
第８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９月１７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 報告 

① 「玉川学園コミュニティセンター建て替えだより NO.3」の発行 

②  建設地の敷地について 

４ 玉川学園コミュニティセンター建替基本計画案の骨子について 

① 「玉川学園コミュニティセンターの諸室・外部空間のあり方（案）」 

②  その他、建替基本計画案に必要な事項について 

５ 建替基本計画案の報告会について 

① 「建替基本計画案の報告会について」 

② 「建替市民会議で出された意見に対する検討委員会の考え方（案）」 

６ 基本設計以降の進め方等について 

 

７ 閉 会 

 

配布資料 

資料 1 ：玉川学園コミュニティセンター建て替えだより№.３ 

資料２：コミュニティセンターの敷地図 

資料３：コミュニティセンターの諸室・外部空間のあり方（案） 

資料４：建替基本計画案の報告会について 

資料５：建替市民会議で出された意見に対する検討委員会の考え方（案） 

 

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、尾留川玉川学園駅前連絡所長 

市民協働推進課：平野担当課長 

営繕課：徳重担当課長 

建設総務課：遠藤課長 道路整備課：北川担当課長、田中主事 

(コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

傍聴人 １人 

 

 

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、３①「玉

川学園コミュニティセンター建て替えだより NO.3」の発行、②建設地の敷地に

ついての報告が事務局からあったのち、以下の意見交換が行われた。 

 

 

３．報告 

①「玉川学園コミュニティセンター建て替えだよりNO.3」の発行 

 

＜資料１の説明＞ 

 

②建設地の敷地について 

 

＜資料２の説明＞ 

※資料２ 図面へ道路の路線番号等の文言追加依頼 

「北側道路」と呼んでいる道路は「市道町田第２１９号線」 

「駅前道路」と呼んでいる道路は「市道町田第１２８号線」 

「市道町田２１９号線」を下るＵ字型の道路は「市道町田４０７号線」 

下から逆Ｕ字になっている道路が「市道町田４０８号線」 

 

（委員長） 

では事務局からの報告について、ご質問があればお出し頂きたい。 

 

（委員） 

１１５㎡の敷地が７４㎡と４１㎡に分かれて、７４㎡が駐車場を用途とする

コミュニティセンターの所有にする事で了解を得たという事か。 



（事務局） 

そのとおり。障がい者用駐車区画として使う事で学校法人側と話をさせて頂

いている。 

 

４．玉川学園コミュニティセンター建替基本計画案の骨子について 

 

＜資料３の説明＞ 

 

（委員長） 

今迄かなり議論をしてきたものが全て要約されて記入されていると思うが、

ご意見等あったらお願いをしたい。 

 

（委員） 

Ｐ４[現在の要望・意見、バリアフリー実現に向けた考え方]の中の最後の

行、「具体的な設置については隣接の地権者及び小田急電鉄㈱と十分協議を行

う」、とある。これを実施して、地域住民に丁寧な説明が必要だということは

書く必要はないか。説明をして理解を得る事が必要だと思うが。 

 

（委員長） 

これを進行させて行く過程で説明は当然でてくるが、文面として表現してお

くべきという事か。 

 

（委員） 

そのとおり。デッキやエレベーターに関してもこのセンター建設に伴って出

来る物であるかもしれないが、周辺の人たちやこれらを利用すると思われる人

たちの理解が必要だと思う。どういう形で説明するか、この骨子の中でどう表

現するかというのが大切なのか。 

 

（委員長） 

仮にデッキを作るとしたら、その事業母体が地権者等だけではなく地域住民

の方々に理解を頂けるようにという事であろう。 

 

（委員） 

この部分はおそらく町田市のまちづくり条例に基づいたまちづくりプランの

中の中間報告で、このエリアの活性化方針みたいな事もでているので、そうい

ったところも含めていろいろ協議とか理解とかの必要があると思う。町田市に



も報告されているので、中間報告だが案が固まればそれだけでも最終的な報告

になると思う。 

 

（委員長） 

では、その辺は検討して整理する。 

他にご意見はないか。今の意見はかなり重要で、デッキ設置については神経使

っていかなければならないと思う。 

 

（委員） 

デッキは一つの方法だと思うので、デッキだけではなくバリアフリーも含め

てである。 

 

（委員） 

駐輪場は施設利用者用が２０台程度、それから玉川学園二丁目自転車駐車場

については別途に扱う。これはずいぶん離れて、別々の駐輪場あるいは駐車場

になるのか？ 

 

（事務局） 

この施設そのものの駐輪場は概ね４０㎡に１台、ということで２０台と出さ

せて頂いている。玉川学園二丁目自転車駐車場については屋上部分にまとまっ

た区画が必要で、それ以外の屋上部分に施設利用者用の自転車駐輪場や障がい

者用駐車区画も含む駐車場を設ける事になると思うが、まずはこの委員会でこ

れだけ必要だという提示をして頂き、あとはそれを設計の中で反映していく話

かと思う。という事を前提におきながら実際には少し離した場所に設置しなけ

れば利用者に誤解を招くのでこのような形になろうかと思う。 

 

（委員） 

誤解を招くかもしれない、というのは施設利用者の無料で使える部分と二丁

目自転車駐輪場の有料部分が隣り合わせにあると誤解されるかもしれないとい

う事か。 

 

（事務局） 

少なくとも片方は市の駐輪対策で設けている有料駐輪場である事と、施設利

用者が無料で使えるものというのは明らかにわかる形にしておかなくてはいけ

ない。そういう意味で申し上げた。 

 



（委員） 

了解した。 

 

（委員） 

今回の建て替えは、老朽、中のバリアフリーというのが使いづらいという事

と、ここまで上がってくる階段が何とも不自由でもっとバリアフリーに、とい

うところで、予算の概算は、デッキとか外側のエレベーター、施設の中のエレ

ベーターとかいうのはそれで出ると思う。そういう予算立てというのはどのよ

うな仕組みになっているのか。 

 

（事務局） 

基本的には今回の基本計画は、今論議している内容で最終的に何らかの形で

まとまるが、町田市として作る基本計画の中には要望プラス概算費用額が入っ

てくる。それから、デッキに関しても駅前周辺整備事業という町田市の計画の

中でも位置付けられている事業で取り扱っているが、それについても費用額の

積算を行うので、それぞれに必要な予算は確保しているような事になる。 

 

（委員） 

我々、今迄ずっと予算の話を全然してこなかったが、それはもう町田市にお

任せでいいのか。 

 

（委員長） 

期待したい。 

 

（委員） 

建物にかかる予算はデッキのほうへ持っていかれることはないのか。 

 

（事務局） 

中程度、華美にならない程度の予算節減というのは当然努めなければならな

いのでそういった予算調整はあると思うが、この基本計画、ないしはデッキに

ついても概略設計をうけてそれぞれ必要な予算を計上し町田市の全体予算の中

で調整していく事であり、片方を理由にして片方を削るという考え方ではない

と思う。 

 

（委員） 

センターの建て替えは建替事業に、デッキに関しては駅前周辺整備事業のひ



とつとして位置付けるというように分けたという事であろう。 

 

（委員） 

Ｐ４の②以下の（３）、最後に「現行の通行を引き続き可能とする事が望ま

しい」とある。近隣に住民がいるが、この「望ましい」というのはこのあたり

の住民の事も言っているのではないのか？ 

 

（事務局） 

この三番目で表現されている部分は、例えばデッキを作る計画をする場合と

いうのはまずそっちの話からなのですが、この資料２－③で学校法人玉川学園

から譲り受けた道路用地として使う部分プラス隣の道路について、市道町田４

０８号・４０７号線の一部を使う事も可能性としてはある。仮に４０８号線の

上にデッキを建てた場合、この４０８号線・４０７号線から続くこの道という

のは通行ができなくなってしまう。しかしここから歩いて下に降りたいという

方も当然いるわけだから何らかの方法で４０７号線から４０８号線の通行を保

証して駅前道路に繋ぐという、そういう通行線を確保する必要があるのではな

いかと言う事でまとめさせて頂いている。 

 

（委員） 

４０７号線というのは、ここに階段があって、ここに民家がある。だから当

然ここは通れるようにしなければいけない。４０７号線の内の縦の部分と言う

ところの通行は確保してあげなければいけないのではないか。 

 

（事務局） 

そういう意味も含めて従来通り４０７号線から１２８号線に降りられる動線

は確保する必要がある、という事を表現している。それから資料２－②、廃道

部分の敷地への組み入れだが、ここの部分も実際には通行を保証する必要があ

る。明確には書いていないが、ここの道路用途を廃止しても実際には敷地内通

路として住民が通行できる状態にするという事で了解も頂いているのでそのよ

うな形で考えていきたいという中身である。 

 

（委員） 

 今、通っている道はみんないきるのか？ 

 

（事務局） 

現行の通行をきちんと確保するという事を前提にする必要はある。 



（委員） 

建ぺい率を計算する時は敷地に入るという事でいい。 

 

（委員長） 

今、事務局から説明があったような内容について報告書にもう少し具体的に

表記した方が良いかもしれない。 

 

（委員） 

その場合、道路の幅員は変わらないのか。現況は多分４ｍないかと思うが。 

 

（事務局） 

もし今回こういう結論になれば幅員も含めてそれぞれ設計の中で既存道路の

必要な幅員を確保するという考え方で設計をする事になろうかと思う。 

 

（委員） 

特に４０７号線に関しては隣地との外構など影響ある。 

 

（事務局） 

この辺に関しては今後の設計の中の問題になる。 

 

（委員） 

この用地の幅員の話についてだが、４０７号線の東側というのか。この階段

部分は狭くなるのか？ 

 

（事務局） 

これは現況のままで敷地の中にこういう階段があるわけである。ただ、コミ

ュニティセンターの敷地そのものは土の切り盛りがでるため、おそらく開発に

該当し、道路部分のセットバックという問題が出て来ると思う。先ほど１４０

０㎡と申し上げましたが、それはそういうセットバックも想定しての計算にな

っているので、合わせてご理解頂ければと思う。 

 

（委員） 

小田急側の今の側にデッキが通る道の所の下に駐輪場がある。これは今後の

話なのであろうが、無くなっていく可能性が大きい。 

 

 



（事務局） 

これは今後、小田急電鉄㈱と協議をして行く必要があると思う。基本的には

当然こういう話を学校法人とも、検討課題に入っているということから小田急

電鉄㈱にも話をして基本的には合意を頂いているが、その下の土地利用が必要

かどうか、あるいはその部分をどうするかという事については、一切、小田急

電鉄㈱との今後の話し合いになってくると思う。 

 

（委員） 

そうすると、学校法人のこの部分だけ買収させて頂いて、あと残りの大半の

部分は花壇として残るという事か。 

 

（事務局） 

私共が交渉したのは、あくまでもこの土地を売却して頂くという事で、残っ

た部分の土地利用について何か確約をしたという事ではない。ただ、話の雰囲

気として当面の間ここの形状を変更するという事は考えてないというように見

受けられる。 

 

（委員） 

この１４００㎡の中に、先日からずっと話してきた要望は収まりきれたの

か。以前、サテライトというお話がちらっと出ていたが、あれはもう全然考え

てないのか。 

 

（事務局） 

基本的には１２００㎡のコミュニティセンターを作ろうという事なので、確

保されているかと思う。防災備蓄倉庫や地域活動室といった複合機能的なもの

があって１４００㎡と作らせて頂いた。よって、逆に言うと１４００㎡の範囲

で基本計画として出して頂いた内容を設計して行くと思う。元々サテライトと

いう考え方はこの基本条件に入っていないため、現有地プラスαで建て替える

という事かと思う。 

 

（委員長） 

それでは、次のテーマに移っていきたい。 

 

５．建替基本計画案の報告会について 

 

＜資料４説明＞ 



（委員長） 

進め方についてはよろしいか。 

 

（委員） 

回覧が廻っているということだが建替市民会議に出席された方以外にもホー

ムページ等で周知されるのか。 

 

（事務局） 

建て替えだよりをアップすると同時にホームページも更新をしたい。また、

前の市民会議に出席された方には個別にご案内している。 

 

（委員） 

資料３ホールの③、着座で最大２００名程度というのはずいぶん大きくない

か。 

 

（副委員長） 

市民会議の要望では２００人程度という意見が非常に多かった。中には少し

大きいのではないかとか意見もあったが、計画しないと分からない事もあるの

で、ここには最大、と書いた。よって１８０人という事もあり得る。 

 

（委員長） 

今の議題の報告会についてはよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

それでは６の、基本設計以降の進め方に進みたい。 

 

６．基本設計以降の進め方について 

 

＜説明＞ 

 

（委員長） 

市庁舎や成瀬センターといった建物の設計時にワークショップを開くなど市

民と話し合う機会を設けたという実績はどの程度あるのか。 

 

 



（事務局） 

具体的に調べてはいないが、おそらく設計時にはほとんど無かったと思われ

る。実施設計になるともう部材や大きさが決まっていくので、その前の段階、

基本設計段階で例えば鶴川のポプリホールについてはワークショップを開催し

たという事がある。あとは、新庁舎の時にもあるいは成瀬コミュニティセンタ

ーの時にもそういったワークショップを開催していると聞いているので少なく

とも3回程度はあると思われる。 

 

（委員長） 

そういう状況で実施されているようだが、基本設計というのは非常に大事な

ところであり、やはりこの検討委員会の中で検討されて来た事が設計者にうま

く伝わるかどうか、伝わったものをうまく消化してもらわなければならないの

で、その段階でも市民の方々とディスカッションする機会があった方が良いと

思うが。その辺どう思うか。 

 

（委員） 

確か、第４回検討委員会で、町田市からプロポーザル方式でまず設計者を呼

んで、基本設計を進める中で地域のワークショップ的なものを進めながらやり

たいという話はあったが、あれ以降あまり説明がない。しかも市民会議や資料

５の回答集の中にもそういった意見・考え方があるので、どう考えてもらえる

のかという事をこの委員会で出した方がいいのか、あとは一任されるのか、そ

れはどうなのか。 

 

（委員長） 

この委員会の中で意見としてまとめて出した方が良いと思う。ただ、条件が

いくつかあると思う。完成までのスケジュールの中でプロポーザルが組み込め

るかどうか時間的な問題もある。あとは、施工段階でも当然、施工者を選ぶわ

けだけれども、平坦地ではないので、技術的に非常に難しい部分もあるのでは

ないかと思う。 

したがって、設計者を選ぶ時も施工者を選ぶ時も、それぞれの、設計者のレ

ベルや技術レベル、経験といったものをしっかり問われなといけない所があ

る。だから、アイディアだけではないと思う。 

 

（委員） 

成瀬コミュニティセンターの基本計画や基本設計を見ると、実質かなりつっ

こんだ基本計画で施設のゾーニングなりがしっかりうたわれており、そういう



形であれば基本設計進める段階でかなりスムーズに進むと思うのだが、このセ

ンターの基本計画の策定についてはそこまではいっていない。そうすると基本

設計でかなり時間を割いていろんな条件をクリアしてやっていかなければいけ

ないので、それをどう組み込みながら設計者とやりとりしていくのか。 

当然ゾーニングみたいな話になってくると、やはり業者なり地域の人たちの

意見は、市民会議でこれだけの意見がでているのだからおそらく出て来ると思

う。そういった意見が出て来るようにするのか、整理して進めるのかその辺の

考え方をお聞きしたい。 

 

