

使う。その場合、音響はコンサート用にはならないが、ある程度良質なものを作るのは建築的にで

きる。 

（委員） 

新たな機能が加わることで、そのホールを利用する新たな団体などが加わることは、このセンタ

ーにとって大切なことである。 

（委員長） 

この会館が、孫の代まで使われることを大前提として考えなければいけない。 

 高齢化、人口減少の中で、今までの会館の使い方とは変わってくることも考える。 

（委員） 

平土間に楽器（ピアノ等）を置いて演奏会をすることは音響的にどうなのか。 

（委員長） 

平土間か、舞台があるかは音響的なことだけでいえば問題はない。 

（委員） 

音響的に問題がないのであれば、舞台はいらないと思う。椅子は可動式にして、平土間で真ん中

に楽器を置いて廻りを取り囲むような形をとるときは、舞台が邪魔になる。 

（委員長） 

舞台を設けると「方向性」が出てしまうが、芝居や演奏をする時に、背面をガラス張りにして外

が見えるようにしている、といった方向性を生かした例もあり、いろいろな考え方ができる。 

（委員） 

舞台は演奏者、お客、どちらのニーズか。椅子に座ると後ろの人は見えない、講演者の顔が見え

ないなどの場合がある。 

（委員長） 

やはり観客の方を主体に考えるべきではないか。ただ、平土間だと演奏者や講演者がやりにくい

ということが出てきてしまう。その場合は可動式の舞台を置く、という方がいいのではないか。 



（委員） 

可動式舞台の高さは２０㎝くらい。 

（委員） 

可動式舞台は動かすのが大変。パーツに分かれているが、２、３人でないと動かせない。本当は

ない方がいいが、演者から見れば舞台は必要なのだと思う。 

（委員） 

最近は軽くて丈夫なものもあると思う。いいアイディアだと思うが収納スペースが多めに必要。 

（委員） 

そのスペースを作るかどうか、これから考えていく。 

（委員長） 

高齢化社会に向かって使う人のことも考えていかなければならない。 

 可動式の舞台にしたい場合は、その方針だけ決めておいて、作り方はこれからの問題としていく。 

（委員） 

舞台は重宝している。ピアノは下に置いてあり、倉庫からの出し入れが大変である。舞台にピア

ノを乗せるのは無理である。 

（委員） 

舞台は軽くて良いものにしてもらいたい。 

（委員長） 

舞台については可動のものを準備する、とする。ピアノは常設で置く、という前提で良いか。 

（委員） 

利用者等様々な方のホール使用時にピアノに何かあったら、ということも考えなければならない。 

（委員長） 

他の用途にホールを使った場合を考えて、危険性を回避することからもピアノは収納しておいた

方が良いということ。 

（委員） 

ピアノの出し入れや脚の固定は重労働である。持ち上げて降ろす装置なども必要。 

（委員長） 

整理すると、平土間で仮設の舞台を置けるようにする。それとピアノの収納を考える。 

面積はこれからの検討になるが、約 200人定員の椅子は全部収納できるようにする。 

およそ 250㎡程度のホールと想定するが、すべての部屋の用途を確認してから再計算する。 

ホールの用途としてはどんなことが考えられるか。何か特殊な使い方をするか。  

（委員） 

講演会などに使用する。ミニシアター、その場合スクリーンが必要 

（委員長） 

それに伴って音響（装置）と映写室も必要になる。今はどうしているのか。 

（委員） 

プロジェクターを使っているが、音は廻り階段を上っていき、操作しているので不便そうである。 

（委員長） 

本格的な映写だとスクリーンやスピーカーも通常と違うものが必要で、そこまでやるかというこ

とになる。 

（委員） 

今までのような雰囲気で、スクリーンはもう少し大きい方が良いとは思うが。 



（委員長） 

映像そのものが立体的なものなど変質してくる可能性がある。今の段階では、映画、映像が投影

できるようにしたい。視聴覚教育や生涯学習においては、大切な要素である。 

（委員） 

軽スポーツは難しいかもしれないが、ダンス、いわゆる社交ダンスではなく若い人がやっている

ようなポップなものなどはホールも使えるのではないか。 

（委員長） 

