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第１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 

 

 

日時：２０１４年１月１０日（金）午後６時～午後８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委員長の選出（互選）及び副委員長の指名について 

⑥事業の経過報告及び検討の枠組みについて 

⑦閉会 

 

配布資料： 

・本日の次第 

・資料１ 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 

・資料２ 玉川学園文化センター建替に関する基本方針 

・資料３ 玉川学園文化センター建て替えに関する提言 

・資料４ 玉川学園コミュニティセンター建替基本計画検討の枠組みについて 

・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  玉川学園コミュニティセンター 最近の利用状況 

・資料  敷地周辺現況断面図 

 

出席者 ：前島正光、岡本宏、鎭目義雄、中本剛司、松原三郎、玉木信雄、松香光夫、

根上倫子、尾張日出夫、清瀬壯一、井上宮子 

(事務局：町田市)：平野市民部長、 

市民総務課：榎本次長、三好担当課長、本吉主任、吉野主事 

市民課：中島課長、森岡統括係長、 

玉川学園コミュニティセンター：坂倉センター長、 

     (コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

 

①開会、②委嘱式、③挨拶（市民部長）④委員紹介及び事務局・コンサルタントの自己

紹介ののち、⑤委員長は委員の互選により前島正光氏が選ばれ、副委員長は委員長の指

名により岡本宏氏が選ばれた。 

  以降、（委員長）の進行で検討委員会が進められ、⑥「玉川学園文化センター建替に
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関する基本方針」「玉川学園コミュニティセンター建替基本計画検討の枠組みについて」

の説明が事務局よりあったのち、議事に移り様々な意見交換が行われた。 

 

委員紹介（自己紹介） 

（委員） 

設計事務所に勤めたのち定年。NPO法人を設立して１０年、町田市とも幾つかの協力 

事業をしている。成瀬台に居住。 

（委員） 

玉川学園町内会会長、２年目。町内会自治会連合会の代表。「コミュニティセンター 

の利用率は高く、もう少し大きなスペースを」との意見をよく聞く。 

（委員） 

連合会のメンバー。興人自治会の会長。自治会は４０周年を迎えた。 

（委員） 

南大谷に居住。今年度から玉川学園と南大谷が合併して連合会を構成したので、これ 

からは南大谷からもコミュニティセンターを使わせてもらうことになると思う。 

（委員） 

平成 16年、17年の興人自治会会長。改築委員会を 2007年から 2012年まで運営した。 

立ち上げ当初からずいぶん経っている。３月末に回答予定の隣地地権者の意向がキーポ

イントになる。市の対応を手伝っていきたい。 

（委員） 

地区社協が出来て５年、インフォーマルなサービスをフォーマルなサービスと併せて 

進めていきたい。女性の眼、子育ての眼を大事にして参加させていただきたい。 

（委員） 

親しみの持てるセンターにしていきたい。 

（委員） 

建設的な見方で協力したい。 

（委員） 

利用者が使い易く、美しい駅前景観を損なわないようにしたい。 

（委員） 

玉川大学に就職、玉川学園に 40年居住、センター運営委員長をしている。皆さんと 

ともに考えて行きたい。 

（委員） 

第一住宅自治会の会長を１年務めた。建設会社の設計・プロポーザルの責任者を勤め 

た。退職後住まいを研究する財団に勤務している。この経験を活かしてお役に立ちたい。 

 

＜事務局の紹介＞  ～略～ 

 

委員長の選出（互選）及び副委員長の指名について 

＜委員長の選任、副委員長の指名後の挨拶＞ 

（委員長） 
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限られた時間で多くの課題をこなしていかなければならない。委員、事務局にはよろ 

しくお願いしたい。 

（副委員長） 

初めは敷地の解決。学園との話し合いが上手く進むよう祈っている。 

 

事業の経過報告及び検討の枠組みについて 

＜経過報告＞ 

（事務局） 

2012年 3月策定の「建替えに関する基本方針」の内容説明ののち、その後の経過に 

ついて、以下の報告。 

2012年 3月 基本方針策定 

2012年 4月～ 地権者と市の交渉 

2013年 1月 懇談会メンバーに経過報告 

2013年 11月 隣地地権者から 2014年 3月に売却可否の回答をすると確約を得た。 

＜検討の枠組み説明＞ 

（事務局） 

資料説明 ※以下資料の補足 

・基本計画素案の報告 9月末はあくまで「目途」 

・ワークショップ：主催は検討委員会とするとの位置づけは、ワークショップから出た

意見をフィードバックすることを踏まえた位置づけ。 

・広報紙：広く地域に分かりやすく伝え、意見をくみ取る広報紙にしたいと考えている。 

 

＜議事録の扱い＞ 

（委員長） 

議事録の扱い、あり方について説明して欲しい。 

（事務局） 

名前入りの議事録を作成し、委員に配る。なるべく素に近い記録にしたい。次の検討 

会の事前に、資料と一緒に配りたい。製本や最終的な公表時は仮名とし、また内容はさ

らに要約したものにする。 

 

＜建替えに関する各委員の意見＞ 

（委員長） 

最初にこの建替えに関する皆様の思い、考え方を聞きたい。 

（委員） 

「提言」にあるように、かつて４回の懇談会が行われた。紹介すると「基本方針」の 

7ページ下段に、「現施設の抱える課題」として、1974年に建設され、今年で築 40年に

なるが、①耐震性不足と老朽化、②バリアフリーの未整備、③狭さとあり、それに対し

て「提言」では、①建替えを早く、②文化の発信、③景観、④規模の不足を補う方策、

⑤地域住民の利用が第一、⑥コミュニティスペースの確保、⑦市の窓口、図書室は必要

ということである。以上、報告として発言した。 
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（委員） 

いろいろな団体が思うように使える場所が無く、抽選に外れて、なかなか使えないな 

どの声をよく聞く。そういうことにも配慮して欲しい。地域に於ける文化の中心的なも

のを考えて欲しい。市の窓口機能は必要。地下を掘り下げても床面積はとれないものか。

また、地権者とは誰か。 

（事務局） 

隣地とは花壇の部分、地権者は学校法人玉川学園である。 

（委員） 

玉川学園文化センターについては、ほとんど知らない。南大谷町内会の会長として連 

合会の視察に行くと、他市でも日立市や神戸など、地域センターは地区の市民活動の中

心になっている事例が多い。それらを参考にしたい。 

（委員） 

７年間改築委員会にどっぷり浸かってきた。一番大事なのは早期実現であり、それを 

強く望みたい。駅から高台への地域全体に貢献するバリアフリーの実現も強く希望する。

高台には小学校、幼稚園、保育園、福祉施設があり、高齢者、子どもには大変なので、

センターだけのバリアフリーではなく、可能な限り上と下を一体化するバリアフリーを

望みたい。例えば、上から下へのエスカレーター。途中でセンターを利用出来るので、

利用者が自然に増え、まちが一体化するのではないか。 

（委員） 

是非バリアフリーは実現したい。コミュニティセンターへの名称変更は、皆「どうし 

て？」と言う。市民センターが「官(による運営)」であるならば、コミュニティセンタ

ーは「自主運営」にしたい。フリースペースも実現したい。地域の「人おこし」として

いろいろな人の意見を取り入れるようにしたい。 

（事務局） 

コミュニティセンターの位置づけは、行政窓口を含む「市民センター」の中に地域の 

「コミュニティセンター」があるという位置づけになる。ここはコミュニティセンター

と証明書発行のみの駅前連絡所の複合施設であり、市民センターではないので、コミュ

ニティセンターと名付けたということである。 

（委員） 

文化センターの名前にはこだわりはある。 

（事務局） 

通称として「文化センター」といっても構わない。 

（委員） 

提言では文化センターについて、景観への配慮をうたっている。駅前花壇はシンボル 

だと思っている人が多い。花壇部分の四分の一使うとしても、景観を損なわないように

進めたい。同時に文化センターの名称をどう残していくかは課題である。玉川商店街の

方々もセンターが新しくなることで商店も含めた地域の活性化を望んでいる。昨年 12

月に市民協働推進課に要望書を提出した。それも含めてセンターの在り方を検討したい。

コミュニティセンターの使われ方、どのような人が作っていくのかも委員会で検討した

い。スケジュールについては３月に玉川学園から回答があるとすると、第２回検討委員
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会が２月にあるが、目途がついてからの方が良いのではないか。また、ワークショップ

も何らかの形でもっと早い段階でやってはどうか。 

（委員） 

建替については、全くの白紙で、これから勉強していく。極端な傾斜地を生かしたい。 

地形が雰囲気をもたらしている。バリアフリーは難しい課題だが、景観を損なわず、解

決したい。公園の中に東屋が建っているような現在の雰囲気はなんとか残したい。 

（委員） 

２回目の検討委員会は、玉川学園から回答があってからのほうが良い。 

センターの運営委員としては、秋の終わりに大きな行事として「文化センター祭り」を 

やってきた。日本の文化を大事にしている団体が多く、お祭りに「コミュニティセンタ 

ー」の名前を使おうとして叱られたこともある。今、名称で迷っている。 

（委員） 

「文化」は大切にしたい。お祭りのあり方にまで関わってくる。地域をバックにした 

活動の在り方を考える必要がある。地域のコミュニティの中で、どういう文化を育てて

いくかが課題。運営委員としてはソフト、使い道も意識してやっていきたい。また、地

区協議会という考え方も考慮していきたい。 

（副委員長） 

箱づくりでおしまいにはしたくない。かつて、可児市の市民ホール計画で市民の意見 

を住民の言葉でまとめて設計者に渡し、設計者が市民ワークショップ等などを通じて、

その言葉を建物の形に変えていくプロセスを市民と共有した例があり、竣工後の高い稼

働率に繋がったと聞く。 

 市民の活動自体が地域社会、生活、地域活動を作っていくことになるし、コミュニテ 

ィセンターはそれを支援する器でありたい。コミュニティセンターは、市民にとって、 

いわば道や広場や交差点。基本方針に載っている「拠点」「地域」「交流」などの言葉を 

住民に分かる形で具体化していかなければいけない。また、基本方針に抜けているのは 

防災機能。帰宅困難者の収容など、非常時の対応も考えたい。 

（事務局） 

そのあたりも含めて意見をいただきたい。 

（事務局） 

防災拠点としての役割も必要ではないかと思う。 

（委員） 

テリトリーをどのように考えるか。地域の人口は３万人。区域外で金井、成瀬台、横 

浜の一部からも利用している。イメージとしてはそれらの人々も利用対象と考えるべき

で、おおよそ４万人くらいが対象イメージではないか。町田市の人口の１割に当たる。

今でも利用率が一番良いセンターなので、他のセンターとの比較から考えても 1,200

㎡になれば良いなと思う。そうすると、前の道路に接することによる面積アップを考え

ざるを得ない。 

バリアフリーについては２つの考え方がある。駅から学園正門側に回ってスロープを 

登り、アプローチする方法がひとつ。一方では駅から直接行けるようにとの要望がある。

花壇の一部を削って入ることが妥協点か。さらに車道を造れれば玄関に直接行けるとい
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う意見もあった。 

 

＜検討委員会のスケジュール＞ 

（委員長） 

「言葉の共有と具現化」がこれからの課題である。スケジュールについては、ワークシ 

ョップとのバランスが悪い。ワークショップの成果を委員会で咀嚼して受けることが適

当であり、そのためにはワークショップを早めて、委員会を遅らせてはどうか。 

（事務局） 

その方向で、第２回の検討委員会は事務局で調整させていただく。 

 

＜センターの名称など＞ 

（委員長） 

センターにニックネームを付けている例はないか。役所的にはコミュニティセンター

であっても、ニックネームとしての「文化センター」などはどうか。 

（事務局） 

それで構わない。 

（委員） 

コミュニティセンター＋文化発信基地という意味で「文化センター」で良いのではと 

思う。 

（委員長） 

私が、コミュニティセンター建替えについて、感じていることを話したい。 

本来、まだ壊さなくても良いものを、建替えざるを得なくなった。今度建て直す際に

は、我々の孫の代まで使えるものを造りたい。今後、高齢化社会や地域自立型社会に変

化していくなかで、地域のコミュニティの有り方も従来の有り方と変わってくるできで

はないかと考える。そこで、地域コミュニティの拠点となる施設そのもののあり方も、

これまでの在り方は変わっていくべきではないかと考えている。その点についても、今

後皆さんと検討していきたい。 

また、現状では、使いにくいために使われていない施設が多い。バリアフリーを含め

て、使いやすい施設でなければならない。使いやすい施設とは、①適切な広さがあるこ

と（規模）、②バリアフリーも含めて入りやすいこと、③親しめる施設であること、で

ある。これらが充足されてはじめて、利用しやすい施設になると思う。 

 また、駅前の花壇の存在は大事な要素であり、街づくりにあって景観は非常に大事な

ことである。居心地のよさ、歴史ある町の良さを生かしていきたい。 

 

＜ワークショップ、地域へのお知らせなど＞ 

（委員長） 

次に、地域へのお知らせをどうするかということと、ワークショップの人数は 30人ぐ 

らいが適切か否かを考えたい。 

（事務局） 

第２回の委員会を４、５月頃として、ワークショップを前倒しするにはワークショッ 
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プの形式をここで決めて欲しい。 

（事務局） 

ワークショップのこれまでの例では、参加者は、忠生市民センター、成瀬コミュニテ 

ィセンターでは３０人が３グループに分かれて議論した。 

（委員長） 

参加者はあまり多くてもまとまらない。 

（事務局） 

ワークショップと併せて、市民アンケートも実施したい。 

（事務局） 

ワークショップにおける３グループは、各グループ同じテーマで話し合うなどの方法 

が適当かと考えている。 

（事務局） 

この施設のキャパシティも考えなければならない。 

（事務局）  

基本的には、ホールと会議室で構成される施設と考えている。 

（事務局） 

ワークショップのメンバーは固定としたい。なお、市から委嘱するといった位置づけ 

にはしない予定である。 

（委員） 

参加者の地域、年齢の調整はどうするか。中学生なども参加してもらいたい。ワーク 

ショップも若い人がひっかきまわすくらいの元気さがあると良い。集め方に工夫がいる。 

（事務局） 

まずは公募で参加者を募集、その後の状況をみつつ玉川大学への声掛けも必要かもし 

れない。 

（委員） 

あらかじめ参加者の構成を決めて３０人集める方法もある。 

（委員長） 

３０人が適当と思う。今までの経験も踏まえて、年齢、地域などの工夫も事務局で考 

えて欲しい。広報についてはどうか。 

（事務局） 

チラシをコミュニティセンターに置いて、ホームページに載せる。さらに、町内会・ 

自治会の回覧板や掲示板を使うなどの方法がある。 

（委員） 

町内会の回覧は可能である。また、町内会のホームページもある。ただ、町内会の加 

入率は６割で、回覧だけではなかなか周知徹底はできない。町内会のホームページの利

用率は高い。 

（委員） 

第一住宅自治会、興人自治会などたくさんある。玉川学園町内会だけではない。そこ

を配慮して欲しい。おおよそ、第一住宅３００世帯、興人３００世帯、玉川学園町内３

０００世帯ある。 
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＜検討委員会における検討の進め方など＞ 

（副委員長） 

今までの概念にとらわれず、「地域」とか「拠点」など新しい概念を考えたい。委 

員会での検討を「どんな部屋が欲しいか」で始めるのは望ましくない。可児市では「何

がしたいのですか」から始めていた。そして、形にする時にもワークショップを行って

いた。 

（委員長） 

第４回の後半では計画案の骨組みが見える必要がある。各回の委員会で議論すること

を決めたい。次のようなイメージがある。第２回では「どんなセンターにすべきか」「敷

地をどう活用すべきか」「センターに必要な部屋、機能は何か」、第３回では「どのよう

な配置（ゾーニング）にするか」「全体の構成」、第４回では「平面、断面構成」をより

具体的に詰め設計者への要望事項をまとめる。 

（事務局） 

言葉の定義も大事。 

（副委員長） 

部屋を決めるのは設計者で、ゾーニング、部屋の大きさも必要ないのでは。必要な機 

能を決まれば良いのではないか。 

（委員） 

この文化センターのホールは素晴らしい。木の空間で音が良い。 

（委員長） 

それぞれの会の到達点を決めて、事務局は資料を作って欲しい。 

（委員） 

ワークショップの開催時期はもっと工夫して欲しい。 

（委員） 

第一回と第二回との間に自主的ミーティングは出来ないか。 

（事務局） 

自主的ミーティングでは委員全体に伝わらないのが問題であり、意見は事務局の市民 

総務課に文書で出していただければ、委員全体に伝える工夫をしていきたい。 

以上 