（事務局） 

それはまだ、今現在整理出来ていない。 

 

（委員長） 

成瀬センターの場合は、ある程度具体的にゾーニングの絵も出ないと具体的

な思いが伝わらないだろうということで絵を描いた。ただ、あまり具体的に描

きすぎるとちょっと具合が悪い。ある程度ブレーキはかけたが、あれも一つの

方法である。 

 

（委員） 

やはりある程度絵がないと。以前、改築委員会でもこういうイメージにした

いという絵は出て来ている。絵がある事で、業者や地域の人達から具体的に率

直な意見が出てくると思う。言葉だけだとおそらく文句ばかり出てくるとかあ

るだろうから、その辺、絵は必要かと思う。 

 

（委員長） 

言葉も表現の仕方で伝わり方が変わってくるので、しっかりと検討しないと

いけない。いずれにしても非常に重要な事なので検討委員会の中でやはり希望

は明確に示した方がいいと思う。ただ完成予定日があるだろうから、そのスケ

ジュールの中でどういうやり方が一番適するかである。場合によっては設計・

施工一緒に組んでしまうとか。そういう流れにする方がいいのか、例えば設計

者は設計者で選んだけれども、今度施工する側がそれなりの技術を持っていな

い所だと出来ないわけだし、設計者もこの地形だとか工法の難しさを理解し

て、それを納得した上できちんとした設計が出来るかと言うところの能力の問

題もあるが、そのようなところをしっかりと誰かが見極めなければいけない。 

 

 



（委員） 

事務局から、こういう場合はこういうメリット・デメリットがある、としっ

かり検討委員会で説明してもらわないと今ここで、どうでしょうかって言われ

ても、意見は出せないと思う。 

 

（委員長） 

それは次の委員会の中で議論したい。予定をしている議題をひととおり、駆

け足ではあるが進んできた。少し戻っても結構である。何か意見はあるか？ 

 

（委員） 

町田市から学校との了解を得て、それが１４５０㎡に確定したと今日初めて

聞き、嬉しく思っている。今迄で一番大きな前進である。今まで１０８０㎡の

中で諸室のあり方をずっと検討し、この資料３になった。だが、今回増床した

のだから諸室のあり方は良い意味で見直さないといけないのではと思うが、い

かがか。例えば、多目的室が３０人のものが１部屋で、定員１０～２０名のも

のが２室である。この辺は今とそんなに変わったわけでもないし、室数が増え

たわけでもない。例えば、この辺はもっと取れるのか取れないのか、増えた面

積をどのようにおろしてくるのかという事を再検討する必要がある。 

 

（委員長） 

この委員会の中では部屋の数あるいは部屋の性格も含めて、必要諸室はどう

いうものなのかを洗い出した。今度実際に設計をして行く段階では、部屋では

なく、例えば廊下などいろんなものが必要になって来る。こういう地形である

からそういう共通部分のロスは大きいと思う。今発言のあった具体的な部屋の

数などは、実際設計してみないと分からない部分もあるのではないかと思う。 

 したがって、それも基本設計の段階で我々なり市民の方々と協議していく中

でその辺が明確になってきて、その段階でもある程度要望を入れていけば対応

出来ると思う。ただ、ここであんまり数を限定するというのも難しいのではな

いかと思うが。 

 

（コンサルタント） 

前提が間違っているところがあったと思う。１０８０㎡というのは元々の敷

地で、それに廃道を入れて１２００㎡前後を前提にして話し合いして頂いた。

延床面積が１２００㎡。それでもし増床があれば、１４００㎡まで出来るとい

うお話だったので今まではあくまで１２００㎡前後で話し合って頂いたかと思

う。 



（副委員長） 

この資料３の中の諸室の考え方で、今諸室の考え方に「○」が３つあるが、

実はもう一つあった。もう一つとは１４００㎡の面積が今回確定したのでその

文章は削除した。削除したが、こころづもりは、委員長が言った様に、基本設

計を作る段階に貯金としてとっておく。その貯金はちょっと坂道なので全部使

うかもしれないし。斜面地である上に、北側道路から駅前に繋がる動線を確保

することになると、共用のスペースが結構いるかもしれない。一般的な面積の

割り振りが出来ないかもしれない不安要素である。そのためこのような文章で

きている。 

 

（委員） 

それはそれで結構であるが、もし余った場合は、何を優先するのか議論する

必要があるかと思った。 

 

（副委員長） 

一番大きいのは多目的室１つ目の「○」である。これは２室以上となってい

るから、多目的室は２室以上とあるから、３室になるかもしれない。 

 

（委員） 

センターの運営委員の一人である囲碁のクラブからの参加者の話についてだ

が、約６０人の、このセンターを使っている囲碁の愛好会の方々がいつ来ても

楽に使えるそういう環境を作って貰えないだろうかという意見があった。これ

は、囲碁だけではなくこの地区は高齢者が多いので、そういう方々が集まりや

すい環境の部屋を用意しなければならないという事もこの諸室の予定の中に加

えていいのではないかと思うが。 

 

（委員） 

その件は補足させてもらいたいが、今現在、一階の和室にいこいの間という

のがあり、これには囲碁クラブが使うためということではなく、今、町田市内

に６箇所のふれあい館というのがありながら玉川学園にはないので、館は作れ

ないがそういう形で高齢者の人たちが来て使える場所として毎日ではないけれ

ども、時間を限ってそういう場所を設けましょう、という話になった経緯があ

る。それは囲碁をやるだけの話ではない。そういう話があったので所長にその

経緯を少し話して頂くと良いかと思う。 

 

 



（事務局） 

いこいの間が出来たのはかなり前で、地域の方、高齢者の方から他の地域に

ある、ふれあい館のような機能を持った玉川学園地域の高齢者が集える場所が

欲しいという要望があったと聞いている。それに基づいて、いこいの間の午後

の時間帯を高齢者に開放する部屋として使って頂いている。囲碁で使える日と

それ以外の目的で使える日があり、当初はいろいろな目的で使われていたよう

だが、現在は囲碁で使われる方が主になっている。利用者の方はここに来て囲

碁をやる事をとても楽しみにしているので、こういう場はこれからも確保して

欲しいという強い要望があり、利用率もとても高い。 

 

（委員長） 

必ずしも和室でなくてもいいのか。 

 

（委員） 

このことは、おそらく市民総務課に、高齢者福祉課から話がいっていると思

うが、どうか。 

 

（事務局） 

これについては庁内各課、複合施設という事も含めて市役所内部の需要を調

査し、庁内連絡調整会議を開いている。そこには高齢者福祉課も出席している

が、今の話は全く出ていなかったので確認しないと分からない。 

 

（委員） 

ホームページできちんと紹介されている。センターのホームページの中にい

こいの間の使われ方についてしっかり位置づけられている。 

 

（事務局） 

高齢者福祉課からそのような話は、その会議の場では出ていない。したがっ

て、市役所からの与条件で出さなかったというのはそういう経過である。 

 

（委員長） 

そういう意味では多目的室を多く作って行くという事の中で、それが出来る

ということである。 

（委員） 

部屋の大きさも、２０人でいいのか。それは基本設計の段階でもう少しリー

ズナブルになっていくだろうけれども。現在部屋数をこれだけ用意しろ、ああ



しろといった、分取り合戦になるので、ある程度貯金を持って対応していけば

いいのかと思う。 

 

（委員） 

自分はいこいの間の要望については、出来ればこの多目的室の部屋をもう少

し大きめで２部屋用意したらよいのではと思った。よって先程ホールの２００

人は大きすぎないかと話をした訳である。 

 

（委員長） 

ホールも多目的室だと考えればいい。大勢集まったらホールも使える。 

 

（委員） 

多目的室が定員１０人とか２０人程度じゃなくて、３０人程度の部屋が２つ

あれば、囲碁で集まる人数が約４０人と聞いているのでその方たちからしたら

立派ではないか。 

 

（副委員長） 

要望書を読ませて頂くと６０㎡と書いてあったが、６０㎡という少し大きい

部屋を確保するのは結構大変だと思う。そうすると３０㎡、２室つなげればい

いのでは、とか、それでもダメだったらホールでもいいのはないかと思う。 

今２室以上と書いてあり、今回面積が増えたのでここの所に重点的に配分す

る様な計画を今後してくというように考えたらどうか。 

 

（委員） 

増えた部分は他に共通部分とか使用目的があるのでは？ 

 

（副委員長） 

それは既に盛り込まれている。 

 

（委員） 

基本設計の段階であまりやってしまうときりがないので全部聞くということ

ではないが、使い方など、利用者のヒアリングが大切だと思う。少し区別して

進めて行かないとなかなかまとまらない。 

（委員長） 

設計者が与条件を整理する中でそういうリサーチをする必要もあると言う

事。 



 

（副委員長） 

今回の進め方の中で町田市に理解を頂いて進めているこの方法というのが、

市民会議では普段使っている言葉でみんな話しようじゃないか、要望出そう、

と。ただ、絵も描いていないし、何も全くイメージが湧いていない。ただそれ

は設計者の問題であるから設計者が決まった時にその方々から、絵を出しても

らって説明して頂きながら双方で確認する会。であるから、ここを使って頂け

る利用者が入って頂いて、ああでもない、こうでもないってやるのが一番大事

だと思う。そのための方法として、どんな方法が設計者を選ぶのにいいのか、

というのがさっきの設問である。だから、入札で決めてというのではなくて、

今後も続くような方法はないだろうか、と。ただ、今まで町田市はそんなに経

験が無いので、やり方についてこれから検討する必要があるという事である。 

 

（委員） 

であるから２５０㎡増える分をもっとも大事なところに使ってもらったらい

い。 

 

（副委員長） 

足りない部屋もあるので、まだ検討すべきところが結構ある。 

 

（委員長） 

今回の計画の一つのポイントは、誰もが使い易い多目的な部屋。一つの用途

に限ってしまうのではなくて、いろんな使い方が出来る部屋を作ろう、となっ

ていたので、それを大いに生かさなければいけない。 

 