軽スポーツは、どこまでの事を言うのか。 

（委員） 

卓球台を置いていることが多い。成瀬センターなども数台の卓球台がある。 

（委員長） 

卓球台をまた片づけなくてはいけないのでは。 

（委員） 

成瀬センターの場合は、畳まないのでそれほど大変ではない。 

（委員長） 

用途によって仕上げ材も変わってくるし、床の作り方が変わってくる。音楽をやると残響時間も

考えなければならない。床も天井も壁も変わる。 

（委員） 

この地域には卓球ができる会館などはないのか。→ない。 

（委員） 

相模原市は各コミュニティセンターに卓球台があり、コミュニティセンター同士の大会がある。 

（委員長） 

忠生や他のセンターで、特殊な使い方をしているところはあるか。 

（事務局） 

忠生市民センターでは卓球台は当初なかったが、要望があり急遽用意した例がある。 

（委員） 

卓球台はそれほど場所を取らないので、ホールより会議室のイメージで考えてはどうか。 

ホールと兼用で使えても良い。卓球は、健康に良くちょうど良い運動量ということで今大変人気

がある。 

（委員長） 

太極拳もやっている。フラダンスや高齢者にはヨガも流行っている。設備がいらないのでよい。 

（委員長） 

卓球等はある程度床に振動を与える。床そのものを取り換えられる構造にすることも考えられる。 

（委員） 

用途による残響時間の調節はできるのか。 

（委員長） 

建築的には可能であるし、電気的に変えることも可能だが、お金はかかる。 

コンサートを重点に考えるとそれなりの部屋の作り方は必要だが、規模が小さいので大きなバン

ド演奏などは考えられない。弦楽器や管楽器の少人数での演奏を前提に残響時間を考えて、部屋の

設計をすることになるかと思う。良い音質で音楽を聴きたい、というのは一つの条件として良い。 

（委員） 

文化を発信する、という点では音楽は欠かせない。 



（委員） 

このエリアには音楽家の方が多い。 

（委員長） 

演奏家からすると、予定しているこれくらいの小さなスペースだと、演奏している側と聴いてい

る側が本当に一体となれる。 

（委員長） 

それも情報発信で、楽屋もホールも良質、ヒューマンで、地元の演奏家の演奏が身近に聴ける。 

 ただ色々なところから人が集まってきて、なかなか入れないことになるかも。 

（委員） 

設備が良いと、良い演奏家が集まる。ポプリホールと相模原が音響の面で良い、と言われている。  

（委員長） 

ここでは、「上質な音場を作る」、ということでまとめておく。 

（委員） 

更衣室は最も評判が悪い。何とかしてほしいという要望が特に女性から多い。スペースとお金の

兼ね合いだが、きちんとしたものを作りたい。 

（委員長） 

喜ばれる更衣室とはどんなものか。 

（委員） 

清潔なスペースがあればよい。 

（委員長） 

和室でなくても良いか。 

（委員） 

フローリングで構わない。鏡があれば良い。特に個室が必要ではなく、男女別なら大部屋でカー

テンなどで仕切れれば良い。 

（委員長） 

他の施設で演奏家に言われたのは、着替える場所、出番を待つのに落ち着いていられる場所がほ

しい、ということだった。それは、更衣室の重要な要素として考えたい。 

次に会議室については、会議だけでなく他の用途にも使える、ということだが、どういう使い方

があるか。 

（委員） 

今はみんなパソコン、インターネットが使えるようにＩＴ対応になっている。誰が使うにしろ、

そういう環境は必要である。 

（委員） 

無線ＬＡＮは全館必要だと思う。外部からインターネットにつないで情報を流す、等は必要。 

調理室は専用スペースは難しいかもしれないが、調理のスペースを基盤として、色々な料理教室

などができればよい。 

軽音楽の部屋がほしいというのは、いつも音を出す部屋がこの部屋（会議室）とホールしかない

ので、ホールを使っているときはなかなか難しいから、と思われる。軽音楽は若い人だけではない

ので、練習室を兼ねれば、利用者層の幅がひろがると思う。専用室は難しいかもしれないが、つく

し野センターで当初、音楽室を設けたのは、周辺の高校生たちを引き込もうとしていたからだと思

う。 

 



（委員長） 

最近は若い人だけでなく「おやじバンド」等もあるので、生涯学習やサークルの楽しみのひとつ

として、練習の場としてほしい、という声が多いと思う。他の用途にも使えるが、防音装置をして

おいて音楽の練習にも使えるという部屋が、一部屋でもあった方が良い。 

（委員） 

それと視聴覚がパッキングしてあれば、うまく使いまわしができるのではないか。 

（委員長） 

学校でいえば視聴覚教室みたいなもの。そういう音を出していい部屋が、一つは必要である。 

調理室についてはどうか。町内会館をみていると本格的にやるところと、全くやらないところと、

地域差があるようだが。この場合に料理教室的なものがあったほうがよいと考えるかどうか。 

（委員） 

あった方が良いと思う。災害時の炊き出しなどにも使える。大きなファンがあるような本格的な

厨房というのではなく、普段は蓋がしてあって机に使っていてガス台や水道が出てくるようなもの

でよいと思う。若いお母さんの、乳幼児の為の料理教室とか、高齢者の介護予防の食事作りとか、

男の調理会とか、学習会のような、みんなでできるような何かがあれば、と思う。 

（委員） 

現在、ボランティアのようなものだが定例的な食事会をやっている。 

（委員） 

その場合、調理室は 50㎡位の部屋と仮定して調理台は中央に置くのか、端に置くのか。 

（委員） 

調理台は中央に出てくるイメージ。 

（委員） 

固定はしているが、普段はテーブルで使っていて何かの時にカバーを取って使うイメージ？ 

（委員） 

イベントが多くなると常時出す、ということになるかもしれない。 

（委員） 

色々な用途に使うので、調理の時とそれ以外は分けられるようにした方が良いとは思うが。 

（委員長） 

調理の内容によって、建築設備的に換気やガス、水道をどうやって持ってくるかに関わる。 

（委員） 

今はそんな換気設備はない。下調理をして持ってきて温めている。 

（委員長） 

素材から調理するのか、もっと簡易な形にするのか、使い方による。本格的な料理教室はスペー

ス的に難しい。 

（委員） 

下調理をして持ってきて温める形になるかもしれないが、本格的な調理をしたい時には換気やガ

ス設備もしっかりしている「こすもす会館」を利用する等、うまく連携できる仕組みを考えていく

方が良い。 

（委員) 

「こすもす会館」には大きな鍋、皿、茶碗が多数あるが、ほとんど使われていない。 

（委員） 

定期的には使っている。 



（委員） 

一番よく使うのは会食会のときである。 

（委員) 

お祭りの時も使っている。下調理したものを温めるだけでなく、料理を作ってもいる。 

（委員） 

会食会は、調理したものを温めているが、お祭りの時は、最初から作っている。 

（委員） 

1日占有できるから最初から造ることができる。 

（委員） 

第一会議室の椅子は 20 脚なので、20 人。従って普通の個人宅の厨房のちょっと大きめのもの、

で作れるものしかできない。 

（委員長） 

試食会等なら、そこで調理して、隣の会議室で食べることも可能では？ 

（委員） 

可能である。 

（委員長） 

本格的な調理設備を設けるのは、全体の面積配分の中では難しい。 

（委員） 

定期的にやっている人の意見もよく聞いてみたいが排気設備位は設けてほしい。 

（委員長） 

会議室は、ミーティング等他の用途でも使える部屋の中で、調理室としても使える機能を持って

いるということにする。 

（委員） 

重要なのは熱源である。ガスか電気かで大きく変わってくる。ＩＨヒーターなら、テーブルも被

せれば簡単にできるが、ガスの場合は大変である。 

（委員） 

ガスは排気も必要になる。 

（委員） 

一人一人、調理するのは大変なので、何かの時にみんなで調理して食べる、という感じになる。 

 調理台以外はテーブルで良く、書道や絵画に使ったりもする。水場があれば便利。 

（委員長） 

調理そのものを専門的に勉強するということではなく、食を介したコミュニケーションを図ると

いうことであろう。 

（委員） 

「こすもす会館」は料理以外のときはどういう風に使っているのか？  

（委員） 

調理室は会議室という名になっている。端に厨房上があり、災害時の炊き出し用の大釜が乗るコ

ンロがあり、食卓は会議室と兼用になっている。大きく 3つあり 6人掛けで、あとは予備。食器棚

と冷蔵庫がある。 

向こうには集会所がないので、災害時にも何でもできるようにということで、会食会や男性の料

理教室などもやっている。 

（委員） 



あそこまで行くのは大変。 

（委員長） 

ミーティングに使う部屋は、最大限何人ぐらい想定したら良いか。今まではどのくらいの人数の

会議が多かったか。100人くらい？ 

（委員） 

一番大きい玉川学園町内会で総会をするとなると 200人集まるので、ホールを使うことになると

思うが、その他の会議は大きくてこの会議室位で、30人である。最大 30人として、間仕切りでき

る方が良い。 

（委員長） 

他の集会施設で間仕切りはほとんど使われていないことが多い。間仕切りは、目線は遮るが音は

伝わる。 

音が伝わらない様なしっかりした間仕切りだと、重たくなってしまい、使うのが女性や高齢者だ

とほとんど使われないことになる。 

（委員） 

個々の間仕切りはよく使われている。 

（委員） 

会議には使いにくい。 

（委員長） 

あまり小さな間仕切をつくっても使いにくい。 

（委員） 

すべてが 30 人である必要はなく、プラス 15 人か 20 人くらいの部屋がいくつかあるという雰囲

気でよいのでは。 

（委員長） 

最大で 30人と想定して、最少だったら何人くらい？ 

（委員） 

10人くらいではないか。（他にも同様意見あり） 

（委員） 

ここの会議室を分けて 15人くらいは入る。 

（委員） 

10人ぎりぎりでは 6畳間位になってしまう。 

（委員長） 

15人くらい。そんなイメージでいきたい。 

次に、この表の中に和室と書いてあり、この畳の部屋というイメージについてはどう考えるか。 

（委員） 

着付けや、お花や、お茶は和室が必要である。ただ、フローリングのところにカーペットや「い

草マット」を敷いても使える。和室は必ず、という考え方でなくても良いのではないか。 

（委員） 

三輪センターでは保育室兼用で和室を使っている。このような場合、「い草マット」でもいいの

か、それともやはり畳が必要なのか。 

（委員） 

小さな子供を連れてくるお母さんが、和室を必要とするということは、子供を遊ばせるために来

ると思うので靴を脱いでフローリングで遊ばせれば良いのでは。 



（委員） 

フローリングは固い。 

（委員） 

自分がダンスをする間子供を保育室に預けておく。 

（委員） 

では和室をどうするかではなく、保育室をどうするか、と考えればよい。 

（委員） 

よくわからないが、保育室として和室が必要なのか、フローリングで子供がおいておけるのか。 

（委員） 

保育園はみんなフローリングになっている。 

（委員） 

保育室が畳でなければいけないことはない。マットなどをよく敷いている。 

（委員長） 

保育室として必要なのか。 

（委員） 

例えば、児童図書室で子供たちに話して聞かせるスペースがほしい、となってくると、保育室と

いうより保育スペース的コーナーといったものが、そういうところにつながっていくと、みんなの

目が届くとか、そういうものがあっていいと思う。 

 

（委員） 

現在、さくらんぼホールでは、小さい子供を預かって、若いお母さんたちはダンスなどをしてい

る。やはりそういうスペースは必要であろう。和室でやっているかもしれない。 

（委員長） 

子供を預けたいという要望があれば、専用の部屋でなくても良いかもしれない。 

（委員） 

子連れのお母さん達がどこにも行くところがないというのは困る。 

（委員） 

さくらんぼホールは和室が使えるし、ロビーも使える。 

（委員） 

おむつ替えやハイハイするのは畳の上だと抵抗ないが、フローリングでハイハイするのはどう

か？ 

（委員） 

転んだりしたときにぶつけたりとか・・・気を使っている。 

（委員） 

絨毯か何か敷けばよいのでは。また、何かサークルを作っておけばよい。 

（委員） 

和室の用途を言えば、着付けやお茶、お花、書道等だが、「い草マット」などを取れば他にも使

うことができる。よって和室ではない利用方法ができる。 

ただ、子供を見るという考えだと、また別問題だと思う。子供は畳の上で遊ばせた方が安全だと

いうならば、保育室を和室にする、という考え方になるのではないか。 

（委員長） 

全体の面積配分から言うと、保育室として独立は難しい。サークルを作って安全に遊ばせる仕組



みを作る方が良い。ただ和室は、他の会館でも、お茶やお花でも最近あまり使われていない。畳で

は立ったり座ったりが辛い、また、お茶やお花が、そういったところでやらなくなっているのかも

しれない。 

（委員） 

テーブルでやっている。 

（委員） 

南大谷さくら会館は和室が 2つあるが、お茶やお花は全く使用無し、である。 

（委員長） 

お茶は炉の切り方が、流派によっていろいろある。本格的にやるとなると水屋もほしくなる。 

簡易なもので畳のようなもの、じゅうたんを敷く、ひっくり返すと絨毯になったり畳になったり

するものなど「装置」としては色々考えられる。 

ホールの舞台での話で、更衣室として使うということがあり、楽屋的なところがしっかりできれ

ばよいが面積的に圧迫されてくれば、現実的な使い方ができる部屋を作ることが可能かもしれな

い。全体的な面積配分を見ながら決めていきたい。先程のような更衣室が一通りできれば、実現で

きると思うが。 

誰もが入りやすい、使いやすい、というのが大前提だが、その時のロビーや多目的スペースのあ

り方はどうか。 

市民会議でも意見が出たが、個人でもふらっと立ち寄れる、だれでも入りやすい、というのは逆

に管理するのが大変だと思う。 

（委員） 

ポプリホールの中 2階のフリーなスペースでは、ふらっと来て図書館で本を借りて、最近自習し

ている人が多いからなるべくしないでくれと言われているが、ああいう使われ方をイメージしてい

るのではないかと思う。 

 そうすると、4,5人なら会議室がなくとも、こっちでやれるだろうという気がする。 

（委員長） 

わざわざ会議室を予約しなくても、ロビーで簡単にできる。 

（委員） 

その時にちょっとカフェが、というのは、そこに人がいて出すのではなく、簡単なコーヒーメー

カーを置いてコイン入れてお茶を飲む、という形にしておけばよい。 

（委員） 

スーパーなどでもそういうコーナーが増えている。 

（委員） 

生涯学習センターのロビーでは、会議や、飲食、手芸をしているし、テーブルでちょっとした打

合せもしている。 

（前島委員長） 

あの広さのロビーがあった時、数人が集まって話ができるようなスペースが分かれていると、何

となく座りにくいような雰囲気になってしまう。5,6人集まってグループで落ち着いて話ができる

ような雰囲気作りが大事である。 

（委員） 

時間帯によっては囲碁を二人でしていたりする。 

（前島委員長） 

病院の待合室のような感じではなく、少なくとも喫茶店のような感じといわれたいところである。 



（委員） 

ホール前のスペースに、ちょっと座れる椅子が置いてあるが、ホールに用があって行った時に、

あそこの椅子でちょっと準備することができるのでとても嬉しい。ああいう感じのものを、もうち

ょっと広めに作れば良い、という気がする。 

（委員長） 

それはロビーの作り方である。 

（委員） 

スペースをそのために多く取らなければいけないということはない。 

（委員） 

ロビーとフリースペースを合わせると 75㎡。コミュニティスペース 70㎡というのはどうか。忠

生市民センターの地域活動室 77㎡は職員が常駐か？この辺は少し考えておかないと難しい。 

（委員長） 

本当に 70㎡いるのか、という話。 

（委員） 

ホールとこれらを合わせると 235㎡あり、結構広いスペースである。 

（委員長） 

地域活動室そのものの必要面積がどのくらいか、考えておかなければいけない。 

（事務局） 

特に必要な面積が決められている訳ではないが、忠生市民センターがこのくらいの広さである。 

玉川学園南大谷地区協議会の地区活動室を、玉川学園コミュニティセンターに作っていく方針。 

（委員） 

それは職員がはり付くということか？ 

（事務局） 

地区担当職員が地域活動室にはり付く訳ではない。 

 むしろ事務室等に常駐して支援を行うということで、ここは地区協議会の活動が常時行われるよ

うな部屋、というのがイメージである。 

（委員） 

ということは、館の予約を通さずに使えるということか？ 

（事務局） 

忠生市民センターの地域活動室も地区協議会が管理するような形になる。 

（委員） 

ここの場合は、地区協議会と地区社協とが両方使えないといけない。 

（委員長） 

地区協議会というのは、色々な団体が集まっている。 

（委員） 

事務局を作るので、事務局の者、2,3人が入り、常駐するわけではないがそこでよく仕事をする。

町内会議の役員が一つのイメージ。 

（委員長） 

そこで事務局的な仕事をしようとするとコピーやデスク、ロッカーも当然必要になる。数人が執

務できるような部屋が必要になってくる。 

（委員） 

玉川学園南大谷地区に関しては、地区協議会と地区社協の 2つが入るイメージを持っていなけれ



ばいけない。 

（委員） 

数字的に確保して、机があって、コピー機も解放されていれば、館の会議室を使っている人たち

もコピー機を使いたくなる。そういった雰囲気でやっていけばよいという気がする。 

（委員長） 

地域活動室として、それに必要な最低限の面積は確保するということ。 

児童図書室の考え方はどうしたらよいか？今までの児童図書室のあり方をふまえ、今後どうする

か。今までの児童図書室のあり方でいいのか、あるいは今後どういう風に変わっていくのか。児童

だけではなくて、もっと幅を広げたらいいじゃないかという意見も出て来るかもしれない。 

（委員） 

ワークショップでそういう意見が出ている。 

（委員長） 

高齢者や空き家も増え、持っていた書籍はどうするのか。単に処分ではもったいないと思う。 

（委員） 

そういうアイディアはワークショップで出ていた。貸し出しの機能は保ちつつご近所の人たち

が自分のこだわりの本を持ち寄って並べ、貸し借りをするという事をして行きたい、あるいは寄

贈を受ける、という意見は出ていた。 

（委員） 

どなたかが本を寄贈したが、ここは児童図書なのでそれが置けず和室の押し入れの中に段ボー

ルに入っておいたままになっており、カビだらけになっている。 

（委員） 

「児童」という名前を外したらどうか。「地域図書室」とか「地域図書コーナー」にして考え

ていけば、もう少し広がるかなという感じがする。 

（委員長） 

いわゆる図書館法に則らないで、地域に密着した、地域の活用できる図書室。 

（委員） 

本当は文化発祥のコミュニティセンターなので本格的な図書館が欲しいという意見はものすご

く強いが、スペースがないのでみんな抑えている。それで長い議論の末、引っ込めてしまった。 

（委員） 

貸し借りは、今、インターネット申し込んでそこに届けてくれる機能があるが、それは欲しい。

そういう連携は欲しい。 

（委員長） 

そういう電子媒体を持たせられるシステムにするのと、それを管理する誰かが必要である。 

そういう事をしてでも児童にこだわる必要はないのではないか。 

（委員） 

当然、できた根っこは児童文学というのはあるが、それをふまえながら地域の施設とする。 

（委員長） 

従来の児童というのは大事においておき、もっと幅を広げようという考え方か。 

(委員) 

ジャンルが広いので無理である。 

（委員） 

町田市の図書館との連携である。 



(委員) 

図書館に行くとオーダーなしで出せるようになっているが、あの出先がここにある、ということ。  

以前、山崎団地の図書館の改修期間中、本の予約をした人は連絡があると木曽山崎コミュニティ

センターの一角で受け取る、というシステムがあった。係員が 1人いたが、それぐらいのシステム

があると返却もそこでできる。 

（委員） 

ネットでできると良い。 

（委員） 

山崎団地の図書館か中央図書館を使うが、いずれにしても車で行くかバスで３０分かけて行くこ

とになる。ここにあると歩いて１５分くらいでこられるので、非常に便利にはなる。 

（委員長） 

そういう性格の図書館を設けようとすると、町田市の市立図書館とも連携が出て来るが、事務局

としてはその辺はどうか。 

（事務局） 

この場所でのセルフで予約して受け取り、という仕組みは図書館の方はまだ研究中という事で是

非作りたいとまでは言っていないが、今日の話をフィードバックさせる中で少し調整をはかってい

きたい。 

（委員） 

中央図書館から３キロ以上離れていないと難しいと聞いている。分館的になると難しい。 

（委員長） 

できるだけ児童に絞りきらないで少し広範囲に使える様な図書室になるといい。 

防災の拠点として災害時にどう使うかということだが、今度出来るセンターはどのようなイメー

ジか？災害が発生した時に、この会館はどう使われるべきか。 

（委員） 

ここが帰宅困難者の拠点になるには、敷地条件等考えると難しい部分があると感じる。 

（委員長） 

基本的にここに宿泊するのは難しいと思う。１つの情報発信基地であり、ここに来れば安否情報

も含めたいろんな地域の情報が得られる様な、情報の拠点としての用途はある。 

（委員） 

この玉川学園地区は防災施設、避難施設は町田第５小だけで、相当少ない。 

（委員） 

１丁目から８丁目の玉川学園のエリアでいったら町田第５小と南大谷小とか。 

（委員） 

南大谷町内は、防災時の避難施設が南大谷の小中と町田第６小と町田第２中の４カ所がある。      

大体それと同じくらい広いスペースの防災施設が、玉川学園には町田第５小しかない。 

（委員） 

町田第５小と、強いていえば玉川大学も避難所にはなっている。 

（委員） 

その辺との連携もある。 

（委員） 

あと、二次避難所が桜実会になっているが、狭い。 

（委員） 



玉川大学は準避難所であり、医者が駆けつける等はなくスペースだけである。小学校しかないと

いうと、相当備蓄しているはずとは思うが状況がわからない。各町内会自治会でも各々やってはい

るが、足りないのか足りるのか。ここは避難場所で、転がり込んでここで寝るというのはなかなか

難しいという感じはする。備蓄のスペースが足りないのであれば、考えなくてはいけない。 

（委員） 

緊急時、非常事態時に全く何もなくて済むのか？と思うので 20、30 の寝袋を置く事位は出来な

くてはいけないのではないか。 

（委員） 

防災備蓄倉庫になると、防災安全課が担当する事になるのか。 

 

（事務局） 

そのようになる。補足すると、玉川学園コミュニティセンターは地域防災計画上、風水害時の臨

時避難所及び帰宅困難者一時滞在場所に位置づけられている。寝泊まりが必要な場合は避難施設

（町田第５小など）に移動して頂くことになる。防災備蓄倉庫は、臨時避難であっても（臨時避難

は、水等は自分で持って来て頂くのが基本だが）毛布などの物を置いておくこととなっている。玉

川学園駅前では千数百名の帰宅困難者が予想されており、その人たちは今でもここに滞留できない

ので色々なところに依頼しているが、依頼した所に物資を届ける拠点というのが必要なので、この

玉川学園コミュニティセンターにそういう千数百人分の備蓄を置くスペースを設置したいと庁内

から出されている。 

（委員長） 

ありがとうございました。予定の時間を少しオーバーしたが、４番の繋がりについては本日進め

る事が出来ない。今まで話を頂いた中で、次回までに整理して頂いて部屋の繋がりから人の動線、

この辺も絡めて次回進めて行きたいと思う。 

（委員） 

確認したいが、資料 3,4の中に、相反する意見が(※何件)とあるのは、１回から４回の市民会議

の中で出てきた意見の集約か。 

（コンサル） 

１、２回分だけである。最後のページのところは、３，４回分のテーマが出てきてしまったので。 

 ※何件、とあるのは、特に多かったものや相反するものを特記した。 

（委員） 

備蓄倉庫などを考えるとスペースが足りないと思う。このセンター周辺にある空き家を別室で使

えないか、と思う。 

（委員） 

市民会議で、地元住民の方が反対意見を述べていたが、これに対する対策はどうするのか。 

（事務局） 

基本的に、近隣の方には丁寧に説明していく。基本計画、設計、工事前等説明するポイントでは、

丁寧に話をする、と、ご本人にも話をした。よく説明をしてほしい、とは言われている。 

  

（事務局）意見がございましたらまた後でお寄せいただきたいと思います。 

 

 

⑧閉会 


