
第１０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１０月２９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（市民部長） 

 

３．基本設計作成時における市民意見の聴取について（報告） 

 

４．建替基本計画に関する検討報告書について 
  ・建替基本計画に関する検討報告書（案） 

 

５．その他 

 

６．閉会 

 

配布資料 

資料 1：建替基本計画に関する検討報告書（案） 

追加資料：玉川学園コミュニティセンター建替事業 

「基本設計作成時における市民意見の聴取」について  

 

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、吉野主任 

市民課：中島課長、尾留川玉川学園駅前連絡所長 

財務部営繕課：徳重担当課長 

(コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

傍聴人 １名 
 

 

 

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基本設計

作成時における市民意見の聴取についての報告があったのち、以下の意見交換が行わ

れた。 

 



３．基本設計作成時における市民意見の聴取について 

 

（委員長） 

それでは次第の３にある「基本設計作成時における市民意見の聴取について」を、

事務局から説明をお願いしたい。 

 

＜追加資料 の説明＞ 

 

（委員長） 

今説明があった内容について、ご意見ご質問等あるか。 

 

（委員） 

１の③にある「検討委員会は、公開された場での意見聴取を実施します。」は、具

体的にどういうことか、どういう形でやるのか。「公開された場での意見聴取」とい

うのは、どういう場なのか。 

 

（事務局） 

ある程度検討委員会で設計に対する説明を聞いて意見を出していくが、それについ

て建替市民会議や報告会の様なイメージで公開された場で、ある程度出された意見に

ついて、ご理解いただくという場を設けた方がいいのではないかということで、イメ

ージとしては、建替市民会議や報告会という形になると思う。 

ただ、この「公開された場」というのは説明して質問をいただくということで、そ

こから新たに練り上げるという性格は無いかと思うので、建替市民会議のワークショ

ップというよりはむしろ報告会の性格が強いかと思っている。 

ただそれも実際始まってから正副委員長、それから設計者との協議をしながらどん

なやり方かというのはもう少し詰めていきたいと思っている。 

 

（委員） 

この１の②「全体で三回程度の会議を行います」とあることと、この③の部分は、

設計者と検討委員会の方でいつ頃やるかとかそういったスケジュールを経るという

ことか。 

 

（事務局） 

そのようなことになる。 

 

（委員長） 

このように決められたというのはワークショップや報告会でいろいろな意見が出

て、市民の方々に対して設計が全く分からない所で固まってしまうというのは具合が

悪いだろうから、その基本設計の骨子がある程度固まったところで説明会のような形

で、していただくのがいいかと思う。 

 

 



（委員） 

その説明を検討委員会がやるということか。 

 

（委員長） 

今のこの案だと、主催は委員会ではあるが、当然説明は設計者がおこなう。 

 

（委員） 

そうすると検討委員会が主体となり、意見聴取を主催して設けるということか。 

 

（委員長） 

この案だとこの委員会が主催をして基本設計の説明会をして、質疑をしてもらう、

質問をうけるという流れでは無いと思われる。 

 

（委員） 

それを整理するのは検討委員会か。 

 

（委員長） 

そのとおり。 

 

（委員） 

意見聴取に関しても検討委員会が主体になるのか。 

 

（委員長） 

そういったイメージだと思われる。 

 

（委員） 

今までの市民会議などは市の主催であったか。 

 

（事務局） 

建替市民会議と報告会は町田市と検討委員会の両方が主催したという形になる。 

おそらく共催的なものになり、町田市は事務局としての立場と施主としての立場が

出てくるので、より町田市に比重の高い主催というイメージになろうかと思う。 

 

（委員長） 

ここに書かれているように委嘱期間が延びるということについてはご了解をいた

だくことになるが、この件に関してはよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

４．建替基本計画に関する検討報告書について 

 

次第の４、建替基本計画に関する検討報告書(案)についてだが、お手元にあるもの



が最終版である。審議いただいてここで決定となれば、この括弧の「案」が消え、後

ほど町田市長に報告書を提出するという流れになる。それで本日はこれの校正と赤字

部分が後半部分に一部あるが、このことについて説明をお願いしたい。 

 

（コンサルタント） 

＜資料１ 説明＞ 

 

（委員長） 

説明のあった内容、あるいは報告書全般についてご意見はあるか。 

 

（委員） 

全般についてお聞きしたい。関連資料として検討委員会議事録の要約版が付けられ

ると思うが、第７回までは委員に配布されているが、それ以降は委員長、副委員長は

内容を確認されたということでよいのか。 

 

（委員長） 

今迄出て来ている物は確認をしているが、前回のはまだかと思う。 

 

（事務局） 

その経過についてご報告するが、第８回の詳細版は現在調整中で、今週中には委員

長、副委員長のご確認に付すことができると思う。９回はまだで１０回は今日である

為、全体的に遅れているが、詳細版を確認することで時間がかかっているというのが

現状である。ご迷惑かけていることについてはお詫びしたいと思う。 

 

（委員） 

本来なら委員会自体が前回の議事録を確認しないと前回の委員会が成立しないの

で、これは残りの分に関しては委員長、副委員長に議事録確認を一任するという形で

みなさんはどうか。 

 

＜異論なし＞ 

 

（委員長） 

それでは私共の方で責任もって確認をしていく。 

 

（委員） 

Ｐ２２「（１）地域の特色」の①、下から４行目。「２０１４年４月に南大谷地域

と一体となり」となっているが、時期が違っていて２０１３年５月の会議で決まった

と思う。 

 

（委員長） 

それは事務局の方でも確認してほしい。 

 



（委員） 

Ｐ２７、下から６行目。「またスポーツ、音楽会、展示会、ダンス、町内会総会、

その他多様な使い方が望まれており」となっている。この中にある「町内会総会」と

あるが、この地域で「町内会」という言葉は、「玉川学園町内会」のことをさしてい

る。周辺にはいろんな「自治会」があるが、「町内会」と称している地域集団は無い。

この表現だと玉川学園町内会の総会しか出来ないのかと誤解を招くことになるので

「町内会・自治会」としてもらいたい。 

 

（委員長） 

了解した。通常、市では「町内会・自治会」という表現をしているが、今意見のあ

ったように誤解の無いようにそういう所まで修正していただいた方が良いと思う。 

 

（コンサルタント） 

それからＰ２９、④保育コーナー最後の「○」については市の意見で、どの施設で

も授乳、おむつ替えスペースといったものが必要になっている、とのことから付け加

えた。 

 

（委員長） 

ちなみに、どのセンターもこういうスペースは設けられているのか。 

 

（事務局） 

新たに建設される施設には最初から東京都の「赤ちゃんふらっと事業」に該当する

授乳、オムツ替えスペースといった設備を作っている。単独にオムツ替えスペースだ

けとかそういうのはまだ他の既存のセンターにもない。少なくともこれから建設する

施設にはこういう設備が必要と考えているため、この報告書の中にそういう事を盛り

込んでいただければより基本計画化し易いかと思う。 

 

（委員長） 

了解した。「外部空間のあり方」と「内部の空間のあり方」は委員会でもかなり議

論してきた大事な所なのでこの辺をしっかり確認していただければ、後はそんなに問

題になる所は無いと思う。 

後はあえて言えば「７．基本設計以降の進め方について」はあまり十分な時間をと

ってなかったので、合わせて確認をしていただければと思う。 

 

（委員） 

設計者の選定方法については言及しないということでよいか。 

 

（委員長） 

選定方法については言及出来てないし、そこまでは言わない。どういう能力を持っ

た設計者が必要なのかという所を述べたいというところである。 

 

 



（委員） 

町田市でここに対応出来る様な設計者はいるのか。 

 

（町田市） 

たしかに町田市内でも優れた設計者はいると思うが、ただこの場ではお答えしにく

い立場にある。ただ市内にも優秀な設計者はいると思っている。 

（委員長） 

ただ設計者でも、得手不得手があるのでこういう施設をかなり経験している所でな

いと上手く行かないと思う。 

 

（委員） 

技術的な事はともかく、Ｐ３５の１）にある「住民との対話による問題解決能力」

をしっかり持っているというところ。設計者がいくら優秀でも、立場的に住民との対

話よりもやはり依頼主である町田市に配慮しすぎるという設計者もいると思う。しか

し、この部分は大事なことだと思う。 

 

（委員長） 

そういう意味でもこの委員会が間に入って、弾力性のある形で進められると良いと

思う。設計者にも性格が色々あってその辺は難しい所だが、良く話し合いが出来るよ

うな方が良いと思う。 

 

（委員） 

当然基本設計の段階で概算費用の問題も出てくるので、その費用のコントロールも

含めての能力ということだと思う。 

 

（委員長） 

当然設計者は与えられた予算を頭に入れて計画していくはずではあるが、往々にし

てやりたいことが出て来ると膨らんでしまう傾向にあるのでその辺しっかりコント

ロールが出来る設計者が必要。 

 

（委員） 

検討委員会がその基本設計の段階である程度意見の交換が出来るという話であれ

ば、難しいかもしれないが設計者選定段階においてそれぞれの設計者の考えを聞く機

会が欲しいと思う。そうすればある程度予備知識を持って進むことができると思う。 

 

（委員） 

この委員会が基本設計にも介在していくということはどういう設計かを見て説明

を受けるということ。するとどのくらいの予算か、こういう設計でやるのか、この予

算が妥当かどうかということまで議論するのか。今まで予算の話をしないで来たがそ

れでいいのか。 

 

 



（委員長） 

この委員会に託されている内容にはお金のことが入っていないのでそこは委員会

として関わることは出来ない。よってそれは市で決めていただくしかない訳で、決め

た予算の中で当然設計をしなくてはいけないという条件に絡んでくる。そういった条

件を踏まえた上で出て来る設計案を我々が検討した事が反映されているかどうかを

確認していくということが必要になってくると思う。 

 

（委員） 

これの議論に基づいて最終的に報告書となり、これに基づいて設計者を決めて設計

者が設計をした段階である程度の大枠の予算は出てくるのか。 

 

（委員長） 

設計する段階で提示されているはずである。 

 

（委員） 

その前の段階でいくら以内の設計をしろという事は市の方でやるということか。 

 

（事務局） 

その具体的な予算の話や事業フレーム、日程のスケジュール、工程の話については

最終的に出来上がった報告書を基に市で基本計画を年内に策定していく。それには今

委員の発言にもあった予算フレーム、それから事業スケジュール、等も入る。それを

基に設計者は設計をしていく事になるので、当然ながら予算の制約とはその段階で決

まって行くと思う。 

 

（委員長） 

今の段階で、ここで話が出来る範囲で今後のスケジュールについて説明願いたい。 

 

（事務局） 

まだ、それは結論として出ていないが、以前、玉川学園南大谷地区市政懇談会の場

で２０１９年３月にはオープンしたいという話をさせていただいている。それを逆算

すると、もうこの基本計画を立てるとともに、２月くらいからはもう基本設計に入っ

て行かないと間に合わない。今のところ５ヶ月程度、来年の６月末くらいまでに基本

設計をあげ、その後２０１６年度に実施設計。１７年度、１８年度で工事に入ってい

く。当然ながらこれは議決案件なので議決を得てから進めていく。今ざっと話しただ

けでも１月から基本設計を始められるのか、６月までで基本設計が終わるのかという

ことは、はなはだ少し心もとないという気持ちでいる。よって、軽々しくここで発言

出来ない部分はあるが、この計画は２０１９年３月オープンというのがもう少し、一

年度とはいかないと思うが、これより少し工期、オープンが遅れる事は少し調整せざ

るをえないという事も含めて基本計画の中でオープンにしていくという形になろう

かと思っている。 

 

 



（委員） 

今ユーザーも含めて住民から、いつ迄今の建物が使えるのかということと、いつ迄

使えないのかということを聞かれる。２０１９年３月からは新しくなる、という程度

しか、今、我々は答えられないのだが、ここを定例的に使っている団体はたくさんあ

るのでいつから使えなくなるのか、目途をもう一度お聞きしたい。 

 

（事務局） 

１７年度、１８年度工事というのは終期を決めた時のものの為、必然的にその限り

で言えば仮には出るが、今お話したとおり基本計画は年内に作る。そこでは、これも

工期の変更と言うのは出て来るにしても、そこで町田市としてこの事業スケジュール

が出てくるので、そこである程度のスケジュール感はお示しすることが出来ると思う。 

 

（委員） 

広報活動はホームページで出して行くのか。 

 

（事務局） 

例えば、まずここで基本計画に関する検討報告書を出していただく。また後から報

告させていただくが、市長に正副委員長から手渡す場も設定する予定であり、その際

には地元で検討していただいた結果こういう検討報告書が出た、ということを広報、

ホームページに掲載していきたい。 

それ以降も特に基本設計にあたって、検討をしていただく機会もあるので、いろん

な局面で広報やホームページでお知らせしていきたい。 

 

（委員） 

検討報告書を圧縮した物は広報に出すのか。 

 

（事務局） 

検討報告書、それを受けた基本計画も出していく予定である。まず検討報告書に関

しては全文をホームページに掲載することはしていきたい。また、広報には報告書が

こういうことでまとまって、市長に出されたということを掲載していくが、全文とか

概要版にしても中途半端に紹介することは難しいので、詳細はホームページをご覧下

さいという内容で今プランニングしている。基本計画という形になった時も同じ様に

広報活動をやって行きたいと思う。 

 

（委員） 

その公表時期と基本設計の開始時期がダブらないか。基本設計が開始される前にし

っかり出して欲しい。当然、議事録も。 

 

（委員） 

我々が文化センター改築委員会の時には早々と、センターの建替えについて近接住

民の所へ訪問し、概ね住民の方々は協力するという前向きな反応をいただいたが、も

う少し広い範囲への訪問はやっていない。直接関係があるのは二丁目のこの辺の人達、



それから前の商店街の人達である。ホームページ等でこういう情報がどんどん出てい

くと、自分達の知らないところで物事がどんどん進んでいるという印象を受けると思

う。この大きな建物を建て替えるにあたっては地元住人、居住者の協力は絶対に欠か

せないので一般に知れ渡る前に一言知らせてあげるといった行動は必要だと非常に

気になっている。市の事業としてやっているので、やっぱり市の方からそういった人

たちへのケアは必要だと思う。 

 

（委員長） 

確かに近隣住民や、ここを従来から使っているサークルといった所にきめ細かく、

情報を流していただくことは必要だと思うが、事務局としてはいかがか。 

 

（事務局） 

最大限そのようにやっていきたいと思う。委員の発言のように現在予定しているこ

と、これは利用団体にもいえることだが、まず基本設計が出来上がった段階で、計画

説明会を地元に対して行い、工事に入る前に工事説明会を行っていく。オフィシャル

にはそういう形で計画説明会と、それから検討委員会と町田市が共催するものとの関

係というものはまだ詰めていないので、その辺もまた良く詰めて一緒にするのか別に

するのか詰めたいとうか、今発言のあった中で、建替市民会議や報告会に来ていた特

に近接している方々については基本計画を我々が策定してオフィシャルになる前に、

概略の説明をする様な場を設ける、といった配慮をしていきたいと考えている。 

 

（委員長） 

その辺はよろしくお願いしたい。後は何かご意見ないか。 

 

５．その他 

 

（委員） 

極端な傾斜地にあるということと、既に出来上がった閑静な住宅地の真ん中に建つ

という事の二点が最大の理由だと思うが、この建替についてはネガティブな意見が多

い。しかし、逆にだからこそ、その中でどこまで出来るのか、いいものが出来るのか、

それを目指して夢を持ってやれたらなと思う。 

 

（委員） 

私は設計といったこういうことは初めてなので、使い方ということに対しては意見

があるけれども、全体的な話になると皆さん、ものすごく立派なご意見で、私にはそ

んな意見が無いが、こういう閑静な良いところで駅に近いということなので、本当に

みんながすごく良いのが出来たなと、そう思われるようなものを期待している。 

 

（委員長） 

今「良い」という発言が出たが、「良い」という言葉の意味もいろいろあると思う。

これから子ども達がその先の子ども達までこの施設を愛してもらえるように作れる

と良いと思う。そういう意味で使い勝手や全体的な作り方もそうだが、親しまれる、



みんなが本当に活用出来るような施設になってもらえると、本当に良い施設になると

思う。 

 

（委員） 

基本方針の懇談会の時からの短い間だったが、やはりこの立地というのは、住宅地

の静かな環境の中にあり、今のセンター自体はそれほど大きくないので比較的こじん

まり周りの緑に包まれたような雰囲気だったのが、少しこう規模が大きくなってきた

時に、それをどう調和させていくかというのはすごく大きな課題だけれども、やはり

面積・規模とか、これから使う我々の年代ではない人たち、次の世代の人達がどう使

って、それが私達の出来上がった物に対して、負の遺産にならないようにしていきた

い。先ほどの「良い」という言葉は、いろんな意味での「良い」があって、それは地

域の中でもそれぞれ皆さんの意見や価値観が分かれている部分もあると思う。一人は

「良い」と思っても、他の人はそうではないということもあるかもしれないし、折り

合いを付けられるような基本計画、それからそれに基づいて設計を進めていって欲し

いと思う。 

 

（委員） 

 みんなが見ていいなというものをつくっていただきたい。さくらんぼホールや介護

施設の方角とどういった流れが出来ていくのか、楽しみにしている。 

 

（委員） 

 ２０１９年から２０年完成ということでもう我々、個人的には相当年を取っている。

早く実現、完成しないと。いろいろ予算もあるし望みはいくらでもあるけれど、どこ

かで妥協しなければしょうがないと思う。ただ、インフラに対して本当に期待してい

る。これからも雑音は色々出てくると思うが、市の担当の方は毅然として実現にこぎ

つけていただきたい。 

 

（委員） 

 総床面積が今現在の2.5倍になるということで非常に期待を持っていいのではない

かと思っている。南大谷も含めてもっと使いやすいものが出来るということを多いに

期待したい。ただひとつ心配なのは、この２０２０年が近く、オリンピックでものす

ごい工事が始まるので業者が本当にうまく見つかるのか、ほとんど業者さんはそちら

に行ってしまうのではないか、そこが今から少し心配である。 

 

（委員長） 

 業者と同時に、予定している価格で収まるかどうか、というところも心配している

ところである。 

 

（委員） 

 ここの建て替えについては、住民が相当大きな期待を持って見ていると思う。それ

で今まで詰めてきた内容がかなり、みなさんの議論の中で出てきたものなので、それ

なりに満足していただけるものが出来るのではないだろうか。ただ、工事を実施する



段階で、いろんな意味で、例えばこの木は切らなきゃいけないとか、そういうことで、

いろんなトラブルが発生する可能性があるのではないか少し心配している。その時は、

市の方も毅然たる態度できっちり計画を進めていってもらいたい。ある程度のものを

発展させるためには、一部は壊して新たな創造をしていくということが必要だろうと

思うので、その辺も考慮しながら、先程から出ている地域との調和を保つということ

も当然重要なので、壊した後どのように調和を保つのかということについても、心を

配っていただきたいと思っている。 

 

（委員長） 

 景観の話は前から色々出ているが、やはり、景観を保つということも必要ではある

が、今の意見のように、壊さなければならない部分も当然出てくる。そうしたら、前

よりももっと良い景観を作っていくという努力が必要だと思う 

 

（委員） 

 おかげさまで、使える面積が思いのほか大きくなったという感じで、大変有難く思

う。その点では自分達が手入れをしている緑地が、一時的に、あるいはその後も影響

を受けると聞いているが、大きくなって新しいセンターが建つと、きっと良いものが

出来ると思う。それをどう使うかということが、今度は使うこちら側の責任にもなっ

てくる。時代が変わっていった時に、割と小さな面積でも、立体的にとか、工夫の仕

方で使い勝手もずいぶん良いものになりうると思うので、この辺の玉川学園南大谷地

区の協議会というのか、今迄、例えば町内会、自治会、その他の団体で、寄り集まっ

ては考えるということはあったけれども、地区協議会というある面でまとめて考える

状況が出来つつあり、今後こういうところにももう少し積極的に関わってくる。出来

た時に、地域に使える部屋として地域活動室、地区協議会が使わせていただけると思

うので、うまく活用するようになっていけると良い。 

 

（委員長） 

 このまとめていった計画に基づいて設計を進める段階で、少し整理される部分や予

算的な問題から実現できない部分も出てくるかもしれない。ただ、今の意見のように、

どういう施設でも、いかに活用していくかというところがすごく大事なところなので、

それもひとつ、出来上がってからの課題だと思う。 

  

（副委員長） 

 皆さん今日が最後という気持ちでいたと思うが、先程の市からの要望もあって、継

続ということなので、嬉しさも中ぐらいという感じでいる。 

 住民からの意見を言葉で出していただいたというところが、今回の市民会議の特色

で、そういった意味では、言葉でしか表現されていない様々な住民の意見、要望を、

受け入れるにしても、どんな格好をしているか分からない。 

報告書に「創造的な景観の継承」と書いてあるが、きれいな文章だと思う。これは

壊さないといけないところもあるから創造的に心も形も継承するということである。 

それから、活気のある新しい地域活動の拠点になる訳だが、これは全てこれからに

委ねている部分が多くて、例えば、設計者のやることを見ておこうという話は、設計



者が今後、形にしていくときに、意見を述べるチャンスが無いと、その行く末を見て

はいけない。町田市も住民、近隣住民の説得、問題が起きてくると困ると思う。 

それから、一体的にやろうと言っているデッキの話も、町田市は今迄こういう違う

事業を一体的にやったことがあるのか。予算と工期の問題、責任の問題、品質の問題、

今あちこちで起きている品質の問題など、設計者と施工者が一元的に責任とれる体制

をとれないかと実は要望した。ただ、そういう方法は、町田市では経験が無いのでや

はり、設計者と施工者を分けて契約するという方法しか無い。そういった部分も含め

て、今の気持ちで十分満足出来る結論という訳ではない。今後の設計者等町田市に委

ねている部分について、全ての懸念が払拭されている訳ではないので、そういった意

味で嬉しさも半分くらいという感じである。委員を継続される皆さんは本当にご苦労

様です。私、そろそろ辞めようと思ったけれどもそういう訳にもいきそうもないので、

これからもよろしくお願いしたいと思う。 

 

（委員長） 

 今迄の経過を見てくると、かなりいろんな面で大きな課題を抱えながらも、かなり

審議もされてきたと思う。全てのことが１００％、良い方向に解決できたかというと、

なかなかそうもいかず、中には７０％、８０％のものもあった訳だが、今、副委員長

からも話があったように、設計者に委託をしていく段階で、例えば、同じ言葉でも解

釈が違ってくることがあり得るので、そういう意味では期間延長された中で、十分話

し合いが出来るということはいい方向だと思う。そうやって、ある程度調整していか

なければ、いけないことが多々あると思う。 

この計画書としては良いレベルまでいっているので、後はもうそれを、如何にこな

してもらうかというところなので、これからしっかり、見つめていかなければいけな

いと思う。 

 今日、別紙で一枚資料が出て、回数としては今のところ３回ぐらい設定されている

が、設計者とミーティングをする機会を作っているので、その段階において報告書で

言っている言葉の意味を明確に伝えて、それをどう設計者として解釈をして、設計に

盛り込んでいくか見届けたいと思う。細かいところまでは基本設計段階ではいかない

が、大事なところはしっかり、見ていかなければいけないと思う。 

 

（副委員長） 

 デザインというのは形に直すことであり、その形となったものを確認する作業が残

っている。そうしないと本当に良いものが出来るかどうかわからない。その後に、運

営は残るが、大きな課題はあると思う。少なくとも、上手い運営の可能性を残しなが

ら形に直していくというのが大事。 

 

（委員長） 

 いろいろお話をいただいたが、この検討報告書の内容については、これでよろしい

か。一言付け加えさせていただくと、もう一回、私と副委員長のほうで見直して、細

かいところの修正があれば、修正をしてまとめるようにする。それから市長に報告す

る日程も決まっているので、私と副委員長と二人で報告をする予定でおります。とい

うところで事務局の方へ戻して良いか。 



（事務局） 

 ありがとうございます。では、長時間にわたり１０回という回数も含めて長い論議

をいただいて、本当にありがとうございました。先程提案させていただいて、もう少

し皆さんにお付き合いいただくということになりましたが、一応今日、検討報告書は

まとまったことで一段落したかと思います。一言ずつもうお述べにはなっていますが、

委員長、副委員長からまたお言葉をいただきたくご挨拶をお願いします。 

 

（副委員長） 

 途中では、かなり厳しい意見もあったので、皆さんの中には、若干何かしこりが残

ったかもしれませんし、私の中にも、わだかまりが全くなかった訳ではございません。

無くすのはこれから形が出来て結論が出た時に、良かったなということになるのだろ

うと思います。特に景観の問題や、デッキを始め、未解決事項、懸念として残ってい

る部分これについては是非、今後の行く末を見ながら解消したいと思っておりますの

で、また、ご支援よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員長） 

 １０回という長い期間、回を重ねてまいりました。私もこういう役割を仰せつかり

まして、この１０回なんとか、報告書という形でまとめることが出来たということで、

大変嬉しく思っております。これも委員の皆様方のご協力いただいたことによって出

来上がったことでございます。本当に感謝申し上げます。課題が、本当に大きな課題

がたくさんありましたが、それぞれにきちんとした形で整理出来てきたのかなという

ふうにも思っております。これからは、先程申し上げたように、しっかりと、さらに

見つめていく役割を必要とされておりますので、これからもまた、皆さんのご協力を

いただきながら、進めていきたいと思っております。完成するまで、ずっと見届けた

いなと思っているぐらいでございまして、気になるところも一杯ありますけど、それ

はそれとして、本当に皆さんにはお世話になりました。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 最後の時、一番大事な時に遅れましてすみません。建替検討委員会のメンバーにな

り、来るたびに専門家の方のご意見などいろいろな話を聞いて、大変勉強させていた

だきました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

６．閉会 

 


