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第６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：２０１５年７月１６日（木）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挨拶 

③玉川学園コミュニティセンターの諸室のあり方 

（第５回検討委員会での検討結果から） 

④敷地利用、アプローチ、景観等のあり方について 

（建替市民会議第 3・4回の結果をふまえて） 

⑤閉会 

 

配布資料 

 ・本日の次第 

・資料 1 玉川学園コミュニティセンターの諸室のあり方 

(第５回検討委員会での検討結果から) 

・資料２ 敷地利用、アプローチ、景観等に関する検討課題について 

・資料３ 建替市民会議第 3・4回の意見まとめ 

 

出席者（敬称略） 

（委員）：前島正光、岡本宏、松香光夫、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 

(事務局：町田市)  

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 

 (コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

 

①開会、②市民部次長挨拶以降、委員長の進行で検討委員会が進められ、③

玉川学園コミュニティセンターの諸室のあり方について(第５回検討委員会で

の検討結果から)の説明がコンサルタントからあったのち、以下の意見交換が

行われた。 
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③ 玉川学園コミュニティセンターの諸室のあり方 

（第５回検討委員会での検討結果から） 

 

＜資料１の説明＞ 

 

（委員長） 

前回のまとめについて、ニュアンスの違いや洩れていることなどあれば言っ

てほしい。 

（委員） 

児童図書室について基本は良いが市民が持ち寄る大人の図書は置けるのか？ 

（委員長） 

大人も利用できるとしてはどうか。 

（委員） 

専門書は扱いが難しい。大人の本は雑誌類にとどめてはどうか。 

（委員） 

何でも受け入れるというのではなく、まず持ち寄って、玉川学園コミュニテ

ィセンター運営委員会等で選択すればよいのではないか。 

（委員長） 

地域にとっての貴重な本を地域の方に活用してもらいたい。検索の仕方等に

ついては課題として残しておき、「児童用だけに限らない」という方向でどうか。 

（委員） 

先日開催の運営委員会ではホールの定員２００人は１５０人でいいのではと

いう意見が多かった。また、建物の狭隘から秋まつりでの音楽発表と展示を 1

年交代で行っており、両方一緒に出来ないかという願いもある。建物が大きく

なったとしても検討が必要かと思う。 

（委員長） 

定員２００人ではなく１５０人ということについても意見として伺っておい

たほうがいいと思う。どういう使い方をするかはもう一度確認して決めていき

たい。展示スペースについては、ホールやロビーをもう少し広くしてギャラリ

ーとして使えるよう、会館全体での利用等も含め考えたい。次回、もっと中も

外も含めて詰めたいと思う。 

ここで事務局から発言を求められているのでお聞きいただきたい。 

（事務局） 

前回の資料４にて市役所各課の意見で専用スペースがほしいものとして挙げ

た「地域活動室（地区協議会・社会福祉協議会等）」は玉川学園地区社会福祉協

議会が構成団体として参加している玉川学園・南大谷地区の地区協議会の活動
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拠点として設置するというのが町田市福祉総務課の見解であり、地区社会福祉

協議会の活動室として地域活動室ということを述べられたものではないので、

「地域活動室（地区協議会）」と修正願いたい。 

但しこれは市の見解であり検討委員会としてどう検討するかは別問題になる。 

 

３．敷地、アプローチ、景観等のあり方について 

＜人の動線の整理＞ 

 

（委員長） 

この会館に外から入ってくるには、 

 ①駅からのアプローチ 

デッキで直接入るという考え方がひとつ。 

②駅前道路からのアプローチ 

道路から上がる、には階段が必要。 

階段で上れない人にはエレベーターかエスカレーターが必要。 

コスト面とメンテナンスとの関係でどちらを選ぶか。 

③北側の道路からのアプローチ 

直接入ることが可能 

といった３つの大きなアプローチや、16ｍほどある駅前道路と北側道路の高低

差の中でこの敷地に建物を建てた場合の上下のアプローチをどうするか。誰も

が安全に移動できるためにはどうするかというところ等を念頭に議論したい。 

 エレベーター設置の場合、セキュリティや管理の問題、運転時間の問題があ

る。 

（委員） 

利用は会館使用者と通行者の両方ある。ある程度絞って考えた方が良い。 

（委員） 

建て替えはセンター利用者だけの為ではない。高低差 16m ある町を一体化さ

せ、町田第五小や桜実会、幼稚園等の福祉・教育文化施設への不便さを解消す

る絶好のチャンスでもあり、町の人全体のバリアフリーということでお願いし

たい。よってエレベーターも 24 時間利用できるものとしたい。 

（委員） 

北側施設へのアプローチは、必ずしも階段を使っているだけではなく、駅前

からコミュニティバスに乗って児童館まで行く等色々なルートがある。町田市

のバリアフリー構想の地域別構想の中で玉川学園の基本計画が載せられており、

構想自体の歴史も含めて総合的に判断したほうが良いと書かれている。この施

設のこの計画の中だけで検討するのが妥当かは、もう一度ここで話し合う必要

があると思う。多様なアプローチの仕方があるのなら、必ずしも駅から直結の
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橋のことは考えなくてもいいだろうし、エレベーターを設置しておけばフレキ

シブルに対応できると考える。 

（副委員長） 

併せて管理上の問題を視野に入れておく必要がある。終電まで動いている駅

のエレベーターに合わせて施設側のエレベーターも使えるのであれば、２４時

間は難しくとも電車の運行時間帯は北側から施設、駅を介して南側までつなが

るアクセスが実現出来る。屋内設置とするとスペースは取られる。 

（委員） 

イメージは屋外で雨ざらし。ホールの利用者もそれを使って上まであがる。 

（委員長） 

駅前道路から北側道路までの 16ｍを一気に上がるのか考えなければならない。 

（委員） 

今商店街が元気ないので「道路のレベルに降りずにセンターへアプローチで

きる」ということには抵抗がある。町の景色がものすごく変わってしまう。駅

前の豊かな緑を是非残してほしい。 

 

（委員長） 

資料２－Ｐ３の説明をお願いしたい。 

 

 ＜資料２ Ｐ３の説明＞ 

 

（コンサルタント） 

①②に関してエレベーターやデッキを付ける場合は、いまの敷地だけでは賄

えないのが現実。 

（委員） 

②－ｂ案だと隣接地取得の必要はないのか？ 

（コンサルタント） 

②－ｂ案もエレベーターの部分で必要になる。 

（委員） 

階段は使えなくなるのか 

（コンサルタント） 

使えなくなる。その階段に例えば迂回路を作ろうという場合には現状より少

しはみ出してしまうということがある。 

①・②案は限定つきである。 

③案はセンター屋上から入る形にすれば制約なくアプローチが可能になる。 

④案のその他として館内エレベーターでの移動というのもバリアフリーの前

提として組み込むとすると、センター閉館時や自転車の取扱をどうするかとい
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うことも課題になる。自転車も乗せられるエレベーターがあることはある。 

（委員） 

エレベーターの自転車用は必要ない。 

（副委員長） 

児童館等北側施設への往来を含め施設のエレベーターが使えればなお良い。 

（委員） 

車椅子はエレベーターしか使えない。エスカレーターは無理。 

（副委員長） 

電力消費は多いが、色々な人の利用を考えるとやはりエレベーターになる。 

（委員） 

条件的に決定していないことがあっても、希望する方向性を基本計画に表し

た方が良い。地域の人みんなが利用できる方法を考えていきたい。 

（委員） 

仮にブリッジを設置してもエレベーターは必要になるということは二重の設

置になるのでそこまで必要なのか良く考えるべき。 

（委員） 

色々な制約の中で、バリアフリーの移動手段をユーザーだけに限らず一般住

民も利用できるものを極力目指したい。 

（委員長） 

技術的、予算的な問題はあっても委員会としてはしっかり考え方を整理し、

固めなければならない。近隣住民も含め会館利用者の為だけの手段ではないと

いう形で目指したい。 

（委員） 

建て替えには周辺住民の同意が必要。そういう意味でもこの建物は利用者の

ためだけではないということが重要なポイントになる。 

（委員長） 

この施設の性格から地域への貢献が大切。 

（委員） 

駅前道路から施設も含めて北側道路とつなぐことのバリアフリーに関しては

皆さん一致していると思うが、方法論をここで決める必要があるのかどうか検

討が必要。エレベーター、エスカレーター、デッキ、いずれも広場の問題や景

観への配慮をという意見が出ており、ここで結論を出しにくい。 

デッキも、車椅子のことを考えると基本的に屋根で覆われていないと使えな

い、雨風が入ってこないようにしないといけない等、いろんな制約があるので

そのことも含めて総合的判断が必要である。単に技術的な問題ではない。 

（委員） 

駅からのデッキは小田急電鉄が作ってくれるということはないのか。例えば
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駅側エレベーターだけで会館側にはエレベーターはなくても良いのでは、 

（副委員長） 

階段も残しつつ、デッキを付けることは可能と思う。要望は出してみるべき。

防犯上の問題はあるが24時間利用可能な屋外型のエレベーターとすれば一つの

解決策となる。 

（委員長） 

上下の移動手段としてはエレベーターを使う。 

デッキについて、事務局から説明して欲しい。 

（事務局） 

駅とセンターをつなぐデッキを作るとしたら当然小田急電鉄さんと協議は必

要である。小田急電鉄さんの全額費用負担は難しいであろう。 

（副委員長） 

誰もがどこから来てもいつでも自由に来られるということからすると終電ま

でになるが、横断歩道＋エレベーター、エレベーター＋デッキといった 2 つの

選択がある。 

（委員長） 

デッキについて方向性を決めたいと思う。できるだけ誰もが安全に来られる

ということが必要と思うがどうか。意見を集約したい。 

（委員） 

デッキは事業費に入っているのか。 

（事務局） 

デッキ設置というような結論が出れば、事業費として予算化する。本体工事

費に入れるか、事業を別にするかは別の選択である。 

（委員長） 

 ここでどうしても必要だと言うことであればそういう方向で検討していくこ

とになる。 

（委員） 

屋根を付けないと天気の悪い日は使えない。しかしそれによって景観が変わ

る。 

（委員） 

デッキは付けてもらいたい。バリアフリーを優先するか景観を優先するかは

エンドレスの議論である。デッキの設置で景観が変わると見るか見ないのか、

これも主観の問題でエンドレスである。7、8 丁目から来る人にとっては現在大

変負担になっている。バリアフリーのためには、デッキを是非つけてほしい。 

（委員） 

駅と直結することだけがバリアフリーではない。市のバリアフリー構想の中

で玉川学園地区の基本計画もあるのだから、多様な考え方をすべきである。車
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で来る場合にも北側のアプローチもあるかもしれないが南側の道路に止めて施

設に来る人もいるわけだから基本的にデッキはひとつの手段かもしれないがや

はり施設側のエレベーターがあり、また駅前のコミュニティバスの発着所に関

しても考えていく必要があると思う。デッキをつければすべて解決するとは思

わない。 

（委員） 

デッキを作ってしまうと外せない。つける前に慎重に考えないといけない。

今は歩道橋をどんどんはずしている時代であり、それに逆行することをして良

いのか。 

（委員長） 

まず、デッキを設けることがこの会館を利用する人だけでなく地域の人にと

っても、利便性、安全性の上で非常に効果があるとすればやったほうがいいの

ではという考えもあるし、色々な問題があることも確かである。それを含めて

この委員会ではどの方向で考えたらいいか。 

（委員） 

デッキについては、この委員会で決めることではないと思う。地域のバリア

フリー構想で考えたときこの委員会の中で済む話ではない、もう少し広い範囲、

別の枠で考えることが必要。 

（副委員長） 

市民会議でのデッキに対する反対理由は、①景観の問題、②商店街がさびれ

る、の 2 つが多かった。 

玉川学園駅前は１６ｍの高低差に連続して広がる緑に特色があり、斜面地に

広がる緑の景観は充分実現できる。商店街の活性化には「人が来ること」で、

その為の工夫が求められており、施設建設はその為のインパクトにはなる。 

（委員） 

バリアフリーの方法をひとつに絞る必要はあるのか。費用による選択もある。 

（委員長） 

会館を使いやすく、且、近隣の為にも役に立つひとつの方法としてデッキは

あった方が良いかどうか。あと敷地も確定していないので、具体的な検討は今

後の検討にするのか。 

（副委員長） 

景観を阻害しない方法はあるので、要望すれば良い。 

（委員長） 

できるだけ要望をしっかり出すべきである。 

（委員） 

ここで取り上げる話ではないと思う。 

（委員） 
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地域の多くの方に利用して頂けることを考えると、デッキやエレベーター、

色々な形のバリアフリーがあってもいいと思う。 

（委員） 

アプローチの一つとしてデッキはあるかもしれないが、市の基本計画があっ

てその上で検討する話であることであって、ここで決めることではない。 

（委員） 

この検討委員会で意見をしっかり出さなければいけない。その上で行政が調

整をする場合もあるだろうが、やはり意見は出すべきである。 

（副委員長） 

ここで扱うべきではないという意見があったことは付記するにして、大勢は、

デッキの設置を含めて、施設への色々な往来の方法を設けた方が良いという考

えではないか。 

（委員） 

委員会としての方向性は出したほうがいいと思う。 

（委員長） 

委員会の中もここで扱うべきではない、という意見があったことは記録にし

っかり残すが、委員会としては、「デッキを設けるという一つの考え方はあり得

る」という方向性である。これから委員会としての報告書を市に提出してそれ

がどう調整されていくか先の問題ではあるが、あくまでも委員会としての意思

決定をしていくことが大事である。 

（委員） 

バリアフリー問題を解決したい。住民からの強い要望があるのでデッキは付

けてほしい。美観の問題では妥協も必要である。 

（委員長） 

場所は決まらないが、エレベーター設置と駅からの動線としてデッキを作る、

という方向でまとめる。ただ次回、内部の使い勝手や動線についても議論する。

いかに安全に人を導けるかだが、災害が発生したときにどう避難するかという

ことも含めて次回最終的な確定にしたい。 

 

＜駐輪場、駐車場＞ 

（委員長） 

駐輪場の現在規模は、バイクが９３台、自転車が１９４台。新しい建物が出

来たときに同じ規模、そして北側道路から入るという条件で駐輪場を設置した

いという要求が町田市から出ている。施設利用者の駐車施設をどう考えるか。

今ある駐輪場についての扱いを今後どうするのか、障がい者用の車１台ぐらい

はとめる必要がある。駐輪場の扱いについて議論したい。 

（委員） 
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この駐輪場が有料とすれば、駅前の空いている駐輪場に移動してしても良い

のでは。 

（事務局） 

駐輪場を所管している建設部と協議しており、延床面積の 1,400 ㎡を確保す

る為にもこの駐輪場敷地は組み入れたい。現在、自転車は定期利用が 50 台、バ

イクは定期利用・一時利用ともに満杯状態により 93(定期 83＋一時 10)台は必要

であり、町田市の交通政策の点からも複合施設的な方向で解決していきたいと

考えている。検討委員会でもこのことを組み入れて検討して頂きたい。 

（委員） 

坂の上の住民にとってここの駐輪場は必要。自転車の人の負担を考えてあげ

なければならない。 

（委員） 

バイクは他の場所に移動し、縮小して自転車専用の駐車場とする方が良い。 

（事務局） 

コミュニティセンターだけの需要で考えると駐輪場機能は違うと思われるが、

町田市にとってこれも重要な駐輪対策という交通事業の観点からすると、待ち

状態であるバイクの状況により他に移転できるところがないというのが現実で

あり、これはご理解頂きたいところである。 

（副委員長） 

台数を確保しようとすると容積の関係から屋根を掛けられない。そうすると

屋上にバイクと自転車が並ぶことになり、景観上は問題がある。 

（事務局） 

建設部との協議では、現在の玉川学園二丁目自転車駐車場が屋根付きの構造

物の為、サービス維持の観点から同等の屋根付き構造物として考えている。そ

の時、面積 1/5 以内であれば容積不算入という建築基準法の規定を参考に、コミ

ュニティセンターの容積を確保したまま駐輪場を併設するという考え方で調整

している。 

（委員長） 

利用者の駐輪、駐車場の考え方についてどうか。 

（委員） 

ホール利用者の機材搬入用の駐車場は必要である。 

（副委員長） 

機材搬入用と、車いすで来る人の駐車場は必要。付置義務台数は何台か？ 

（コンサルタント） 

条例上必要になるのは、障がい者用と思いやり駐車用の 2 台である。 

（委員） 

駐車場はどうしても必要ということになれば機材搬入用と障がい者用以外の
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プラスアルファ分は少し場所が離れていても良いのでは。近隣の空き家もある。 

（委員長） 

全体の今の条件からすると中の使い勝手、延床面積等を検討しながら、建物

優先で考えながら空地を確保し、横付けできる駐車場スペースを設ける。 

（副委員長） 

結構な台数のバイクや自転車の置場が必要になり、かなり屋上を使うことに

なる。うまく絡めて、「数台分確保するのが望ましい」という表記にしてはどう

か。 

（委員長） 

景観上も屋上緑化や壁面緑化の工夫が必要である。 

（副委員長） 

環境負荷低減を考え、今までとは違う建物の造り方が必要である。 

（委員長） 

必要な駐輪場は、屋上に可能な限り設けるということでどうか。 

（委員） 

二丁目駐輪場との関係はどうなるのか。有料、無料の話になるが。 

（事務局） 

二丁目自転車駐車場は有料、コミュニティセンター専用の駐輪場は無料。管

理上の問題は建設部と協議している。 

（委員長） 

施設利用者にも駐輪場や駐車場は必要であることからできるだけ確保する。 

（副委員長） 

確保可能台数はどれくらいか？ 

（コンサルタント） 

 努力義務として面積から割り出すと２０～２５台になる。 

（委員） 

 今使われている台数との関係はどうなるのか。 

（委員） 

有料駐輪場とは別にセンター用の駐輪場を確保し、しっかり管理すればよい。 

 

＜周辺環境への配慮＞ 

（委員長） 

周辺へ配慮すべきものとして騒音や臭気、建物との距離など他にどんなもの

があるか。 

（副委員長） 

入ってくる音も出す音も遮断する性能の外壁を持った建物にする。 

 航空機防音は？ 
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（委員） 

航空機の航路からはずれている為対象外である。 

（委員） 

そういった性能面については、整理してまとめていきたい。 

 

＜建物のイメージ＞ 

（委員長） 

周辺の緑と建物の見え方あるいは緑の配置によって建物をどのようにカバー

していくか。傾斜地であるからあまり高い建物にはならないと思うが、屋上の

緑化や壁面緑化といったことや玉川学園らしい環境を考えて周辺に植える樹木

等に配慮するなど緑は大きなテーマになる。それから、建物の配色の問題につ

いても町田市の景観条例に絡めて考えなければならない。 

（副委員長） 

敷地の持つイメージを将来に向かって創造的な継承を目指すべきである。隣

地の樹木保全については「望ましい」位が適当かと思われる。駅前の緑とコミ

ュニティセンターの活動拠点によってシンボルゾーンになっているこの姿を継

承したい、望ましいといった言い方がよいかと思う。 

（委員） 

なるべく樹木は残せるようにしたい。 

（委員） 

センター内に記念植樹した桜が 1 本あり、そういったものをどう残すか。樹

木を全て残すのではなく、必要なものは残し新しく植樹するものがあって良い。 

（副委員長） 

残したい樹木は指定して移植するとかでもよいのでは。 

（委員） 

ふれあい坂の石碑もどこかに移さなくてはならない。その基盤に記念植樹の

桜がある。 

（委員長） 

他にも敷地の中でどうしても残したい樹木はここで記録しておく方が良い。 

 

＜周辺への影響と効果＞ 

（委員長） 

周辺への影響やまちづくりへの影響等については、駅やエレベーターの問題

も絡むのでこの地にこういう施設を作ることによる周辺に与える影響について

話したい。 

（委員） 

玉ちゃんバスが通るようになったため、駅前道路に車を商店前に止められな
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くなった。買物客やセンター利用者の駐車に関して配慮すれば商店街への流れ

ができるのではないか。 

(委員長) 

これはセンターと商店街の連携の問題ではないか。連携のやりかたには色々

なアイディアがあると思う。例えば他市の方法だと中心市街地で玉川学園商店

街の案内をする、スマホやホームページといった電子媒体でお店の案内をする

など。 

（委員） 

商店街はセンター建て替えにより、集まった人達がスムーズに商店街に流れ

てくることを期待している。例えば道を歩いていてまたはエレベーターなどを

使用してもぶらりと降りて商店街に流れていくといった工夫をつくり、スムー

ズに入れることが大事。また、センターの建て替えによる地域への貢献につい

てはこの建物が周辺環境になじんで景観的に優れたものであれば、周辺の規範

となる。 

（委員長） 

目立たなくても全体に溶け込むような存在感があればよい。 

（副委員長）  

今後施設内にできる地域活動室を拠点に、まちづくりの会・芝生の会で作っ

ている商店街の地図を活かして地産地消を更に進め、玉川学園でつくったもの

を売る・食べるといった地域の特色を生かし、商店街活性化に向けた活動を見

直すことができると思う。そのときの拠点がこの施設になればよい。 

（委員長） 

商店会との関係だけでなく地域全体と文化その他の面でも繋がる事が大切。 

そのためにもこの施設そのものが魅力的でなければならない。 

次回は全体のまとめを行いたい。 

 

⑤閉会 

 


