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第 2 回成瀬センターづくり会議が 2011
年 10 月 30 日（日）に行われました。
テーマは「施設の構成と利用」。成瀬セ
ンターに必要な機能、空間について多数
の参加者により討議されました。
グループに分かれての話し合いでは施
設の使い方、必要な設備や広さ等につい
て活発な意見交換が行われました。

第２回成瀬センターづくり会議次第
１．開会
２．本日の会議の進め方
３．第 1 回会議で出た意見の確認
４．ワークショップ検討用資料の記入方法
５．グループに分かれて話し合い
必要な機能、空間について

６．全体でのまとめ

会議全体での意見・感想
第 2 回成瀬センターづくり会議に参加いた
だいた皆様から、全体的な事柄について次
のようなご意見・感想をいただきました。
掲載の都合上、要約しています。ご了承下
さい。
意見・感想
・建物内で行われるイベントとグラウンド
で行われる模擬店等のイベントとの間に

会議開催のスケジュール

隔たりが感じられ一体感が少ないと思
う。

第１回成瀬センターづくり会議
平成２３年１０月２日（日）
終了
○成瀬センター施設全体に関すること

・前回のまとめは、次回に出席した際にも

第２回成瀬センターづくり会議
平成２３年１０月３０日（日）
○施設の構成と利用に関すること

・運営委員会の必要性も大きい。市の運営

第３回成瀬センターづくり会議
平成２３年１１月２０日（日）
○建物や施設のつくり方について
第４回成瀬センターづくり会議
平成２３年１２月１８日（日）
○基本設計に対する条件・方針
○基本計画（案）のまとめについて
第５回成瀬センターづくり会議
平成２４年１月２２日（日）
○基本計画（案）のまとめについて

らっているが、開催についての通知と一
緒に送ってもらえるとありがたい。
というより、地区、地域による運営を重
視し、より地域のためのセンターになる
ことを望みます。
・リサイクル文庫を設けることで読書への
きっかけ作りに役立つのではないか。リ
サイクルする本は、誰かに読んで欲しい
という本に対する気持ちと本との出逢い
がある。
・かえで文庫の存続は地域の力の継続であ
り、図書館とは全く別物として捉えなく
てはならない。

グループでの話し合いで出た意見
Ａグループでの意見
■和室
・和室はあった方がよい（着物着付け、乳幼児
あそび、ゆったり体操 etc）が、床の間など
は最低限に
・水屋等、お茶やお花の教室ができる部屋に
■会議室・小会議室について
・レンタルオフィスとして有料で貸し出すのは
どうか
・気軽に集える会議室で予約を取りやすく
・安価な料金（もしくは無料）で少人数でも借
りれるように
■会議室（かえで文庫）
・リサイクル文庫はできないか（成瀬地区にお
住まいのみなさんから古本を集めてつくる図
書館）
・現在のように残して子供の居場所だと思える
スペースに

■育児空間
・子どもサイズのトイレスペースの確保
・授乳室、予防接種時に赤ちゃん連れで来る人
がいる
・保育室、ミルクを作ったりおむつ交換のでき
る空間が欲しい
■フリースペース
・展示のできる空間、壁
・自由に来て過ごせるフリースペース、多機能
でマルチなフロアを（使用料フリー）
・勉強室があると良い
・リサイクルコーナー（本、衣類、雑貨）を作
れないか（ゆずります、希望しますなど）
■防災
・かなりの地震に耐えられる構造のセンターに
する
・防災倉庫と設備、食料等の確保

・靴をぬいで入れる、子供がハイハイできるよ
うに
■多目的室
・理科室、料理講習室としても利用したい

Ｂグループでの意見
■和室

・アトリエスペースがあると良い

・乳幼児連れ親子の懇談、親睦のために利用

・楽器が演奏できる防音室に

・着付教室、お習字教室、舞踊、琴、三味線と

・自然光が入る天井が高い部屋
■スポーツ室
・中高生が軽スポーツをすることができる部屋
に（卓球室のような）
・壁に鏡の設置、床はフローリング、更衣室ロ
ッカー室の設置
■運営委員会室
・部屋として確保する必要性は低い
■喫茶スペース
・喫茶、軽食コーナーがあると良い（経営は外
部委託等）
・高齢者も利用しやすいような売店、カフェ、
弁当や給食
■ホール
・ホールの防音設備、内装材の見直し
■グラウンド
・グラウンドにバスケットゴールを（近隣には
まったくない）

して利用
・現状よりもう少し広めの和室が欲しい
・防音ドアで区切ると隣室の話し声がきこえな
くて良い
■会議室・小会議室
・将棋、囲碁は会議室で可能
・多目的にも転用できるように広い会議室も必
要ではないか
・インターネットケーブルが欲しい
・プロジェクター等、ある程度の視聴覚設備が
あると良い
・椅子、テーブル、ホワイトボードの設置
■会議室（かえで文庫）
・子供の読書のためのお話会の部屋として利用
・市の図書館の 1 つに入れていただき、他の図
書館にある本も取り寄せられるようにしたい
・子育て中の親の交流、身近な図書館機能
・学習スペースも欲しい

