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５.基本計画策定上の基本的考え方 
 

5-1 コミュニティセンター建て替えの基本的課題 

 

(1)地域の特色 
 

①地域活動とコミュニティセンター 

玉川学園・南大谷地域は、1929 年(昭和４年)の学校法人玉川学園の創設を機に住宅地として

の開発が始まり、その後戦後の郊外の都市化とともに急速に住宅地として整備されてきた。『丘

の会』を起源とする『玉川学園町内会』に、その後周辺に開発された住宅地の『自治会』を加

え『玉川学園町内会自治会連合会』が中心となり、住民による地域活動が極めて活発で、駅前

の駐輪・駐車秩序健全化活動、コミュニティバス導入、市内で最初の地区社会福祉協議会設立

等々、他の地区に見られないと特色ある活動を続けている。2014 年 4 月に南大谷地域と一体と

なり玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会として衣替え、また 2015 年 7 月には玉川学園・

南大谷地区協議会の発足と、現在のコミュニティセンターはその活動拠点のひとつとして重要

な役割を担ってきた。 

 

②地域の人口動向 

2020 年以降人口減少が予測される町田市域で、最も高齢化が進んでいると言われる玉川学園

南大谷地域は、玉川学園地域における宅地の分割等により若年層世帯の流入、南大谷地域にお

ける農地等の宅地化などの要因もあり、今後少子高齢化の傾向は続くものの、コミュニティの

形成に支障をきたすほどではないと想定される。 

また、町田第五小学校、南大谷小学校の生徒数の将来予測をみると、今後 10 年間児童数は減

少するものの、それほど大きな減少にはならないと想定されている。また人口に比べ世帯数が

増加していることから、単身世帯が増えていると予測される。 

また、玉川学園前駅の乗降客は、玉川学園の学生・生徒数の増加、周辺地域での集合住宅の

増加等により、この 10 年間で 5 千人ほど増加している。 

以上、玉川学園・南大谷地域を俯瞰すると、現在及び今後も、比較的多様な世代が共住する

社会として持続すると見ることができる。 

 

玉川学園・南大谷地区の人口予測 

資料名： 

○○年○月 
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地区内小学校の児童数推移予測 

 

資料名 

○○年○月 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施設計画の基本的課題 
 

①地域の活動拠点、将来的には広域的交流の拠点 

第一義的には地域住民主体の活動拠点として、基本方針に謳われた地域センター、児童図書

室、多目的機能スペース、駅前連絡所などの機能、行政上の要請である防災時備蓄倉庫、通勤・

通学者用の駐輪・バイク置き場等が、合理的な判断に基づき過不足なく確保されることが必要

である。 

また、第二義的には駅前に立地する利点を生かし、将来的に広域的な交流拠点としての利用

を想定し計画されることが望まれている。 

 

②地域活性化への貢献 

『誰でも気軽に立ち寄れる』、『住民が利用したい、利用しやすい』魅力ある施設、及び周辺

への騒音防止策を講じつつ、施設内部の活動が外部から垣間見える開放的な、より多くの市民

に利用される施設づくりと運営を通して、地域並びに玉川学園前駅周辺の活性化に寄与するこ

とが望まれる。 

 

③平常時・非常時の安全性確保 

また、安心して安全に施設を利用する為に、見え隠れ部分(死角)をつくらないこと、夜間の

照度確保等の日常的な防災・防犯対策に加えて、災害時の対応に向けて、避難し易い避難動線

の確保、十分な耐震強度、非常用電源の確保、防災用備蓄倉庫の確保など災害時の対策を講じ

る必要がある。 

 

④多様なニーズに柔軟に対応可能な施設計画 

多様な世代が暮らす地域として、施設への要望は多岐に渡っている。また施設は完成後長期

にわたり活用され、この間に施設へのニーズも変化していくことが予測される。計画に当たっ

ては諸室の機能を固定し過ぎることなく、ニーズに柔軟に対応可能なように、“多目的な利用が

可能”かつ“出来うる限り一体的な施設”が望まれている。 
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⑤健康対策 

  今後の公共施設づくりにおいては、「健康的な施設づくり」も重要な要素である。ヒートショ

ックの起きにくい温湿度調節、諸室の機能に応じた換気回数の確保、石綿等有害物質混入建設

資材の使用禁止、建築資材・家具等のホルムアルデヒド等の有機溶剤の使用制限、ドアレスの

便所出入口・抗菌便器の採用等現在取りうる健康対策を講じることが必要である。 

 

⑥長期的な活用に配慮し、維持管理費の低減に資する対策 

長期間の利用に耐えうる建築材料を採用するとともに、確実な品質の確保が必要となる。ま

た、外壁断熱の徹底、分散型空調システムの採用、集中管理システムの導入などの環境負荷低

減対策により、完成後の維持管理費の低減を図る必要性がある。 

 

⑦景観の創造的継承 

駅前に広がる高低差 16ｍほどの斜面地に植えられた樹木と、施設および住宅織りなす身近な

スケール感、またコミュニティセンターを拠点とした住民の活動が織りなす風景が、地域のシ

ンボルとして長く地域住民から愛されてきた。建て替えに当たっては、このことを踏まえ、建

設によって既存樹木が伐採された場合があっても、植栽等により身近に自然が感じられる風景

が継承されることが望まれている。 

 

⑧自然と一体となった住宅地に調和した建物 

 『緑が斜面地に沿って連続する緑の景観と、住宅地と調和したスケール感』がこの地域のシン

ボルであることを十分認識し、建物の具体化に当たっては、創意工夫により、『建物と敷地』『建

物と擁壁』を区別することなく、それらをできる限り一体的に扱い、『適度な分節によって住宅

地のスケールに適合させる』ことが望まれる。また、『自然を身近に感じられる』よう、要所に

緑化が施され周辺の景観と連続して感じられるよう配慮することが望まれている。 

 

(3)施設外部空間の課題 
 

①誰もが施設に不自由なく往来出来る配慮 

『誰もが何時でも気軽に利用できる』『誰もが立ち寄れる』施設のねらいに即して、施設への

往来は、徒歩・車いす・車などの交通手段や健康状態に関わらず、どこからでも施設に不自由

なく往来出来る方法を選択できるよう配慮することが望ましい。特にベビーカー利用者、車い

すや杖の利用者・高齢者等身体に不具合を抱える利用者等には特段の配慮が必要である。 

 

②施設周辺の歩行者の往来の改善に寄与 

建設地後背地には、玉川中央幼稚園、ころころ児童館、町田第五小学校、町田第３高齢者支

援センター、玉川学園さくらんぼホールなど、教育・文化・厚生施設が集中している。今回の

施設建設が、駅前道路（市道町田 128 号線）と北側道路（市道町田 219 号線）の高低差 16ｍを

介して、教育・文化・厚生施設への往来の負担軽減に寄与することが望ましい。 
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③施設利用に過不足のない駐車場・駐輪場の確保 

 『誰もが何時でも気軽に利用できる』方策の一環として、施設利用者専用の駐車場（障がい

者用・思いやり駐車区画を含む）・駐輪場を設置する必要がある。 
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5-2 コミュニティセンター建て替えの基本方向 

 

(1)建替基本方針におけるコンセプト 
 

 新しいコミュニティセンターのコンセプト(基本理念)は、建替基本方針での表現を踏まえ、

次の通りとする。 

 

①「受け皿」から「受け皿＋発信基地へ」   

～地域活動や地域の文化を、多くの人に知らせる場として機能すること～ 

現在のセンターは、地元住民の文化活動の場所「受け皿」としての機能が、その多くを占め

ている。しかし、建て替えを機に、これからは「受け皿」としての機能だけでなく、旺盛な行

動力や高い情報発信力という住民の特性を活かして、地域活動や地域の文化の「発信基地」と

しての機能も持つセンターを目指していく。 

 

②地域のまちづくりに貢献する拠点   

～地域のまちづくりを考え、話し合い、実践する場として機能すること～ 

 これからのまちづくりは、地域が行政に要望するだけでなく、地域自らが地域のまちづくり

を考えることも不可欠であることから、新しいセンターがその拠点としての役割を担っていく

ことを想定する。 

 

 

(2)建替基本計画の基本的な考え方 
 

 以上のコンセプトを踏まえ、施設建設に際しての基本的考え方を以下のように整理する。 

 

①住民が集まり、楽しく交流し学ぶことの出来る場所であること。 

 新しい施設は、地域住民が気軽に訪れ集まることができるよう、施設へのアクセスにおける

バリアフリー実現に向けて様々な手立てを講ずるとともに、施設内部のバリアフリーの確立の

みならず、入りやすい雰囲気づくり、外からも内部での活動が垣間見られる空間づくりなどを

進める。 

 

②地域の景観を向上させ、人々に親しまれる場所であること。 

 新しい施設は、地域の景観をリードする建物であると同時に、緑などの景観と、近隣住宅地

との調和を重視した、地域住民に親しまれる建物でなければならない。 
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６.求められる諸室とその構成 
 

6-1諸室の考え方 

 

〇 必要な諸室は、従来の諸室の名称にこだわらず、各スペースに期待される目的、活動にふ

さわしい名称を付すことが望ましい。 

〇 諸室は、平常時・非常時を問わず、来館者、利用者に分かりやすく行きやすいよう、視覚

的に明確で安全な動線計画を考慮する。 

〇 諸室は、子どもから高齢者まで、誰もが利用できるよう配慮する。 

〇 施設内のエレベーターを、地域のバリアフリー化を推進するため、北側道路（市道町田 219

号線）との間のバリアフリー化に活用できるよう配慮する。 

 

 

6-2諸室のあり方および構成 

玉川学園コミュニティセンター諸室の構成（整理表） 

部屋の名称 備考 

ホール 最大定員 200 名程度、平土間、仮設舞台、収蔵庫、更衣室 

多目的室 全室 IT 対応、３室以上（1 室は音楽、1 室は調理・会食対応） 

図書室 児童図書室基本、大人用図書館機能は今後の検討 

保育コーナー 児童図書室と繋がる位置に「幼児コーナー」を設置 

ロビー 気軽な交流スペースとしてのロビー 
ロビー内に予約のいらない「フリースペース」設置 

地域活動室 地区協議会の活動スペース 

防災備蓄倉庫 風水害時等の臨時避難所、帰宅困難者の一時滞在施設 

駅前連絡所 他の駅前連絡所並の面積を確保 

 

 

➀ホール：多目的に使えるホール 

〇 想定される活動としては、講演会・大会議・音楽会・映写会・展示会・演劇の外、卓球・

太極拳・ヨガをはじめとする軽スポーツ、フラダンス・ダンス(ポップ系のダンスも想定)等

のレクリエーション活動、災害時の帰宅困難者受入れなど、幅広く利用される多目的ホール

を想定する。 

〇 音楽会や演劇などに対応できるよう、現在のホールと同等以上の音響性能を備えるものと

する。また、軽スポーツに耐えられる床構造を備え、かつ振動が他の部屋に伝わらないよう

配慮する。 

〇 着座で最大 200 名程度収容可能な平土間形式とし、高齢者でも設置しやすく収納可能な軽

量の仮設舞台を用意する。 

赤字：基本計画案報告会資料からの修正箇所 
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〇 以下の付属室を、ホールとのつながりに配慮して配置する。 

1) 仮設舞台、ピアノ、卓球台収蔵庫：必要なときにホールに引き出して利用することがで

きるようにする。 

2) 男女別更衣室・控え室：鏡・ロッカーを備えた清潔感のある清掃しやすい部屋とし、内

部はカーテン等で仕切られるように配慮する。 

〇 隣接地の住民に迷惑がかからぬよう、防音と遮音に配慮する。 

 

②多目的室：多様な活動に応える多機能型活動室 

〇 多目的室(ミーティングルーム)は、最大定員 30 名程度で分割可能な部屋が１室、定員 10

～20 名程度の部屋を２室以上設置する。なお、床面積に余裕が出た場合は、多目的室を優先

的に増やすことが望ましい。 

〇 うち１室は、視聴覚室も兼ねた、防音・遮音性能の高い音楽の練習等に対応できる部屋を

設ける(定員 10～20 名度)。 

〇 うち１室は、調理設備を備え、料理教室・高齢者の食事づくりや食事会など「食を介して

コミュニケーションを図る部屋」を設ける(定員 10～20 名程度)。 

〇 全室 IT 対応(無線 LAN など)の設備を備えるものとする。 

〇 他施設および現施設の利用実績からみて和室は設けず、必要な際は畳マットを敷くなどで

対応する。 

 

③図書室：児童図書室を基本に、大人向け図書貸出機能を検討 

〇 児童図書室を基本として設置する。なお、管理・運用については、現状通り証明発行窓口

の職員が対応できる範囲にとどめる。 

〇 「セルフ予約資料受け取り」システム(市で研究中)などを活用し、大人向け図書貸出機能

の導入も検討する。 

 

④保育コーナー：大人の目の届く位置に「幼児コーナー」 

〇 専用の保育室は設けず、従来通り必要に応じて多目的室を保育室として活用するなど柔軟

に運用する。 

〇 児童図書室と繋がる位置に子どもが遊べる「幼児コーナー」などを設置する。 

 

⑤ロビー：個人もグループも気軽に使えるスペース 

〇 ロビーは、個人が気軽に訪れ交流スペースとして利用できるよう配慮する。 

〇 数名程度のグループ数組が、予約なしに利用出来るスペース「フリースペース」をロビー

内に確保する。 

〇 飲料用自動販売機コーナーを設ける。なお、飲食については、施設運用の観点から別途検

討する。 

 

⑥地域活動室：地区協議会の活動スペース 

〇 地区協議会活動用の数名分の執務・ミーティングスペース、資料収納スペース、IT に対応

したおおよそ 70 ㎡程度の部屋とする。 
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⑦防災備蓄倉庫：風水害時等の臨時避難、帰宅困難者の一時滞在 

〇 コミュニティセンターは、町田市地域防災計画において風水害時等の臨時避難所及び帰宅

困難者一時滞在施設に位置づけられている。また、新しいコミュニティセンターには玉川学

園前駅帰宅困難者想定 6,100 人分の救護物資保管場所（防災備蓄倉庫）が求められているた

め、30 ㎡程度の防災備蓄倉庫を配置する。 

 

⑧駅前連絡所 

〇 現況の証明発行窓口については、他の連絡所並みの面積を確保する。運用については夜間・

休日利用も含め市で十分検討されたい。 
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７.コミュニティセンター外部空間のあり方 
 

7-1バリアフリー実現に向けて 

 

①バリアフリーに関する現在までの要望・意見 

○ バリアフリーの実現については、本検討委員会の検討に先立って、以下の要望・意見が出

されている。 

  まず、玉川学園文化センター改築委員会から、2010 年 9 月 28 日に『「玉川学園文化センタ

ー改築」についての要望書』が出され、バリアフリーについて、「当文化センター最大のテー

マ」として、エレベーターの設置・エスカレーターの設置・駅からのブリッジ（歩道橋）の

設置等が要望されている。 

  また、2012 年 2 月に出された、玉川学園文化センター建て替えに関する基本方針策定懇談

会による「玉川学園文化センター建て替えに関する提言」では、「駅から高台への地域全体に

貢献するバリアフリー整備」が掲げられている。その考え方は、町田市による「玉川学園文

化センター建替に関する基本方針」にも引き継がれている。 

  このように、玉川学園コミュニティセンター建て替えをめぐる検討では、単にコミュニテ

ィセンターへのアプローチだけでなく、地域全体のバリアフリーとして捉えられてきた経過

がある。 

○ 玉川学園地域の特性として高低差が著しく、住民の円滑な移動を妨げている状況がある。

そのために地域全体として、上下のまちを一体化し、円滑な移動を実現したいという強い希

望がある。 

  本検討委員会としては、玉川学園コミュニティセンターへのアプローチを基本としたバリ

アフリーの検討を中心としつつ、それと一体的な関係にある駅北口からのバリアフリー化に

ついても検討する必要がある。 

○ 基本計画検討とは別に、2013 年 3 月に町田市で策定した「玉川学園前駅周辺地区バリアフ

リー基本構想」では、「高齢者や障がい者、子どもなどだれもが、鉄道やバスを利用しやすく、

安全に安心して移動でき、施設が利用しやすいまちを目指し、坂の多い地区であることを踏

まえて、きめの細かい整備を推進する」ことを基本理念とし、基本方針として「駅とその周

辺施設をだれもが利用しやすいまち」を目指している。 

 また上記の検討を行った町田市福祉のまちづくり推進協議会バリアフリー部会では、玉川

学園コミュニティセンターの建て替え時に、駅からのアクセス上のバリアフリーの検討を求

める意見が出されている。 
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敷地の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉川学園コミュニティセンターと周辺の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バリアフリー実現に向けた考え方 

〇 前記の要望・意見を踏まえ、今回の玉川学園コミュニティセンター建て替えにあたっては、

施設内のバリアフリー化はもとより、施設への往来上のバリアフリー化にあわせ、駅周辺の

バリアフリー化推進の一助となるよう配慮する。 

○ 現在、小田急線玉川学園前駅は北口・南口ともエレベーターが設置されている。したがっ

て、小田急線玉川学園前駅と玉川学園コミュニティセンターを直接繋げるデッキがあれば、

施設内の通り抜け動線、及び施設内に設置するエレベーターを活用することにより、敷地後

背地に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間までのバリアフリー化を推進することが出

来る。 

○ また歩道デッキによる駅からの利便性の向上は、基本方針に掲げられている駅前至近の立

地条件のよさを最大限に活かす「広い地域の交流拠点」となることが可能となり、施設への

アクセス向上による施設の魅力増大が期待される。 

玉川学園コミュ
ニティセンター 

玉川学園前駅 

高台の「教育・
文化・厚生施設
ゾーン」 

赤字：基本計画案報告会資料からの修正箇所 
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○なお、施設へのアクセス並びに周辺の住民の多様な往来の方法に関する要望に応えるために、

現行の移動経路を保持することも必要である。 

○ 反面、検討委員会や建替市民会議では、デッキの設置による周辺の景観への影響や、駅前

通りへの人の流れが減ってしまうといった懸念が出されている。 

○ 以上の状況を踏まえて、検討委員会では、施設並びに周辺のバリアフリー化及び施設への

アクセス方法について、以下のとおり報告する。 

1) 駅からコミュニティセンターを直接つなぐデッキ、並びに駅前道路（市道町田 128 号線）

の玉川学園コミュニティセンター側からの往来を改善するため、コミュニティセンター側

にデッキに附帯したエレベーターを設置することが、施設並びに地域のバリアフリー化推

進のために必要である。 

２) 北側道路（市道町田 219 号線）と駅前道路（市道町田 128 号線）をつなげている、市道

町田 407・408 号線の通行については、現行の通行を引き続き可能とすることが必要である。

特に市道町田 408 号線北側の階段部分については、歩道デッキ設置場所にかかわらず、駅

前道路（市道町田 128 号）への通行を引き続き可能にすることが必要である。 

３) 敷地後背地に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間までのバリアフリー化を推進す

るために、コミュニティセンター内に通り抜け動線並びにエレベーターを設置し、北側道

路（市道町田 219 号線）へのバリアフリーを実現することが必要である。 

４) エレベーターについては、地域住民のバリアフリーに資する観点から、運用時間等につ

いては十分検討が必要である。 

○ 歩道デッキの設置工事は、玉川学園コミュニティセンターへのアプローチとしての性格を

もつことから、またコスト面や工事による周辺影響の観点から、玉川学園コミュニティセン

ター建替工事と一体的に、かつ同時期に行われる必要がある。   

○ 歩道デッキ設置にあたっては隣地地権者及び小田急電鉄㈱と十分協議を行うとともに、町

田市と検討委員会が住民に対して説明を行う必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2附帯施設 

①施設利用者用駐車場・駐輪場 

〇 コミュニティセンター利用者のための駐車場・駐輪場は、障がい者用・搬出入用車両など

計 4 台程度の駐車場を設ける。 

〇 また、商業施設の場合の駐輪場附置義務に準じて施設利用者用駐輪場を 20 台程度設ける。 

北側道路と駅前道路
をつなぐ通路の通行
確保 駅からコミュニティ

センターをつなぐデ
ッキ並びにエレベー
ター 

通行可能とする 
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②玉川学園二丁目自転車駐車場の取り扱いについて 

〇 玉川学園二丁目自転車駐車場の利用状況は、自転車が半分以下の利用であるものの、バイ

クについては 100％の利用となっており、相当な空き待ちもある状況である。 

  また、玉川学園前駅周辺の放置自転車は、常時 10～20 台見られる状況であるとともに、玉

川学園前駅から 10 分以上離れたところに設けている市の無料駐車場には、常時 100 台以上の

バイクが駐車されている状況がある。 

  このように玉川学園前駅前の駐輪対策上、玉川学園二丁目自転車駐車場は非常に大きな役

割を果たしており、廃止・移転は困難な状況である。 

〇 そのため、玉川学園コミュニティセンターの屋上部分に玉川学園二丁目自転車駐車場を併

設し、複合施設とする。 

  床面積は、延床面積を確保するために、容積不算入の範囲となる約 280 ㎡程度とする。 

〇 なお、屋上に設置する自転車駐車場については、景観の継承に十分配慮するとともに、玉

川学園前駅へ市民が往来する経路を阻害しないよう留意されたい。 

 

 

7-3周辺との関係 

①周辺への配慮 

〇 コミュニティセンターの活動にともなう隣接地等への騒音対策に配慮する。 

〇 敷地内の植栽および建物の屋上等の緑化を進め、周辺環境に配慮する。 

 

②施設周辺の自然環境等について 

〇 敷地内の樹木については、必要な樹木の保全を基本とするが、建設への障害などやむを得

ない場合は移植や新たな植樹など、緑豊かな環境の創造的継承を図る。 

〇 敷地内の現在の施設の記憶となる「ふれあい坂」の石碑、桜の記念植樹等の保全を図る。 

〇 敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限り保全することを望む。 
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８.基本設計以降の進め方について 
 

8-1 設計者の選定について 

 

 設計者の選定に当たっては、次のような資質・能力を持ったものが選ばれるよう求める。 

 

1)市民との対話を通しての問題解決能力 

 玉川学園コミュニティセンターの建替事業においては、市民からの様々な要望・意見が出さ

れており、住民の間で合意が形成されていない事項もある。基本設計段階においては、具体的

な提案を通して、町田市と協調し住民への説明・確認を行い計画図にまとめる能力が必要と考

える。 

 

2)計画敷地の制約に対応できる技術水準 

 計画敷地は、高低差の大きい斜面地であり、地盤も堅い土丹層の上の表層は軟弱な粘土層と

なっている。これらの制約条件を踏まえ、適切な造成と水処理の設計を行うためには、斜面地

での設計の経験があり、技術の蓄積がある設計者が必要と考える。 

 

3)多機能なコミュニティ施設の設計能力 

 玉川学園コミュニティセンターは小規模な建物ではあるが、多様な機能を有するうえに、交

通対策上町田市が設置する自転車駐車場との複合建築物である。また、バリアフリーを中心に

敷地周辺への配慮が計画に反映される必要がある。コミュニティセンターに求められる目的と

機能を十分に理解し、設計に反映できる能力が必要と考える。 

 

4)工事予算並びに期間などのマネジメント能力 

 施設建設の背景を十分理解し、関係者と協調し、定められた工事予算及び期間内に目標の性

能・品質を有する建物を完成することのできるマネジメント能力が必要と考える。 

 

 

8-2 基本設計作成時における市民意見の確認について 

 

 基本計画策定検討では、「建替に関する基本方針」をもとに、建て替え後のコミュニティセン

ターの姿を「求められる」機能と「望ましい」姿として具体的な言葉で著した。 

 これらは、10 回にわたる検討委員会での検討、及び４回の建替市民会議の意見を反映して到

達したものである。 

 一方、前述の「設計者の選定について」で示したとおり、設計にあたってはこれらの考え方

を設計者が適切に設計図に反映させる必要がある。そうしたことから、基本設計時においては、

設計者が基本設計図に適切に反映していることを住民に報告し、確認する場を設けていくこと

が必要と考える。 
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９.その他留意すべき諸点 
 

 

〇諸室について 

【受付・守衛室等】 

受付兼用の防災・防犯・ELV 運行監視盤等の設置された管理人室・守衛室及び隣接して常駐の

為の仮眠室等を外部から採光が取れる位置に確保する。また、清掃業者控室、道用具庫、ゴミ

保管庫等過不足のない様に確保する。 

【活動に支障のない家具・什器・備品・消耗品の整備】 

要望として出された多目的ホールに備え置くピアノ、活動室の料理教室用のシステムキッチン、

視聴覚設備、地域活動室の収納棚、全室に必要な IT 設備等に加え、諸室の機能を果たす上で

過不足のないよう、家具、什器、備品等整備することが望まれる。 

 

〇コミュニティセンター行事等の分かり易い広報等 

『誰でも気軽に利用できる』、『多くの人が集まる』目的の実現に向けて、駅、コミュニティ

センターとの行き来の要所に掲示板を設置し、コミュニティセンターでの催事を十分に広報す

ることが必要だと思われる。今回駅前に立地する施設の替え難いメリットでもある。 

 

〇建設予算・工期 

建設地は敷地内高低差約 10ｍ、駅前道路と背面住宅地側の道路間約 15ｍの斜面地に、また

多くの樹木が立ち並ぶ第一種住宅専用地域に立地する。この敷地の状況、ならびに限定された

建設資材の搬入経路、近接する住宅等への影響を減らす施工上の工夫や工期、第三者への安全

対策、また建設期間が 2020 年に開催される東京オリンピック直前の建設需要が逼迫する中で

の工事になるためにこれらを反映した充分な予算措置が講じられ、またそれらが検証されるこ

とが望ましい。 