（副委員長） 

これからいろんな要望が各市民によって出てくると収拾つかなくなってしま

うので、その辺、柔らかくしておかないといい計画ができない。 

 

（委員長） 

それと、この建物を建てたら５０年、１００年保たせて欲しいわけであるか

ら、社会の変化だとか、それから我々の孫とかその先まで上手く使ってもらえ

るような会館にして行く事を考えていかないといけない。先程のいこいの間の

ような要望もたくさん出て来るであろうし、高齢者対応をどうするかという課

題が出てくるであろうし。他にも何人かからレターを頂いている。ここでその

内容を吟味するにはちょっと時間が足りないので、こちらで整理をした上でま



たお話すべき事はお話するようにしていきたい。 

 

（委員） 

資料３のＰ５【玉川学園二丁目自転車駐車場の取り扱いについて】の一番目

「○」の中にある「玉川学園から１０メートル以上離れた所に設けている市の

無料駐車場」というのは、あそこの消防団の奥の駐車場のことか。あそこは無

料駐輪場ではなくて自転車の一時保管場所ではないのか。放置自転車があった

場合にあそこに置いて、一時保管場所になって取りにこない場合にはもってい

く形になっていると思う。だからほとんど管理されていなくて、放置自転車で

いっぱいである。だから、それを少し管理して行けば多少の駐輪場の整理と言

うのはできるのではないか。その辺調べられているか。 

 

（事務局） 

その件に関しては、調べていない。 

 

（委員） 

調査をお願いしたい。前から放置自転車の一時保管場所と書かれている。 

 

（委員長） 

議題４の②を説明して頂きたい 

 

＜議題４-②の説明＞ 

 

（委員長） 

この検討委員会の中でも使い勝手は意見が出て来ているが建物の性能などに

ついての議論が出ていないので、その辺をしっかりやっていく必要があるので

はないか。それも含めて今説明があった内容について少し話し合った方が良

い。 

 

（副委員長） 

特にこの地域は高齢者が多いこともあり、当時と今度新しくなる設備とでは

全く違うものになる。そうすると、健康上の対策というあたりも本当は書いて

おくと基本設計者としては非常に有難い。地域としてはこういうふうに考えて

おいてほしい、と言う必要がある。 

例えば換気。こういうのは、適宜健康を維持するためには特に高齢者の場合

には換気しないといけない。そういう設備は現在ここにはない。無い設備がこ



の中にたくさんある。だから健康対策はこうして欲しいとか、あと環境対策、

環境と言うのは建物と、自然環境の環境である。 

例えばこの市民会議の中でも太陽光パネルの設置を考えて欲しいとあるが、

これについて意見は全く出ていないので、自然対策どうするかという環境対

策。例えば断熱とかでは、断熱板もない。これは高齢者にとっては非常に大事

な事なので、健康対策と環境対策、こういった要望が全く出ていない。本来な

らこちらでまとめて、次回これで良いか、とお諮りするのが良いのかもしれな

い。意見はなかなか出てこない、何を議論していいか分からないと思う。 

 

（委員） 

資料５の中に、そういった部分も組み込んで市民会議で意見が出されている

し、それに対しての検討委員会の考え方もある。おそらく報告会を今回やっ

て、またどういうリアクションがあるか分からないが、そういったものをまと

めた中で少し話をしてもらった方が有難いと思う。 

 

（委員長） 

そこは次回やりたい。案を出さないと分からないので次回議論出来るような

資料を作って頂きたい。 

 

（副委員長） 

それから２４時間常駐している警備員においては、お風呂が全くなく、夏は

タオルで拭く程度で、かなり不衛生な状況で職務をやって頂いているので、せ

めてシャワーくらいないといけない、ということもある。そういった配慮が行

き届いているというようにしておかないといけない。 

 

（委員） 

最近建物を建てるのには断熱材の使用など省エネについて何か決まっている

のではないか。 

 

（副委員長） 

断熱材は決まっているが、レベルがいくつかある。 

 

 

（委員） 

多くの人を収容する時の換気についても決まっているのか。 

 



（副委員長） 

それはもう決まっている。 

 

（委員） 

このセンターが建った頃とは全然違う。 

 

（副委員長） 

全然違う。例えば多目的室。結構要望としては簡単に書いてあるが、調理や

会議、音楽も出来る、遮音しなければいけない、いわば遥かに多目的で高機能

である。このホールも、多目的であるが要望のレベルが高い。音楽はいい音で

なくてはいけないとか、振動してはいけないとか、この部屋を造るだけでもか

なりお金を使いそうな高機能になっている。多目的・高機能が要望の骨子の様

なものである。設計にはかなり苦労すると思う。 

 

（委員長） 

少なくともこの委員会では案を作って、しっかりと議論をしておきたい。 

 

（委員） 

建物の基本計画という事で論じて来たが、資料３で説明する時に、駅前の整

備事業、デッキ、エレベーター、その他については別に考える事になる。予算

ももちろん別であり、この委員会は建物の建て替えという事で今論じている訳

だが、住民としてはそういう事はこれと絡んでいる部分がある。そういう事も

含めてどういうふうに動く事になるのかなと思うが、いかがか。委員会とは別

の話なので難しいかもしれないが。 

 

（事務局） 

まず、駅前周辺整備事業で行われるであろうデッキに関してだが、基本的に

は本検討委員会で全体のバリアフリーとして必要だというご意見を頂ける見込

みなのかと思う。それについては現在、建設部の方で事業執行しておりますの

で、まずは庁内でよく連携をとる事によっては基本設計の段階での住民意見の

反映の中に駅前整備事業のデッキ部分についても意見反映が出来るのか出来な

いのか、というあたりは庁内でよく調整をしていきたいと思う。この計画の中

にも景観・環境等には配慮という事がある。それから、地域住民の理解という

事があるので、それが事業の中でどう担保されていくかという事は、これはま

だ論議途中ではあるが、そういうご意見頂いた場合には庁内でそれをどう生か

せるかと言う事はよく調整して、直接か間接かという事も含めて整理をしてい



きたいと思う。 

 

（委員） 

取得する予定部分にはこの駅前の非常に大事な景観を作っている大イチョウ

がある。素朴な疑問だが、シンボルであるあの大イチョウはどうするのか。 

 

（委員） 

資料３を読むとデッキありき、という感じがないでもないが、デッキはいら

ない、というのも同じくらいに書いておいてほしい。デッキを付けるか付けな

いかを検討するのではなく。これを見ると、作るという考えのもとで書かれて

いるという気がしないでもない。 

 

（委員） 

これは、資料３と資料５をあわせて読むとよくわかる。資料５では、この外

部空間のあり方についての意見は完全に真二つに分かれている。その中で資料

３の中でどういう説明していくかであろうが、まずブリッジということが有効

であるということが色々と書かれているが、これは一つの方法であるという形

で示しておいた方が、僕はある意味将来的にも担保出来るのではないかと思っ

ている。建替市民会議の意見が全てではないかもしれないが、意見が二つに分

かれているということは、そういった部分をお互いに調整しながら考えて行か

ないと地域の意見を二分する事になるので、これはお互いにしこりを残すので

はないかと感じている。この辺はいかがか。 

 

（委員長） 

ここではデッキを絶対作れとは表現していない。人の流れをスムーズにさせ

るためには有効だ、望ましい、としている。この委員会として絶対作ってくれ

とは書けないが、ただ、ある事による効果はこれだけある、という事は書け

る。そういう事で表現は非常に難しいが。 

 

（委員） 

でも、メリットだけでなく、デメリットの方もある程度書く必要があると思

う。デッキが出来ると人の流れが良くなるから有効であるという事は分かる

が、そのかわりにそのデッキが出来たことによるマイナス面も同じくらいある

と思う。ここにはプラス面しか書いていない。 

 

（副委員長） 



そんな事はない。資料３―P４にある最初の「○」では市民会議やこの委員

会でも出ている意見が書かれている。「反面、検討委員会や建替市民会議では

デッキの設置により景観を阻害される」、それから「商店街への人の流れが減

って」など。 

 

（委員） 

商店街という名前をやめて市道や駅前道路といったところの賑わいなどとい

った表現に変えた方が分かり易いと思う。商店の個々の活性化に関しては個々

の努力というものが多いと思うが。その先にも地域で使うパブリックな広場も

いくつかあり、また、デイセンター等いろいろある。そうするとやはり駅前道

路などと書いた方が素直という感じがする。 

 

（副委員長） 

一番のポイントは資料３－Ｐ４、上から二つ目の「○」で、その中の、

「１）駅からコミュニティセンターを直接つなぐデッキは施設とつなげるだけ

ではなく、地域のバリアフリー化の一助に資する」、ということである。 

この最大のポイントは、「４）北側に広がる教育文化構成ゾーンに行く道が

時間帯は制限されるけれども自由に行けるようになる。」これがかなり大き

い。 

 

（委員） 

よくわかるが、文章に説得力がない。 

 

（副委員長） 

例えば郵便局へ行く高齢者やお子さんを連れたお母さんなどが坂をずっと歩

いて来る、あるいは自転車で上って来る。それは雨の日も風の日も寒い日も、

見ていると本当に可哀想である。このセンターの動線が解決すれば、南側から

ころころ児童館や幼稚園、高齢者の支援センターに来る方々も、この施設を介

して、駅前の海抜約７５メートルから施設群の標高約９７メートルのうち１５

メートルはバリアーフリー化が整備出来る。 

 

（委員） 

この町は高齢者ばかりではない。玉川学園を好きなのは坂があり、山があ

り、階段があるからだと言う人もいる。子どもは歩いた方が良い。 

 

（委員） 



デッキは付けて欲しい。更にできれば小田急を高架にして欲しい。そこまで

いろんな議論が戦わされた。現実お金の問題もあるし、相手があることだし、

小田急がそこまで協力してくれるかどうか。みんな予算がないと染み付いてい

るので、非常に遠慮した議論に一部はなったかもしれないが、やはりこの文化

センターを建て替えるニーズの大きな柱は古い、バリアフリー、狭い、の三つ

である。多少の事なら木も切る。一本切るのに反対が出て、３年も５年もかか

ったら、永遠に出来ない。一旦は切るか、あるいは移植するかして、また新た

に自然・環境というのはまた復元すると、これは人間の努力で出来る訳である

から、そんな事も議論しながら、とにかくこの町田市で一番古くて狭い文化セ

ンターを建て替えようじゃないかと、これはいずれにしても情熱でやってきた

訳である。 

 

（委員） 

あまりにも、単純な結びつきであって、今ここに両論併記して頂いたことは

今後の検討材料になるかもしれないし、おそらくそのデッキをつけることとい

うのはいずれ将来必要になると思う。ただそれに関しては、これは今すぐの話

かどうかは分からない。やはり駅前の整理計画も含めて考えてもらえるのであ

れば、やはりそういった中でも議論は出て来るであろう。何年も経っても出来

ないという話ではなく、それは、何年かかっても、かかるものがしっかりあれ

ばいい。ここで早急に決めて、後から、若い人が来てこんなものいらない、と

言われても困るであろう。一つはデッキがあってエレベーターをつけるという

事は、ある部分では二重投資になる。そういうところも踏まえてもう少し慎重

に考えた方がいいので、私は両論併記が賛成だと思う。 

 

（委員） 

大銀杏の問題はまた別の機会に議論しないと、委員会でやってもきりがな

い。環境、環境と言っていると、行政の方は、話がつくまでまた先にしましょ

うと、これの何回もの繰り返しである。デッキが町の起爆剤になると思う。少

なくとも駅前の再開発の起爆剤にしたい。それで、あれがダメ、これがダメ、

ダメと言ったらそれはもうエンドレスの主観的な議論であり、この建て替え

も、１０年先、１００年先になる。こういうものを具体化する場合には、必ず

この駅の周りと整合する全体の計画の中でこれを位置づけようという議論も出

て来る。それをやっていたら、ここの建替えはあと１００年先になる。この玉

川学園の駅の周りのプランがあるかと、町田市には無い。 

 

（委員） 



プランとしてはいわゆる都市計画マスタープランの基本構想、地域別構想の

中でこのエリアの事もきちんと書かれていし、町の方針としてもここに書かれ

ている。今年度以降はそういった事に対して、より具体化して行こうと市の審

査会の承認の上で進めているところである。したがって、何年かかっても出来

ないというのは少し極論かもしれないがそれまでに私たちが元気でいられるか

どうか分からない。ただ、なるべく元気でいてやって行きたいと思っている。 

 

（委員） 

我々も出来るだけいい提案をしたい。せっかくのまちづくりの会だから。 

 

（委員） 

だから、そう言った事も踏まえて考えて行くものと思っている。 

 

（委員） 

デッキがダメ、環境だ、あの木を１本切っちゃいかん、あれやっちゃいかん

とやったら、まちづくりは出来ない。 

 

（委員） 

なかにはそういう人もいるであろう。ただ、そういう人たちを切り捨てるの

ではなく、そういう違いを共有しながら進めて行かないとまちづくりはできな

い。それはエンドレスではない。エンドレスにしないという意気込みがあれば

出来る。 

 

（委員） 

議論はいろいろあっていいと思う。やろうということは大変なことである。

ただ、デッキというのはバリアフリー、それからもう一つの、繰り返しになる

が、まち全体を考える中でやろうと言う議論も我々の中でずいぶん出た。では

そのプランニングはどうするか、プランニングは新たにやらなければいけない

という事から始めると、建て替えの話はもうちょっと先にしようじゃないかと

なる。 

 

（副委員長） 

どちらにしても、その時に委員が、いや、実は私、反対だったという話にな

ると報告会にならないので、少なくともある方向については合意の上話をしな

いと。 

 



（委員） 

そこで決めつけるのではなく、将来の余地を残した形で話して行けば良い。 

 

（副委員長） 

決めつけている訳ではなく、ある方向としてはそういう事があり得る、また

は望ましい、と言っている。この敷地だけではなく、地域全体を考えていると

言う大きな視点であるから、そのポイントにバリアフリーというのは十分あり

得る。 

 

（委員） 

ここの大変有効であるの、「大変」をとって頂きたい。「大変」有効である

という表現には個人の思いが入っていると思う。 

 

（副委員長） 

実際に建物が建って、非常時も日常時も安全に使われる事が大事であり、デ

ッキは非常時にも活用出来るため大変有効だと思う。エレベーターの停止時に

歩けない人たちが駅側へ移動する方法、きちんと避難する方法のことも考えて

欲しい。プラスの状況だけでなくマイナスの状況も考える必要がある。この建

物というのは良い時だけじゃなく悪いときもあり、その悪い時どうなるかとい

う部分を含めてこれを自分の中で推測する。妥当か合理的か、そして適正か公

平か市民のためになっているのかということで判断しなければならない。 

 

（委員） 

表現は、「有効」ではなくて「妥当」であろう。 

 

（委員長） 

大局的に見て判断したい。本日頂いた意見を踏まえて再整理をし、次回の委

員会では報告書の原案が出ると思う。そこで内容も再確認する事になる。次回

の委員会でだいたい報告書の原案を見て頂き、その次の１０回目で、最終的な

まとめとなる。 

 

７．閉会 