■多目的室
・音楽室、ダンス室、軽体操、太極拳、気孔な
どで利用
・ピアノ、鏡、机、椅子、音響設備が欲しい
・インターネットケーブルの設置
■スポーツ室
・卓球室として利用
・小さい子供から楽しめるように無料で
■フリースペース
・乳幼児連れの母親の交流場所
・ちょっとした打合せの場所
・ソファー、椅子、テーブルの設置、裸足にな
れる絨毯など
・雨の日など子供たちが集い自由に遊ぶ場所
・お茶を飲むような空間に（赤ちゃんからお年
寄りまで）
・休憩室として利用
■調理室
・男、女、子供みんなのために必要
・調理室は必要、防災時にも使用する
・公民館の調理実習室のように
■倉庫

・子供や乳幼児が利用しやすいよう１階に設置
・かえで文庫にお話室が欲しい
・中高生にマンガ本スペースも
・防音に配慮（わらべうたをするので）して欲
しい
■多目的室
・狭い部屋ばかりでなく乳幼児のサークルやヨ
ガなどの軽体操ができる部屋が欲しい
・しっかりと防音設備のある音楽室、大きな音
でもいいように
・工芸、工作、陶芸、木工などができるように、
センター主催行事などがあると良い
■スポーツ室
・壁面が鏡のスポーツ室が欲しい
■印刷室
・印刷室は受付付近に持ってきて不具合や初め
ての利用の際に質問ができるように
・印刷機、コピー機や作業ができるテーブルな
どがまとまっている部屋があるといい
■フリースペース
・かえで文庫の延長と考えて子供の遊ぶスペー
スを設ける

・ロッカースペースがあったら作れると良い

・子供相手の専任者をおく（毎日でなくても可）

・各利用団体の備品を収納しておく場所

・幼い子供が日中に母親と共に来て地域コミュ
ニティーの中に自然と入っていけるように
・雨の日も母子がくつろげる様なオープンスペ

Ｃグループでの意見
■和室
・5～10 人程度で利用できるような小さな和室
が欲しい
■会議室・小会議室
・会議室の壁が可動式になり、大きくも小さく
もできると良い
・プロジェクター、スクリーンを設ける
■会議室（かえで文庫）
・文庫と会議室を兼用するのは本の管理や読書
カードなど個人的な情報が漏れることが心配
・乳児玩具の衛生面が心配
・かえで文庫を図書館として充実して欲しい
・かえで文庫の一隅が語りを聞かせてくれるス
ペースであったり、小さな子供の遊具がいく
つかあったりして、若い世代が足が向く設備
としていただきたい

ースで大型遊具あるなど
・パソコンを持ち込んで大人も勉強できる様な
自習室があると良いのではないか
・障害のある子供達が、ある種の訓練ができる
様な部屋や設備があると良いと思う（具体的
なことは専門家にお聞きする）
・喫茶コーナー設置（コーヒー、ジュース）を
高齢者のお手伝いで運営する
・自由に使えるロビー（ソファー、椅子、テー
ブルを沢山）
■給湯室
・給湯室の拡大と設備の改善
■ホール
・ホールを２分割して多目的にも使えるように
する（発表会、ダンス、スポーツ）
・ホールの音響設備、舞台横でコントロールで
きるもの、照明、音量

■調理室
・流し、ガス台を設置する（換気扇を設けて
火力を十分使えるように）
■事務室
・大きめに作っておくこと（机、棚、IT 設備
など増えてくることを想定する）
■トイレ
・トイレを洋式にして欲しい
■グラウンド
・フェンスを防球用に高く
・木の緑や花壇で目を（気持ちを）ほっとさ
せるスペースを
・緑を多くしたい、緑のボランティアサーク
ルを作って管理してもらう
・湧き水周辺を整備して、外に憩いのスペー
スを
・適度な日陰が欲しい
■駐車場
・50 台は入るようにして欲しい（旧青空保育
跡地だけでも 20～30 台可）
■運用
・子供が楽しめる様に学童指導員の常時配置
■全体
・三階建以上にする（エレベーターを設ける
なら 1，2F じゃもったいない・駐車スペー
スが増やせる・屋外緑のコーナーも作れる）

事務局だより
成瀬センターが開所したのは昭和 54 年 9 月で
す。当時は高度経済成長の余韻が残る中、インベ
ーダーゲームが流行し、巨人軍に江川選手が入団
した年でした。
書類を探していたら成瀬センター開所式の写
真を倉庫で見つけました。写真には当時の関係者
の皆様が活き活きと写っていて、明るく希望に満
ちた笑顔がとても印象的です。写真の中には今で
は取り壊されてしまった南第二小学校の木造校
舎も残っています。今見るとレトロな感じで温か
みがありすごく格好いいですね。
先日、一大イベントである成瀬センターまつり
（３１回目！）が盛大に開かれました。３２年以
上が経過した今も変わらず成瀬センターは毎日
賑わっています。あらためてこの施設は時を越え
て皆様に愛されつづけているのだと感じ、とても
嬉しい気持ちになりました。いつまでも地域の皆
様にとって身近で心のやすらぐ施設であって欲
しいと願いながら建替業務に取り組む今日この
頃です。
（事務局

Ｋ・Ｍ・Ｆ）

次回の成瀬センターづくり会議は
■日時
平成 23 年 11 月 20 日（日曜日）
１３時３０分～１５時３０分（予定）
■場所
成瀬センター

ホール

■主なテーマ
建物や施設のつくり方について

発行：町田市

市民部

市民総務課

ＴＥＬ：０４２－７２０－１８４０

ＦＡＸ：０４２－７２３－２９４６

電子メール：ｍｃｉｔｙ９００＠ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ

