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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) 
第８回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資料 2015年9月17日 

【諸室のあり方】 
建替市民会議意見のまとめ 建替市民会議(2015年5・6月)における意見   ※文末の数字は、開催回・グループを示す。 建替基本計画策定検討委員会の考え方 

●施設としてのあり方 

■「玉川学園文化センター」

の名称復活を 

・名称はやはり玉川学園文化センターが良い。(1-②)。 

・「文化センター」の名称に(2-②)。 

・町田市地域センター条例上は「コミュニティセンター」です

が、地域としての通称を「文化センター」とすることは差し

支えないと考えます。（町田市） 

■施設の機能は 1カ所にこ

だわらず、機能が分散し

たサテライト方式の施設

でもよい 

・玉川学園の地域の拠点として、必ずしも大きな施設はいらない(１-①)。 

・施設の各機能は一カ所にこだわらず、玉川大学の協力も得つつ（大学施設も地域住民が使え

るようにするなど）、「サテライト方式」に分散させても良いのでは(１-①)。 

・サテライト方式でも利用に関する予約は一括でできるなど、使い勝手には留意を(１-①)。 

・当委員会は建替に関する基本方針(2012 年 3 月策定)に基

づいて検討しており、現在地での建て替えを前提としていま

す。また、現在地での建て替えで、施設の必要な機能は満た

すものと考えます。 

■災害時の拠点としての機

能を(建物の耐震性、避難

場所としての救護設備や

備蓄等)  

 

・震度７にも耐えられる耐震構造にして欲しい(2-①)。 

・災害時の臨時避難所になるように：薬など簡単な治療ができる、横になれるベッド等がある

休める設備(2-①)。・災害時のための食料・水の備蓄設備を(2-①)。 

・災害時、避難場所として利用できるように備蓄が必要(1-③)。 

・防災倉庫は必要だが、駅前のところに入れる必要があるか(1-②)。 

・準公共建築並みの耐震性能の確保を要望することにしており

ます。（検討委員会） 

・町田市地域防災計画において風水害時等の臨時避難所及び帰

宅困難者一時滞在施設に位置づけられております。また、新

しいコミュニティセンターには玉川学園前駅帰宅困難者想

定 6,100 人分の救護物資保管場所（災害備蓄倉庫）が求め

られているため、30 ㎡程度の災害備蓄倉庫を配置します。

（町田市） 

■地域の人が個人で気軽

に立ち寄れる施設に 

 

・地域の人の来やすい施設にしたい(1-②)。 

・ちょっと立ち寄れるスペースが欲しい(1-②)。 

・団体利用だけでなく個人がふらっと立ち寄れる施設。ひと休みできる場所でありたい(1-②)。 

・ふらっと入れるスペースを(1-②)。 ・誰もが気軽に立ち寄り、利用できるロビー、ならびに予約 

なしで簡単なミーティングができる「フリースペース」を 

設ける考えです。 

また、身体に障がいを持たれる方でも安全に利用しやすいよ

う、バリアフリー化の実現を目指しています。 

■地域の人々の拠点：サー

クルも個人も気軽に利用

できる交流・文化の拠点

に(3-①) 

・地域住民が気軽に立ち寄り、懇談、読書などができること(3-①)。 

・単なる貸部屋としてではなく、各サークル・団体の情報交流の場として、若い人も高齢者も、

地域の人が気軽に集まれる施設を望む(3-①)。 

・センターは地域の文化の拠点としての役割を果たすべき(3-①)。 

■多様な世代にとって気軽

に使える出会いの場に

(4-②)   

・市民に身近な建物(4-②)。・市民の出会いの場(4-②)。・老人のいこいの場(4-②)。 

・子供（学生）にとって魅力的なスペース(フリースペース、カフェ、ギャラリー)(4-②)。 

・身体障がい害者の利用しやすい施設が欲しい(4-②)。 

■若い人が日常的に使える

スペースを 

・中学生が日常的に使える施設が欲しい(行場がない年齢層)(2-③)。 

・若い人が戻ってこられるように(2-③)。 

・若い人を含めて地域に住むどの年代の方でも使える施設にす

るように考えています。 

・ホールの用途は、音楽・演劇のほか、ダンスや軽スポーツを■若い人 ・催し物のできるホールを(定員40人以上)(4-①)。 

資料５ 
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・子どもや大学の演劇活動

などにも気軽に利用で

き、交流できる施設に(4-

①) 

 

・若い人が演劇の稽古場、小映画館等として使える「第二ミニ市民ホール」(4-①)。 

・若い人の意見を集めるため、玉川大学の部活(演劇、太鼓、創作活動等)のリーダーを集めた

会合をやったら良い(4-①)。 

・第二市民ホールとして、将来の独立採算を目指し、有料ボランティアなど横浜市の例を参考

にしたら良い(4-①)。 

・当地区の高齢化(特に10年後)により、地元利用者の減少が考えられるので、学生など若い人

若者のニーズに応じた施設を考えていく必要がある(4-①)。 

・学生演劇や小映画会を定期的に有料で(500円)開催するホール(200人)と、稽古場に使える大

会議室を(4-①)。 

・玉川大学生と交流できるような空間が欲しい(英会話センターなどをつくって)(4-①)。 

・誰もが休憩できる施設に(4-①)。 

・子ども達や中学生でも使いやすい雰囲気づくりを(4-①)。 

想定しています。 

・ホールに加わえて音楽や演劇などに対応できるよう、防音・

遮音性能の高い多目的室を一室設ける考えです。 

・大学との交流等の使い方は施設運用上の課題として、また誰

もが使いやすい雰囲気づくりについては、設計者への要望事

項として配慮したいと考えます。 

■集まることが楽しくなる

場、利用者の工夫が生か

せる施設に 

 

・集まることが楽しくなる空間：例えば、調理したものをオープンガーデンで食べたり、売っ

たり(2-①)。 

・使用者の工夫で多用途に使えるように(2-①)。 

・工夫が発展できるような空間づくりを(2-①)。 
・将来の使い方の変化に柔軟に対応できるような施設にする 

ことを目指しています。例えば従来の会議室は「多目的室」

と名付け、用途に応じた多様な使い方を可能にします。 

 

■施設のあり方：将来を見

据えたフレキシブルに使

える、周辺のモデルにな

る建物を(4-②)   

・今後の周辺の建物のモデルになるような建物に(4-②)。 

・「町田のニューパラダイム グランドデザイン2030町田」を反映したものに(その中には、

市民センターは保育園やSOHOとして利用されるかも…とある) (4-②)。 

・将来の人口減をふまえてフレキシブルな使い方が出来るよう(4-②)。 

・情報発信基地としての役割を担う場所であって欲しい(4-②)。 

■玉川学園の良さを発信で

きるグレードの高い施設

に 

 

・玉川学園のアイデンティティとは何かを考えるべき(1-②)。 

・他地区からも人の集まるグレードの高い施設にしたい(1-②)。 

・玉川学園の良さを発信したい(1-②)。 

・玉川学園80年の歴史を住民から発信(学生と高齢者の間をつなぐ)(2-③)。 

・街の魅力インフォメーションコーナーを(街の魅力、魅力スポット、map展示等) (2-③)。 

・ＦＭ放送局を入れる(1-③)。 

・「学習の場」としての情報発信を(例えば勉強会など20人～200人対応できるホール)(2-②)。 
・基本方針のコンセプトにもあるように、地域文化の発信基地

になるような施設づくりを意図しています。 

なお今後、運営面で特に情報発信のあり方や方法の検討を 

願っています。 

■玉川学園ゆかりの文学な

ど情報発信の場としての

充実を 

・「玉学の文化を伝える場」としての情報発信を(例えば遠藤周作さん、赤瀬川さん、赤川次郎

さん等)(2-②)。 

・玉川学園文学ライブラリーを(遠藤周作、赤瀬川源平等)(2-③)。 

・文学者のモニュメント、文学碑を配置し、ミニ文学散歩ルートをつくる(2-③)。 

■地域の情報や文化活動

の成果を発信できる施設

に(4-①) 

 

・現在でも広い範囲の人が利用しているし広域的発信機能はすでに持っている。施設の利用が

広がれば、自然に発信機能は充実していくと思われる(4-①)。 

・行政情報、地域の情報、文化的情報を発信していく施設でありたい(4-①)。 

・地域住民に率先して情報を発信する場であって欲しい(4-①)。 
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■市民センターへの格上げ

も検討を 

 

・面積が増えるのなら市民センターに格上げしてはどうか（地域商品券の販売ができない等、

差があり利用者にとって不便）(1-③)。 

・これからの公共施設とは何か何を求めるか、発信の場の役割はなどから考えるべき(1-②)。 

・現況の証明発行窓口については、他の連絡所並みの面積を確

保します。運用については夜間・休日利用も含めて町田市で

の検討となります。 

■地域のシンボルとして、

活動が見える施設に(3-

②) 

 

・センターは地域の文化発信のシンボルの役割を期待する(3-②)。 

・一目で地域のシンボルとわかるように(3-②)。 

・シースルーエレベーター（シンボルとして）(3-②)。 

・空気感を感じるホール(3-②)。 

・センターを発信する場（活動を見てもらう）とする「ホール」(3-②)。 

・下で「いつ、誰が、何を」を知らせる外部掲示板－電子式(3-②)。  

・施設から外の地形が見えるように(3-②)。 

・地域のシンボルとして存在感のある施設にするために重要な

設計者と施工者の選定や進め方などを工夫する必要がある

と考えます。 

 

■地域の中心、地域をつな

ぐジャンクションとしての

センター(4-③) 

 

・地域の他の施設と連携した、地域全体として考える(4-③)。 

・玉川学園の顔であり、中心的な場所。住民のアイデンティティとなりうる大切な場所(4-③)。 

・高低差、年齢差をつなぐジャンクション→高齢者が住むことのメリットをどのように作るか

(4-③)。 

・商店街にとっての「起爆剤」(4-③) 

・市の「窓口」は必要(4-③)。 

・防災拠点としての役割。あくまで司令部(4-③)。 

・地域のシンボルは(あくまで)玉川学園である(4-③)。 

・センターの目的、何のために必要なのか。(原点にたち還って考えては？)(4-③) 

・今後の運用上の課題とします。 

 

■地域住民が使いたいとき

に使える施設に(十分な部

屋数、気軽に入れる雰囲

気・スペース(4-①) 

 

・地域住民が使いたいときに使えることが第一。そのためには部屋数を増やす方向が望ましい

(4-①)。 

・市民と市民を結びつけるような施設であって欲しい(4-①)。 

・気軽に入れる、みんなが意見を言い合えるコミュニティの場であって欲しい(4-①)。 

・地域住民にとって、交流・親睦の場となり、気軽に利用できる場であって欲しい(喫茶室、読

書室等)(4-①)。 

・地域行事の会場として門戸を開きたい(4-①)。 

・来所者以外も気軽に利用できる施設に(4-①)。 

・施設の規模には限りがありますが、ご指摘の実現に向けて、

状況に応じて上手く活用するなど、今後の運用によるところ

が大きいと考えております。 

●建物全般について 

■建築物として魅力ある景

観を(現建物の建築物とし

ての価値を尊重) 

・現在の建物は、昭和建築の重厚さなど魅力ある建築物(１-①)。 

・今後、魅力ある景観と個性ある建築物であれば良い(１-①)。 

・単にたんに容積率の高い建物をつくれば良いのか考える必要がある(１-①)。 

・周辺景観を踏まえ、更に斜面地を生かした誰からも愛される

魅力ある施設づくりを目指しています。その為に重要となる

設計者選定に関する必要な配慮を望みます。  

■屋上の活用を(イベントス

ペース、太陽光発電、屋上

緑化等)    

・屋上で餅つき大会を開催するなど(1-③)。 

・屋上にソーラーパネルも置きたい(1-③)。 

・屋上利用を（憩いの場、運動×太陽光）(2-②)。 

・屋上利用、屋上緑化を(2-③)。 

・屋上の一部に既存自転車駐車場を設置する予定ですが、広

場・緑化・太陽光パネル設置などの設置を検討していきます。 
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■周辺の緑に溶け込む、外

部に開かれた自然とふれ

あえる施設に 

・自然とふれあえる施設にしたい(2-①)。 

・施設イメージとして緑の中に溶け込むような施設に(鉄とガラスで構成)(2-②)。 

・まわりの緑を中にとりこみたい(1-②)。 

・緑が見えるように（外観を活かす）(1-②)。 

・木のぬくもりが感じられる建物に(2-①)。 

・現在の緑の環境をなるべく活かした建物構成にする(2-③)。 

・ロビー、ギャラリー、カフェ、サロン等は周辺の地形や緑が見える開かれたスペースに(2-③)。 

・内部空間・外部空間の中間的空間を設け、公園との一体化を(2-①)。 

・ホール、諸室以外は外部の緑に開かれた空間にする。ロビー、ギャラリーを(1-②)。 

・敷地内の植栽および屋上緑化等に努め、近隣との環境上の問

題が起きないよう配慮するとともに、自然を身近に感じられ

る施設として従来の環境を創造的に継承したいと考えてい

ます。 

■施設から漏れる防音対策

を 

・施設から外へ漏れる音の騒音対策はしっかりとして欲しい (2-①)。 

 

・コミュニティセンターの活動に伴う隣接地等への騒音対策に

十分配慮します。 

■設備の充実：Wi-Fi、個別

の空調、館内エスカレー

ター設置、エレベーター

の非常用設備(窓等)、ニュ

ース等の電光掲示板、ロ

ッカー等 

・文字情報、ニュースのお知らせ電光掲示板が欲しい (2-②)。 

・書きポン(簡単筆談器)を用意して欲しい(2-②)。 

・照明はすべてLEDに(2-②)。・Wi-Fiを可とする(2-②)。 

・空調は各室でやれるようにすべき(今のホールのようでは困る)(2-②)。 

・エレベーターの中に電光掲示板付けて欲しい(窓に見えるように)(2-②)。 

・エレベーターは、非常ボタンでの電話に対応できない場合用に窓が欲しい(2-②)。 

・館内エスカレーターを設置して欲しい(2-②)。 

・現在の第２・第３会議室前のロッカーは不要(スペース確保のため)(2-②)。 

・ロッカーは必要(楽器ストックなどいつも利用している)(2-②)。 

・多目的室(従来の会議室)は、IT対応（無線LANなどの設備）

を望みます。 

・その他、各種設備の充実については、基本設計段階の課題と

して受けとめます。 

■施設内の活動が外からも

見える開放的なスペース

に 

 

・各室をガラス張りに：公共性のある施設なのだから、予約者(団体)が密室で使用する権利を

持つのではなく、地域とのコミュニケーション、情報共有できるよう、フリースペースから

中が(少しでいいので)見えるよう窓を設ける(閉鎖用のロールブラインドは可) (2-①)。 

・魅力的な開かれた公共施設に(1-②)。 

・活動の様子が外から見えるように(開かれた施設)(2-②)。 

・人が集まり、活動している様子が外部から垣間見えるとの意

見は、基本設計・実施設計段階の課題として受けとめます。 

●施設管理について 

■施設は住民の自主管理

を目指したい 

・住民(自主)管理していきたい（将来的）(1-②)。 

・ゆくゆくは施設の一部を住民で管理できるように(2-①)。 

・これまでも「コミュニティセンター運営委員会」を中心に運

営しておりますが、今後、施設管理については町田市に提起

します。 

●バリアフリー(施設内) 

■高齢者、障がい者も安心

して利用できる施設に

(エレベーター、エスカレ

ーター、点字案内、盲導

・コーラスで使用しているが、高齢者が多く、施設内の階段が多くなんとかして欲しい(１-①)。 

・施設内の移動には階段しかないのが不便(１-①)。 

・障がい者も健常者も共に楽しめるバリアフリーを(１-①)。 

・施設内のバリアフリーは、エレベーターでなくともエスカレーターでよい(１-①)。 

・施設内のバリアフリーは、重要な課題としてその実現を優先

的に考え、その為にエレベーターの設置は必須と考えます。 

・災害時にエレベーターやエスカレーターが停止する恐れを考

えれば、スロープは有効な方法ですが、用地・床面積に限り
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犬の便宜等) 

 

・敷地が平坦でないのだから、エレベーター、エスカレーターをできれば両方、無理なら片方

は設置すべき(１-①)。 

・車いす利用者が利用できるエレベーターが必要(１-①)。 

・視覚障がい害の立場からは、盲導犬を連れて行ける施設にして欲しい(１-①)。 

・点字案内の設置、朗読室を設置して欲しい(１-①)。 

・エレベーターも広くして欲しい(1-③)。 

・サイズ、ドア開閉速度、車椅子対応型に((1-③)。 

・各階移動のために、館内にエレベーターまたはエスカレーターが欲しい(2-①)。 

・高齢者が使える施設に(2-②)。 

・広さ、内容の充実、バリアフリー、地域の交流の場に(2-②)。 

・松葉杖は幅を取るので危険な場合もある。幅広の車いすもあり (1-③)。 

・車椅子利用者、高齢者、に対応(1-③)。 

・出入口はすべて広くして欲しい(1-③)。 

があり今回適用は難しいかもしれません。 

 

■若者にとっても使いや

すい、「弱いバリアフリ

ー」の視点も必要 

 

・「バリアフリー」という言葉には危険性もある→退屈で魅力のない空間になりがち(１-①)。 

・バリアフリー重視の姿勢からは、若い人の意見がどうしても薄れがちなことに注意すべき(１

-①)。 

・若い人にとって「鼻に付く」空間でないバリアフリーを(１-①)。 

・スキップフロアを。そばに緩いスロープを設けるなど（弱いバリアフリーの考え方）(１-①)。 

・バリアフリーは建物の使用上の安全を重要視していますが、

当然空間の魅力は重要と考えます。施設全体の計画でも言え

ることです 

・誰でも使用できる施設の観点から、身体に障がいを持たれる

方への配慮が必須と考えます。 

■障がい者、親子づれなど

も使えるトイレを 

 

・障がいの方も使えるトイレ(2-②)。 

・市民ホール、フォーラムの様なトイレに(2-②)。 

・多目的トイレ(親子づれトイレの設置、女性トイレ混雑対策)(2-②)。 

・誰でも安全に清潔に使用できるトイレにすることは、重要な

ことと考えます。 

●ホール 

■ホールは現在よりも広

く 

・広いホールが欲しい：センター祭りの際、展示スペースが狭い(2-①)。 

・ホールの充実が必要(2-③)。・スペースをもう少し広く(ステージも)(2-③)。 

・ホールの規模は、建物全体の面積から想定すると着座で最大

200人程度が限度と考えます。 

・用途は鶴川駅前のポプリホール(収容人員300 人・段床)と

機能を分ける意味でも、また多くの市民に活用いただくため

に、多目的に活用できる音響上相応の性能を有するホールが

相応しいと考えます。 

■ホールは300人収容程度

の大規模に  

・ホールは拡張すべき（収容人員300人程度に）(１-①)。 

・300人くらい入るホールが欲しい(多目的ホール)(1-③)。  

■ホールは中規模程度に

(現在(100人収容)の倍程

度、200 人収容程度の規

模に)  

・100席～150席位(2-②)。 

・ホールは現況より広く、収容２倍の本格的な音楽、演劇が出来るものに、準備室も(1-②)。 

・ホールの充実：客席200以上、舞台設置、音響効果、更衣室の設置、防音装置2-②)。 

・ホールの広さは今の倍以上に(2-③)。 

・中規模ホールに(大規模は町田や鶴川があるので)(2-③)。        

・200席のホールを(固定席の方が良い)(2-③)。・200名程度の収容スペース望む(2-③)。 

・ホールは200人収容可の多目的室とする(2-②)。 

・ホールの大きさは、100～200人以下で。ポプリホールがあるので、大きすぎると他の機能が

制約を受ける(4-①)。 
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■雰囲気の良い、外部の緑

を感じられるホールに 

 

・雰囲気の良いホールにして(1-②)。・敷地の傾斜をいかしたホールに(1-②)。 

・外部の緑が感じられるホールに(1-②)。・開かれたホールに(2-②)。 

・ホールは出来ればきれいな緑が見えて演奏出来れば嬉しい。防音の為に暗くふさいでコンク

リートというのは音楽に相応しくない。(1-②)。 

・防音のため閉じ込めるのではなく、周囲の緑を窓から見えるように(2-②)。 

・あかるいイメージのホールに(現在は暗い感じ)(2-③)。 

・ホールの形状、デザイン、性能、雰囲気づくりについては、

基本設計・実施設計段階の課題として受けとめます。 

■ダンスができるホール

に 

・ダンスもできるように(1-③)。 

・ホールに鏡をつけて欲しい(ダンス、広くみせるためにも)(2-②)。 

・ホールは、社交ダンスの外、ポップ系など各種ダンスの使用

を考えています。鏡は設計段階の課題として受けとめます。 

■設備の充実：独立した空

調、録音等の機材、スク

リーンなどの充実 

・録音の為の機材、照明も充実して欲しい (1-②)。 

・冷暖房は各部屋で調整できるように。ホールも独自で調整したい。(1-②)。 

・学校の演劇、映画会に使う(ワンコイン映画会など)(2-③)。 

・ホールは、演劇・映写会等の使用も考えています。 

・空調方式はホールの用途を考慮して、基本設計・実施設計段

階の課題として受けとめます。 

■多目的に使えるホール

に(可動式の舞台、固定し

ない椅子、分割可能など

多目的に利用できるよう

に) 

 

・多目的に使えるようなものに(１-①)。・舞台・椅子を可動式に(１-①)。 

・舞台は可動で平土間にもできるものに(1-③)。 

・可動式舞台の設置（多目的使用のため）(2-②)。 

・舞台は可動式に(2-②)。・可動式ステージの設置を(2-②)。 

・椅子(席)が可動で、ホールを使わないときは平坦に(2-②)。 

・ホールは２室を希望(2-①)。・ホールは大きくつくり分割できるようにしてはどうか(2-①)。 

・分割もできると良い（防音は課題）(1-③)。 

・ホールは多目的に使えるよう、なるべく広く(2-②)。 

・多目的に利用できるホールを(2-③)。・不使用時は多目的利用が可能なように(2-③)。 

・ホールは、多様な利用を可能するために平土間とし、高齢者

や女性でも設置や収納が可能な軽量の仮設舞台にしたいと

考えます。 

・ホールを分割使用するためのパーティション等可動間仕切り

の設置は、天井高が高いことと重量が重くなること等などで

設置および使用面で難しいので、分割使用は考えておりませ

ん。 

■音響・照明などホールと

しての性能の向上を 

 

・音響・照明の充実、着替え等の控え室(楽屋) (１-①)。 

・防音、音響効果の充実を(１-①)。 

・現在のホールは音響が悪い→良くして欲しい(1-②)。 

・現在は古すぎるが、ぜいたくな設備はいらない。（音響、照明等）(1-③)。 

・音響の良いホールを：コンサートが開ける音響設備、映画会もできるスクリーン・マイク・

スピーカー設備を(2-①)。 

・コンサート、講演ができる広さと音響効果を備えたホールに(舞台と観客との段差に配慮を(バ

リアフリー))(2-②)。・音響を良く(2-③)。 

・ホールは、音楽や演劇等に対応できるよう、現在のホールと

同等以上の音響性能を備えるものにしたいと考えます。 

■楽屋・更衣室の充実を 

 

・ホールと楽屋が違う階にあるのが使いにくい(１-①)。 

・女性も使いやすいように更衣室の設置を(１-①)。・バックヤードが必要(1-③)。 

・ホールの近くに控室として使える部屋を(隣接を希望)(2-②)。 

・楽屋スペースと良質な機材・設備が必要(2-③)。 

・音響、舞台、楽屋等本格的なものに近づけるべき(2-③)。 

・出演者の控室が欲しい(着替えられる場所)(2-③)。 

・ホールに加え、別に比較的広いスペースが欲しい(演劇の練習場、展示場に利用)(2-③)。 

 

・男女別更衣室・控え室は、鏡・ロッカーを備えた清潔感のあ

る清掃しやすい部屋とし、内部はカーテンなどで仕切られる

よう配慮します。 
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■舞台の充実を(ピアノお

ける舞台など) 

・舞台が狭く、ピアノを舞台上におけない(2-①)。 

・ホールは今くらいのスペースで良いが、十分な規模の舞台を追加したい(2-①)。 

・ホールを多目的に使用することから、ピアノは収蔵庫から必

要な時にホールに引き出して使用することを考えています。 

■ピアノの充実を  

 

 

・ピアノ調律もきちんとして欲しい。(1-②)。 

・ピアノはなるべく固定したい（出し入れしない）。ピアノの為にも。(1-②) 

・グランドピアノ常設に(1-③)。・グランドピアノは絶対必要(2-②)。 

・グランドピアノは不要（電子ピアノで可）(2-②)。 

・ピアノは固定が理想（それがダメなら段差なく収納）(2-②)。・3階のピアノも必要(2-②)。 

・ホール（ピアノをステージの上に）舞台を整備する(4-②)。 

■その他(搬入搬出に屋上

利用など) 

 

・市民に開かれたホールに(1-②)。 

・第二市民ホール、ミニ市民ホールの位置づけを考える(2-③)。 

・ホール用の搬入、搬出に屋上を利用してはどうか(2-③)。 

・敷地が狭いので大きなホールから各部屋に入るような平面計画がいいのでは(2-②)。 

・荷物かけは、もっと低いところに（現在の市民ホールの荷物かけは高すぎる）(2-②)。 

・今はホールがとれなくて渡り鳥のように小山センター、堺市民センター、鶴川市民センター

などを利用している。毎回使えると嬉しい。(1-②)。 

・国立市の芸術小ホールのようなホールに：とても小さいけれど気持ちよく演奏出来、来場者

から評判良かった。また、ステージは180度広がっていて、新宿のコマ劇場や上野の小ホー

ルの様に客席が広がっていてステージからの圧迫感がなく良かった。たったの70席。裏に小

さな楽屋(控室)が続いていて使いやすかった (1-②)。 

・当ホールは、地域住民の利用を想定していますが駅前の立地

を生かして広域的利用も考慮します。 

・ホールへの搬出入スペースや平面計画などに関しては、基本

設計・実施設計段階の課題として受けとめます。 

●ロビー、フリースペース  

■各種展示や交流スペー

スとして(ロビーの一角

に) 

 

・絵画・工芸品の展示ができるフリースペースを(１-①)。 

・学園の中心として情報発信の場になる、自由な活動の場を(2-③)。 

・情報交換の掲示などスペースの充実(できれば道路側や入口(エレベーター)近く)(2-③)。 

・フリースペースには分野別のコーナーもあると良い(2-③)。 

・展示やイベントに利用できるフリースペース(絵画、工芸品等)(2-③)。 

・地域の芸術作品を展示するコーナーをつくりたい(4-①)。 

・ロビーにコミュニティ活動の展示スペースを設けて欲しい (2-②)。 

・ロビーは、グループでも交流できるスペースの確保を(2-②)。 

・展示、グループ交流が出来るように(2-②)。 

・交流スペースとしてのロビーの拡張(作品展示スペースも)(2-③)。 

・現在の施設のホール前スペースは、フリースペースとして好例(1-③)。  

・ロビーには、絵画や工芸品の展示、各種情報の掲示などが可

能なスペースを設けたいと考えます。 

なお、「フリースペース」の名称は、数人が予約なしに 

ミーティング等に利用できるスペースという意味で使って 

います。 

■誰もが予約なしで会合

や活動に使えるフリース

ペース(椅子とテーブル

のある一角または部屋) 

・自由にいつでも使えるスペース、フリースペースを豊かに(1-②)。 

・椅子やテーブルでお茶、談話ができるスペースを(1-③)。 

・テーブルと椅子があり、自由に使えるスペースが欲しい(2-①)。 

・独立したフリースペースが欲しい(2-①)。 

・数人程度のグループ数組が、予約なしにミーティング等に利

用できるスペースを「フリースペース」としてロビーの一画

に設けたいと考えます。 
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 ・多目的に使え、囲碁・将棋、ゲームなどもできる、30人以上入れる十分な広さのフリースペ

ースが欲しい(2-①)。 

・いつでも無料で使え、食事、囲碁(「縁台将棋」のイメージ)などができるスペースを(2-①)。 

・フリースペースが欲しい(予約なしで使える、2・３人での打合せに使える、大きなテーブル

で何組も使えるなど）(2-②)。 

・机、いすのあるフリースペースを(予約なしで使える、飲食可)(2-③)。 

■屋外オープンスペース

を(青空エクササイズ等) 

・立地を生かして屋外にオープンスペースを→青空エクササイズ、ギャラリーウォーク、移動

図書館、寺子屋等(１-①)。 

・屋上については『屋上の活用』の項を参照 

・屋外スペースについては、基本設計・実施設計段階の課題と

して受けとめます。 

■外部環境とつながりの

あるゆったりとしたフリ

ースペースを 

・あらゆるスペースが他施設と比べ狭いが、ゆったりとしたフリースペースが欲しい(1-②)。 

・フリースペースはガラス張りにすると、周囲の緑が見えて良い(2-①)。 

・外部とのつながりがあると良い(1-③)。 

・ロビー、フリースペース、外部とのつながり等については、

基本設計・実施設計段階の課題として受けとめます。 

■予約時間を待つスペー

スが必要 

 

・入室は〇分前とか言われても、センターに来て待つ場所がないのは問題(1-②)。 

・昼食を食べてから会(俳句会)をはじめたい希望もあるので、予約時間の前にお弁当を食べら

れる場所が欲しい(2-①)。 

・ロビーは、誰でも気軽に訪れ交流できるスペースとして、考

えています。 

 

■ちょっとした休憩、待ち

合せができるスペースに 

・ちょっとした休憩できるスペースを(2-①)。 

・ロビーを広く：気軽に待ち合わせ、喫茶が出来る(2-②)。 

■個人が気軽に使えるス

ペースを(個人がちょっ

と立ち寄れる、地域の情

報が得られる) 

 

・買い物帰りなどに個人が使えるスペースを(1-②)。 

・気楽に誰もが利用しやすいスペースに(2-②)。・人に声をかけやすい場に(1-③)。 

・予約なしでもふらっと寄れる、無料のスペースが欲しい(2-①)。 

・ゆったりとしたロビーが欲しい：対面できる小デスクなどを置いて、懇談できるスペース（座

り心地のよいチェアなど）(2-①)。 

・腰掛があり、各団体のお知らせ・情報等が得られる場に(1-③)。 

・仕切りのないオープンなスペースを(1-③)。 

■気軽に集まれるカフェ

テリア的スペースを(お

店でもよい) 

 

・カフェテリア的な集いができるフリースペースを(１-①)。 

・気軽に集まれるカフェ・サロン的スペースを(1-②)。 

・スターバックスのような、お茶ができるような店が欲しい(緑に囲まれたスペース) 。 

・館内に飲み物の自動販売機を(現在は館外にあるが、雨を心配しないで気軽に利用できるよう

に(2-①)。 

・飲食可能なフリースペースが欲しい(2-①)。・開かれたカフェを(2-②)。 

・「高齢者や大人たちが集まる場所」に(例えば図書館と併設しゆったりすごせる場所、カフェ

等)(2-②)。 

・カフェテリア、静かな団らん、作業もできるスペースを(2-③)。 

・部屋予約のない人でも、ふらっと入って展示物を見たり、飲み物を飲んで休んだり、各室で

の活動を見学したりできるようなフリースペースの充実を(ロビーでも可) (2-①)。 

 

・飲食については、別途施設運用の検討が必要ですが、設備と

しては、飲み物の自動販売機コーナーを設けることを考えて

います。 

・有料で飲食可能なカフェテリア的スペースについては、施設

規模に余裕がないこと、運用上の異論も多いこと等から現段

階では想定していません。 
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■気軽に使える憩いのフ

リースペースを 

 

・上をカフェにする－憩いのフリースペース(3-②)。 

・フリースペース（憩いのコーナー）(3-②)。 

・簡単なテラス喫茶のように気軽におしゃべりできるスペースを(外につくっても可)(4-①)。 

・予約なしでも、施設の外でも良いので、気軽に利用できるスペースを(4-①)。 

・駅に帰り着いた仕事人、子育て中の人、学生・生徒、子ども、老人がホッと一休みできるス

ペースを(4-①)。 

・予約時間が来る前の待ち時間などにも使えるフリースペースが必要(4-①)。 

・お昼を安く食べられる簡単な小さなレストランがあれば助かります(4-①)。 

・気楽に集まれる施設であること。フリースペース(4-③)。 

・憩いの場となる空間スペースをつくって欲しい(4-③)。 

●コミュニティスペース 

■地域の活動団体が常時

使える事務所的スペース

を(パソコン、コピーの共

同利用など) 

 

・地域の活動団体共通のスペースとして、コピー機やパソコンが共通に利用できるコミュニテ

ィスペースを(１-①)。 

・地域活動のための事務所的スペースが必要(1-②)。 

・地域の活動団体が常時使える事務所的スペースが欲しい(パソコン、コピー等の共通スペース

も)(2-③)。 

・フリースペースはコミュニティセンターの中心としての役割を担う(町内会の機能も取り込ん

では)(2-③)。 

・地区協議会の活動拠点として、数人分の執務・ミーティング

スペース、資料収納スペース、IT対応の設備を備えた「地域

活動室」(約70㎡程度の部屋)を設けます。 

●図書室 

■児童図書館としての充

実を(小学生や子育て層

の利用も) 

 

・児童図書館の拡充(1-②)。 

・小学生が来ると、仲間や親、祖父母等色々な年代の人が来る(1-③)。 

・幼児向けだけでなく、小学生向け児童書や子育て本なども扱い、図書スペースを広く(2-①)。 

・児童図書室において、子どもが遊べるスペースの追加を(2-①)。 

・「児童図書館」はゆったり利用出来るように(2-②)。 

・児童図書室機能を基本として充実させたいと考えます。 

・ただし、管理・運用は、現状通り証明発行窓口の職員が対応

できる範囲にとどめるのが妥当であると考えます。 

■児童図書館から大人も

利用できる図書館へ 

 

・児童図書館→図書館の分室化(1-②)。 

・できれば図書館の分館機能を追加したい(1-②)。・充実した本冊数に(2-②)。 

・図書室を充実させ、図書館の分館にする(受け取り、返却可能に)(2-③)。 

・町の成り立ちなどを勉強する場としての図書館は必要(１-①)。 
・大人向けの図書館機能については、市全体の図書館配置方針

との整合などから、予約資料の受け渡し対応が可能か検討し

ます。（町田市） 

■高齢者も利用しやすい

図書室の環境に 

・児童図書室に加えて高齢者も利用しやすい環境の充実を(2-③)。 

・図書室は畳の部屋、明るい部屋に(2-③)。 

■貸し出し、返却など市の

システムと連携し、図書

館機能の充実を 

 

・児童図書館は、返却など市の図書館システムとリンクしたい(１-①)。 

・大人も利用できる図書館に→図書館利用の端末があるだけでも良い(１-①)。 

・予約資料の受け取り、図書館資料の返却も(1-②)。 

・中央図書館と直結し、図書館の充実を(2-①)。・本の貸し借りの合理化を(2-②)。 
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・図書館機能の充実：返却システム、図書の種類・ジャンルの充実を(2-①)。 

・スペースは限られているので検索システム充実させる(町田の図書ネット)(2-③)。 

■玉川大学の図書館と連

携は可能か 

 

・玉川学園の図書館と組むことも考えられないか(１-①)。 

・玉川大学の図書館との連携は可能か(2-①)。 

・図書室は玉川大学との連携を(2-③)。 

・運用上の検討課題として町田市に提起します。 

■地域と連携し、蔵書の提

供、古い本のリサイクル

など 

 

・リサイクル、古本→人と人とのかかわり(1-②)。 

・他の家や店の小さい図書館とリンクを(点→線→面に)(1-②)。 

・自宅で不要になった本の提供を受け付けるなどで、蔵書を充実してはどうか(2-①)。 

・市民が蔵書を持ち込んで交流の場にする(2-③)。 

・町内会から本を収集、価値あるものは登録してもらう(2-③)。 

・学園アーカイブス(玉川学園地区の書庫に)(2-③)。 

・運用上の今後の検討課題として町田市に提起します。 

・地域の蔵書受け入れは相当のスペースが必要であり、事実上

困難と考えます。 

■地域に開かれた、交流を

促す図書館に 

 

・市民に開かれた図書館＋α(カフェ等)、「T-site」のようにカフェと一体の図書コーナーを(1-

②)。 

・新しい図書館のスペースを考える。図書を通じた交流を(1-②)。 

・開かれた図書館に(2-②)。・カフェを隣接して設置を(2-②)。 

・有料で飲食可能なカフェテリア的スペースについては、施設

規模に余裕がないこと、運用上の異論も多いこと(近隣のカ

フェで代替えできるのではないか等)などから、現段階では

想定していません。 

●証明発行窓口(行政窓口) 

■証明発行窓口機能は、今

後の電算化も含めて必要

性の検討が必要 

 

・戸籍謄本なども得られる支所機能を持つ施設に(１-①)。 

・支所機能はあれば良いが、今後は電算化されるので必要ないかもしれない。(１-①)。 

・支所機能の充実は職員も増えることでもあり、必要性の検討が必要(１-①)。 

・行政機能は駅構内及び店舗に付随してつくれないか？(1-②)。 

・支所機能の拡大：１Fに設置し、利便性を図る(2-②)。 

・現況の証明発行窓口については、他の連絡所並みの面積を確

保します。運用については夜間・休日利用も含めて町田市で

の検討となります。 
■行政機能の拡充を

(4-①) 

 

・高齢者が利用しやすいよう、証明発行窓口の機能拡充を(4-①)。 

・日曜も空いているような行政窓口の拡充を(4-①)。 

・証明発行窓口の市民センターへの格上げを(4-①)。 

■防災面でも行政窓口の

必要性は検討すべき 

・情報発信拠点が必要(防災面で)(1-②)。 

・防災拠点として：「いざという時のため」(2-②)。 
 

●スポーツ施設・設備 

■若い人も利用する場に 

 

・スポーツジム的に使える部屋を(1-③)。       

・ヨガ、エアロビ、ドレッドミル等が可能な場を(大きくなくて可)(1-③)。 

・ダンスの練習等のために鏡のある場所、部屋を((1-③)。 

・ホールは、卓球・太極拳・ヨガをはじめとする軽スポーツ、

フラダンス・社交ダンス、ポップ系など各種ダンスの使用も

想定し、対応できるよう軽スポーツに耐えられる床構造を備

え、かつ振動が他の部屋に伝わらないよう配慮します。 

■高齢化にも対応し軽ス

ポーツ可能なスペースを 

・高齢者対象の体を動かす活動に参加したい(2-①)。 

・気軽に体を動かせるよう、スポーツジムのような施設・器具等が希望(2-①)。 
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●子どものためのスペース 

■子どもの使いやすいキ

ッズスペースを(子供用

のトイレ・手洗い、おむ

つ替え等の設備を) 

・子ども用のトイレ、子どもと一緒に入れる「ホールド」のあるトイレが必要(2-①)。 

・子ども用の低い手洗いが欲しい(2-①)。 

・トイレにおむつ替え、授乳スペース、ベビーチェアが必要(2-③)。 

・子どもや親子が利用できるスペースを(「健康」につながる)(2-③)。 

・安心して親子で使えるトイレにしたいと考えます。 

■保育スペースを(子ども

を預かるスペースを) 

 

・「子どもたちが集まる場所」例えば学童保育など(2-②)。 

・親の活動中に子供を預かれるスペースが欲しい(保育付の講座に参加したい)(2-③)。 

・子どもの預かり施設が欲しい(2-①)。 

・キッズスペースもしくは保育室になる部屋が欲しい(2-①)。 

・子ども達のためのスペース＋育児中の人のためのスペースを(4-①)。 

・施設規模の制約から専用の保育室は設けませんが、児童図書

室と繋がる、大人の目が届く位置に「幼児コーナー」を設け

たいと考えます。 

■子育て世代も使えるセ

ンターに 

・若い人・子ども・子育て中の親のための文教地区のセンターであって。そのためには、図書

室、勉強室、喫茶室、調理室等が欲しい(4-①)。 

・誰にも使いやすいセンターになるよう、必要な部屋を設けた

いと考えます。ただし、喫茶室(カフェ)については前述の通

りです。 

●会議室全般 

■会議室は地域全体とし

て不足しているので、で

きるだけ多く 

・会議室は、地域全体としてもとにかく不足しているので、できるだけ多く確保すべき(１-①)。 

・予算的に駐車場やデッキは断念すべき。そのかわり、会議室、フリースペースを確保して欲

しい(4-①)。 

・会議室の数を増やして欲しい(3-②)。 

・施設の延床面積を考慮し、できるだけ多くの会議室を「多目

的室」として設けたいと考えます。 

■独立した防音性の高い

会議室を  

 

・独立した小会議室を多く欲しい：20人ほどの部屋で、隣室から声が響かない独立した部屋が

欲しい(2-①)。 

・隣室の話し声があまり聞こえない静かな部屋が欲しい：冷暖房完備、椅子の部屋（俳句会、

高齢者が20名ほどで活動）(2-①)。 

・ホール以外に防音性のある教室等希望(2-③)。 

・定員10～20 人程度の独立した会議室「多目的室」を数室

設けたいと考えます。 

・多目的室は全室、防音・遮音性能に留意します。 

■使い道に合わせて分割

できる部屋を  

・ワンルーム的大空間を→パーティションの活用などでフレキシブルに使える（大イベントも

開催できるし、自由に区切って使える）(１-①)。 

・20、30、40、50人単位で使える部屋を (1-③)。 

・部屋は大きくつくって、使い道によって分割して使うのはどうか(2-①)。 

・現状の部屋も将来使用状況が変わるかも知れない。変化に対応できるように(2-②)。 

・目的別の部屋より、大きさを変えられるようにしたい(フレキシブルにする) (2-③)。 

・最大定員30人程度で分割可能な部屋「多目的室」を１室 

設けたいと考えます。 

■情報機器・設備の充実を

(IT 機器、印刷機、ホワ

イトボード、映写機、ス

クリーン等) 

 

・情報機器の充実を→パソコン、プロジェクター、Wi-Fi等(１-①)。 

・印刷室の設置を(コピー機、裁断機（使いやすいものを）の設置、スペースの確保)(2-②)。 

・会議室は、DVDも見られるような設備を(2-②)。 

・現状の大きさで可。映写出来るようスクリーンの設備も(2-②)。 

・各室にホワイトボードの設置を希望(2-③) 

・「多目的室」(会議室)は、IT対応(無線LAN)などの設備を望

みます。 
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・備品は高齢者でも動かしやすいものに(1-③)。 

・湯沸のためのガス設備は立って使えるように、第１会議室のように栓が下では困る(2-②)。 

・テーブル、椅子の収納庫は必要(1-③)。 

■囲碁などができるゆと

りある広さの娯楽室が 

・囲碁の会はいこいの間(10畳)を30～40人で使っており、狭い(2-①)。 

・60㎡程度の娯楽室が(40人程度で囲碁ができるスペース) (2-①)。 

・囲碁、将棋の部屋は空間(ゆとり)が欲しい(現在はテーブル2列で空間がない)(2-③)。 

・施設規模の制約から 60 ㎡程度の娯楽室は困難と考えます

が、定員30人程度の分割可能な部屋は設けたいと考えます。 

■他の施設も含め柔軟に

利用できる仕組みの充実  

・会議室は利用の「コマ」を自在に調整できるように(2-③)。 

・サテライト式で他の物件も検索できるように(空き家の利用も)(2-③)。 
・今後の運用上の課題として町田市に提起します。 

●調理室 

■料理教室もできる本格

的調理設備を(アイラン

ドキッチンなど) 

 

・本格的料理ができる使いやすい料理室を（アイランドキッチンなど）(１-①)。 

・料理教室ができる本格的調理設備を(１-①)。・調理実習できる部屋に(2-③)。 

・調理室にはコンベック(ガス高速調理器)、オーブンレンジが欲しい(2-③) 

・センターをたくさんの人に利用してもらうためにも、料理教室が欲しい(ホームページを使い、

レシピの紹介を行う等) (2-①)。・開かれたキッチンスタジオを(2-②)。 

・料理教室が開ける調理室が欲しい(アイランド型のキッチン設備など) (2-①)。 

・アイランド型(真中に調理台)で料理教室ができるように(2-③)。 

・料理教室ができ、イベントの際も利用したい(若い親対象の教室)( (2-③)。 

・定員10～20人程度の多目的室のうち1室について、調理

設備を備え、料理教室や食事会等ができる部屋を設けたいと

考えます。 

・ただし、多目的室として設置するため、部屋の中央に設置

するアイランド型のキッチン設備などは困難と考えます。 

・熱源や調理器具その他については、今後の検討課題としま

す。 

■交流の場としての調理

室を(現在よりも多人数

で利用できるなど) 

・調理室は地域の交流の場(おばあちゃんの味⇔未来っ子)(2-②)。 

・調理室は、もう少し多人数で使用できるとありがたい(2-③)。 

・調理室のテーブルや調理台は、低い物や下に空間があるものも用意して欲しい(1-③)。 

■会議室と兼用で良いの

でフレキシブルな利用が

可能な調理室を 

・調理室は、機能は今のままでも良いが、現状より大きくすべき(4-①)。 

・調理室は、調理実習ができるように(電気、ガス両方の熱源が欲しい)(4-①)。 

・会議室と兼用で良いので、普段から使えるフレキシブルな利用が可能な調理室を(4-①)。 

●音楽室 

■質の高い音楽室を(楽器

などの設備と音響の良い

部屋) 

・音楽関係の部屋を(1-②)。 

・中規模のホールに加え楽器（ピアノ）を設置と音響のよい部屋が欲しい(1-②)。 

・プロを呼べる高質な音楽設備(1-②)。 

・定員10～20人程度の多目的室のうち1室は、視聴覚室お

よび音楽の練習室に使用可能な防音および遮音性能の高い

部屋を設けたいと考えます。 

■若い人が音楽やダンス

の練習ができるスタジオ

スペースを 

 

・音楽、ダンスの練習する場所（10人程度）(1-②)。 

・若い人が利用したくなる音楽、ダンス、体操等用のスペースが必要(アクティビティのあるも

の)(2-③)。・中学生が音楽の練習をできるスタジオをつくって欲しい(2-③)。 

・いこいの間またはその他の部屋に視聴覚機器。オーディオ・ビデオなどの設置をお願いした

いです(4-①)。 
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●工房・工作室・アトリエ等 

■ものづくり、アート創造

の場としての工房・工作

室を 

 

・市民に開かれた工房を(1-②)。 

・文化・アートの創造の場としての工房、工作室などがあると良い(1-②)。 

・アトリエ（子どもたちに教えられる）交流(1-②)。 

・開かれた工房を(2-②)。・学習の他、ものを創る工房・工作室があると良い(2-③)。 

・専用の工作室・工房の設置は予定していませんが、多目的室

の活用で対応できるものと考えます。 

●和室について 

■多目的に使える部屋と

して和室は必要 

 

・1室は必要ではないか（現在あまり活用されていない）(1-③)。         

・イベント時の更衣室等にも利用可(1-③)。 

・いこいの間：もっと広く、年配者の利用を考えると椅子テーブルで利用できるように。囲碁

将棋で利用しているがもっと利用しやすく(2-②)。 

・現状のいこいの間、和室はゆったりできない(１-①)。 

・カビ臭くならない様に注意(1-③)。 

 

 

・専用の和室の設置は予定していませんが、必要な際は「畳マ

ット」を敷くなどで対応できるものと考えます。 
■利用実態からみて、和室

は必要ないのでは 

・和室はつくらなくても良い(茶室へのコンバートはタタミを置くことで可)(2-②)。 

・和室は必要か？(高齢者は座るのが大変になる)(2-③)。 

■特徴のある和室を(茶

道、華道ができるスペー

ス) 

・特徴のある和室を→本格的茶室、華道ができる部屋を(１-①)。 

・茶道、華道のできるスペース(茶道、華道をよく理解している人の設計に（入口、出口など）)(2-

③)。 

●案内・サイン 

■イベント時の案内をわ

かりやすく(外からもイ

ベント情報がわかる等)     

・イベントの案内は外からの入り口での表示を(1-③)。 

 
・施設の外部からも、施設内での催し等がわかる表示にしたい

と考えます。 

■館内の標識(サイン)を

わかりやすく  

・デザイン優先でなく識別しやすいものに(背の低い人、車いす椅子、目の見えない人、高齢で

視力の弱い人に対応）(1-③)。 

・バリアフリーの一環として、わかりやすいサイン計画を整備

します。 

●その他 

■ベッドの入る広さの守

衛室を(2-①) 

・今の広さは布団１枚敷ける程度であり、寛げるスペースを(2-①)。 

 
・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

■葬祭場としての利用も

(2-①) 

・葬祭場として利用できるように（この地域の年齢構成の将来像から）(2-①)。 

 
・今後の運用上の課題として町田市に提言します。 

■高齢者向け医療設備を ・高齢者が多いので医療施設の機能も欲しい(2-③)。  

■その他 

 

・駐在所、現在の位置はいいのか。センターの中にとりこむべき(4-③)。 

・広場で簡単な飲食ができる様、テーブルと椅子を設置して欲しい。気楽に立ち寄れる様(4-③)。 
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【外部空間のあり方】 
建替市民会議意見のまとめ 建替市民会議(2015年5・6月)における意見   ※文末の数字は、開催回・グループを示す。 建替基本計画策定検討委員会の考え方 

●敷地と施設規模の考え方 

■敷地のより一層の拡張

を(地下の利用、両側の市

道の活用、玉川学園の協

力など) 

 

・延床面積1200～1400㎡ではまだ小さい、もっと大きくすべき(１-①)。 

・対象地域の人口は約4万人、それに応じた大きさが必要(１-①)。 

・地下の利用など、特例で容積率など大きくできないか(１-①)。 

・両サイドの市道を活用して敷地面積を広げられないか(市道は不要) (１-①)。 

・玉川学園の協力を仰ぎ敷地の提供を受けられないか(１-①)。 

・花壇部分に敷地を広げて欲しい：玉川学園から提供を受け、冠ネームにしても良い(１-①)。 

・建設敷地については、現有地＋現行の自転車駐車場を基本と

し、隣接地の一部の活用を検討中です。 

■敷地：商店街などにサテ

ライト施設の検討もすべ

き(3-①) 

 

・地域の人々の希望をすべて満たすのはなかなか困難。商店街の中に移せるものがあれば、そ

れを考えていいのでは(3-①)。 

・市役所機能は、「駅ナカ」でも良いのでは(センター内にある必要はないのでは)(3-①)。 

・商店街にサテライト施設を造れば、商店街にも人は流れる(3-①)。 

・第一踏み切り隣接の駐車場用地をサテライト施設用地に使えば良いのではないか(3-①)。 

・建替に関する基本方針(2012 年 3 月策定)でも、現在地で

の建て替えを前提としています。 

・また、現在地での建て替えで、施設としての機能は一定程度

充足できる予定です。 

■敷地条件と建物の規

模・機能はバランスを考

慮すべき(木造の可能性

検討も)(3-③) 

 

・建物も駐車場も、要求するのは良いが、敷地面積を考える必要あり(3-③)。 

・機能と周辺（敷地）とのバランスを考えることが必要(3-③)。 

・外観のデザインも全体のバランスを考える必要がある(3-③)。 

・敷地（の高低差や自然環境）を考えると「木造」の可能性もあるのでは（小規模にしても良

い。技術的には規模も大きくできる。費用は掛かる？）(3-③)。 
・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

 
■敷地条件から建物の規

模は限界を認識すべき

(4-③) 

 

・敷地が狭いのでできれば地下や屋上を利用する(4-③)。            

・敷地の規模から考えて、限界を認識するべき。内容を盛り込みすぎないように(4-③)。 

・全体で考えても良いのではないか(4-③)。 

・減築という考え方もある(4-③)。 

●地域としてのバリアフリーのあり方 

■駅～北側道路間のバリ

アフリーは重要課題 

・センターの建て替えをきっかけに、駅前から北側道路まで交通面でのバリアフリーを(2-①)。 

・駅前道路と北側道路を有効に利用するよう改善して欲しい(バリアフリーも含めて)(2-①)。

玉川学園地域全体のバリアフリーと考える(3-②)。 

・駅と高台の動線をつくり、高台の生活が駅とうまく流れるように（学園の活性化）(3-②)。 

・駅からセンターへのバリアフリーだけでなく駅前道路からセンターを通り北側道路までのバ

リアフリーをはかる(２丁目から第５小学校まで等高線沿いぞいの道利用)(3-②)。 

・駅と北側道路のバリアフリー(3-②)。 

1)駅前道路⇔エスカレーター⇔施設⇔エスカレーター⇔北側道路 

2)エスカレーター＋エレベーター 

・駅前から北側に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間の

バリアフリーは優先課題と考えており、可能な限りバリアフ

リー化を図りたいと考えます。 

・バリアフリーの具体策については、町田市福祉のまちづくり

総合推進条例に基づいて計画します。（町田市） 
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3)エレベーター（施設内のエレベーターで駅前道路から北側道路まで） 

・コミュニティセンターまでエスカレーターが必要(3-②)。 

■施設へのアプローチに

ついて、エレベーター、

エスカレーターによるバ

リアフリーを 

 

・バリアフリーは必須の条件、特に車いすが使えるような配慮を(2-①)。 

・施設へのアクセスにエレベーターを(2-①)。 

・バリアフリーへの配慮(高低差のある地形)(2-③)。 

・アプローチのバリアフリーは室内動線で対応(2-③)。 

・エレベーター、エスカレーター、緩いスロープの設置を(2-③)。 

・エレベーターは使い勝手のよいものを(2-③)。 

・エレベーターまたはエスカレーターは地形上必要(1-③)。 

・高齢者、子育て中の人も使いやすいようにエレベーター、エスカレーターなどの設置を(足が

悪くセンターに来られなくなっている人も多い)(2-②)。 

・エスカレーター設置：道路から各階に入れる配慮を(2-②)。 

・エレベーター設置のためには付近坂道の交通量調査が必要(駅前、駐車場、さくらんぼホール、

町田第五小の動線のバリアフリー化図る）(2-③)。 

・駅前道路と施設の間のバリアフリー実現について、隣接地の

一部利用が可能であれば、外部のエレベーター設置を考えて

います。 

 

■バリアフリーの実現に

は屋外エスカレーターも

検討を(3-②) 

 

・屋外エスカレーター：上り下りの一方通行型(3-②)。・エスカレーターは一人用（歩道も確保

する）(3-②)。・エスカレーターは一方の道路で良い(3-②)。 

・エスカレーターは車いすの方が利用できない(3-②)。 

・ブリッジの代わりに緩やかな傾斜のエスカレーターでバリアフリーに対応できるのではない

か(3-①)。 

・外部エスカレーターについては、車いすでの利用の問題、保

守・管理上の問題、設置スペースの問題等から、設置は難し

いと考えています。 
■施設内外のバリアフリ

ー：外部エスカレーター

や手すりの設置を(3-③) 

・施設内のバリアフリーは大切（縦動線が多くて大変なのが現状）(3-③)。 

・外部の階段も手摺がないと不便(3-③)。 

・歩道をエスカレーターにしたいが財政的に難しい(3-③)？ 

■バスの工夫や踏切踏み

切りの改善による迂回路

の整備等で解決を(3-①) 

 

・コミュニティバスの充実を(3-①)。 

・駅へのつなぎ通路は不要。玉川学園３・４丁目の人は、「玉ちゃんバス」の利用などで利用者

が少ないのではないか(3-①)。 

・駅両側の踏切の改善、「玉ちゃんバス」のルートの工夫で、デッキの問題は解決できる(3-①)。 

・駅両側の踏切は、踏切の幅を広げれば通りやすく安全になる(3-①)。 

・駅両側の踏切が安全に使えるようになれば、デッキはなくても良いのでは(3-①)。 

・駅からのブリッジとバリアフリーは別の課題。バリアフリーには多様な形がある(3-①)。 

・ブリッジを造っても、使う必要性のあるのは玉川学園 7丁目の一部の人ではないだろうか。

誰のためのブリッジか(3-①)。 

・コミュニティバスのルートや踏切の改善など、駅周辺のまち

づくりとして取り組む必要性は高いと考えます。 

 

■バリアフリーの具体策

(点字ブロック、点字案内

板、手すりなど)(3-①) 

 

・駅からセンターまで点字ブロックがあると良い(3-①)。 

・点字案内板も必要(3-①)。・センター内に音声案内を(3-①)。 

・駅からセンターまで音声案内があると、聴覚障がい者にとっては助かる(3-①)。 

・音声式の信号機は、音を統一すべき(現状では、信号機によってまちまち)(3-①)。 

・スロープには、手すりが欲しい(3-①)。 

・バリアフリーの具体策については、町田市福祉のまちづくり

総合推進条例に基づいて計画します。（町田市） 
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・エレベーターは、別々の場所に２箇所あると良い(3-①)。 

・トイレや手洗いの蛇口などの仕様は揃えて欲しい(蛇口の押す引く等一定していない)(3-①)。 

■バリアフリーはセンタ

ーおよび周辺の人の流れ

も活発になる。優先すべ

き第一の条件(4-①) 

 

・バリアフリーは景観よりも優先すべき(4-①)。 

・地形など地理的な制約があるので、近隣住民の方々にとっての制約を考えるべき(4-①)。 

・車道からはエレベーター、上の道路からはセンターに直接入り、館内エレベーターで上下す

るのが適当(4-①)。 

・バリアフリーになれば人の流れも変わる。それを利用して展示など情報発信の場に(4-①)。 

・敷地の高低差を活かし、駅前通りから駐輪場の建物内を通り抜けられる構造にしたい(4-①)。 

・杖や車いすの方も楽に来られる工夫を(4-①)。 

・車いすでも自力で行きやすい施設にしたい(4-①)。 

・自転車でも上がりやすいような緩やかな坂ができるとよい(駅の反対側（7丁目側）から行く

ときは、回り道をしなくてはならない)(4-①)。 

・施設の中でも外でも、車いすやベビーカーなどが移動しやすい施設であって欲しい(4-①)。 

・バリアフリーのあり方の検討には、歩行者の交通量を調べるべき(4-①)。 

・誰もが安全に利用しやすいよう、バリアフリーを優先課題と

しています。それは施設内外共通に言えることです。 

・地域に相応しい多様な視点でのバリアフリーを検討します。 

・バリアフリーの具体策については、町田市福祉のまちづくり

総合推進条例に基づいて計画します。（町田市） 
■バリアフリー：この地に

相応しいバリアフリーと

は、多様な観点から考える

べき(4-②)。  

・踏切を通らないで、北側に出たい（ベビーカーでの通行が不安）(4-②)。 

・駅からのブリッジによるバリアフリーを(4-②)。 

・バリアフリーは多様な考え方をすべき、横断歩道デッキが唯一ではない(4-②)。 

・安易なバリアフリーはどうかと思う(ブリッジ？ 弱バリアフリーの考え方が適当)(4-②)。 

・上下の道路をつなぐエレベーターを是非考慮して欲しい(バリアフリーの観点からも)(4-②)。 

・駅から、道路からの階段にあるスロープの幅を広げて欲しい(4-②)。 

・導入エレベーターはシースルーで中が外から見える、下の道路、上の道路からも見える、バ

リアフリーで各階停止(4-②)。・街にあったバリアフリー(4-②)。 

■施設内外のバリアフリ

ー実現のために施設内エ

レベーターは必要(4-③) 

 

・上の道路とつなぐ。エレベーターも必要(4-③)。 

・バリアフリー、建物内は必要と思うが駅からは必要か？(横の)道路の自転車走行は(4-③)？ 

・施設内のエスカレーターは最低必要。エレベーターの方が小さな場所で済むならそれでも良

い(4-③)。・館内のエレベーター設置を希望(4-③)。 

・高齢者も多くなっており、エレベーター、エスカレーターのバリアフリーが必要(4-③)。 

・駅前道路から北側道路までのバリアフリー実現のため、施設

内のエレベーターを活用する方向で考えています。 

■駅から施設まで雨に濡

れずにいけるように(屋

根や雨よけのテントな

ど)(4-③) 

・コミュニティセンターまでの歩道に雨除けのフードを付けて欲しい(4-③)。 

・駅北側道路の階段よりセンターまで、雨除けのテントのようなもの取り付け(4-③)。 

・急な雨降の折、傘が必要となる。不要の傘（貸出用）を用意して頂きたい(4-③)。 

 

 

 

 

 

・今後の検討課題となります。 
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●駅～施設間のアプローチのあり方 

■駅からのアプローチに

はエレベーターなどバリ

アフリーの実現が必要

(3-①) 

 

・道路からの上りにエレベーターが必要（車いすの人にとっては、エスカレーターよりエレベ

ーターが利用可(3-①)。 

・駅からのアプローチに、エスカレーターまたはエレベーターは絶対必要(3-①)。 

・上の道路からの下りに、センター建物内のエレベーターが利用できるとよい(3-①)。 

・センター利用者とともに、地域住民にとってもバリアフリー化を進めるべき(3-①)。 

・駅反対側の玉川学園7・8丁目の人にとっても、センターに行きやすくとの声は多い(3-①)。 

・駅前道路と施設の間のバリアフリー実現について、隣接地の

一部利用が可能なので、外部のエレベーター設置を考えてい

ます。 

■駅～施設間の歩行橋に

よるアプローチを(歩行

橋は良いデザインに)  

 

・小田急からコミュニティセンターまで結ぶブリッジも必要(1-③)。 

・センターの入口について、駅から高架で入れるようにする(2-②)。 

・駅のエレベーターを利用して、センターとはブリッジを結ぶべき(2-②)。 

・駅前道路は橋をつける(2-②)。・駅からは歩道橋で連絡を(2-③)。 

・南側の人も利用しやすいよう、駅からまっすぐ来られるように歩道橋を(2-②)。 

・バリアフリーのため、駅からの高架陸橋の実現を(2-②)。 

・駅～センター間のブリッジは学園のシンボルとなるデザインでつくるべき(2-②)。 

・ブリッジをつくるならデザインの良いものに(1-③)。 

○ 現在、小田急線玉川学園前駅は北口・南口ともエレベータ

ーが設置されています。したがって、小田急線玉川学園前駅

と玉川学園コミュニティセンターを直接繋げるデッキがあ

れば、駅からだけでなく、小田急線南側から円滑にアクセス

することが可能になります。 

  また、更に玉川学園コミュニティセンター内にエレベータ

ーを設置すれば、敷地北側に広がる教育・文化・厚生施設ゾ

ーンとの間までのバリアフリーを実現することが出来ます。 

 

○ 反面、検討委員会や建替市民会議では、デッキの設置によ

る景観の阻害や、人の流れの変化に対する懸念、特に商店街

への人の流れが減ってしまうことに対する懸念が出されて

います。 

  また、住民の移動ニーズは多様であることから、施設への

アクセス方法、また駅側との通行経路は出来る限り多様であ

るとともに、現行の移動経路を保持することも必要となりま

す。 

 

〇 以上の状況を踏まえて、検討委員会では、バリアフリー及

び駅からのアクセス方法について、以下のように考えます。 

1) 駅からコミュニティセンターを直接つなぐデッキが、地

域及び施設のバリアフリーにとって大変有効である。 

2) 駅前道路（市道町田408号線）の玉川学園コミュニテ

ィセンター側から、アクセスを可能にするため、コミュニ

ティセンター側にデッキに附帯したエレベーターを設置

することが望ましい。 

3) 北側道路（市道町田219号線）と駅前道路（市道町田

■地域としてのバリアフ

リー実現のため、駅と施

設の間にブリッジを(3-

①) 

 

・駅からの歩道橋があると良いが、屋根など必要(3-①)。 

・駅の反対側（駅の近くの玉川学園７丁目の人までも）駅を越えて行きにくいとの声が強い。

駅からの橋を希望する人が多い(3-①)。 

・足の弱い人にとっては上下動の少ないブリッジが楽になる(3-①)。 

・駅からのデッキは、あった方が便利なのは確か(3-①)。 

■地域のシンボルとして

デザインの良いデッキを

(3-②) 

・ランドマークになるデザインの良い“ブリッジ”－駅とセンターを結ぶ－単なる通路ではな

い(3-②)。・駅のエレベーターは学生が多く使っている(3-②)。 

・ブリッジをシンボルに(3-②)。・駅のブリッジをそのまま利用できないか(3-②)。 

■駅からセンターへのア

プローチはデッキがある

と良い(4-①) 

 

・駅からの歩道橋があると良い(4-①)。 

・景観を考えると、駅からのアプローチは地下道も一考(4-①)。 

・駅～施設のアプローチは道路を横断しなくてもいいように(4-①)。 

・駅～施設のアプローチは、駅からのデッキと、道路からのエレベーター、建物内はもちろん

エレベーターで(4-①)。 

・ベビーカーでも行きやすいよう、道路側からエレベーターで上がれるか、駅からブリッジを

渡していかれるようにしていただきたい（もしくは、緩やかな坂をつくるなど）(4-①)。 

・駅から陸橋を造り、橋の上にも建物として使用できるスペースや駐車場をつくる(4-①)。 

・駅から直接行けるブリッジの設置を(4-③)。 

・駅からの歩道橋は他の地域の方達の利用を促すためにも設置が望ましい(4-③)。 

■小田急駅からの歩行橋

は景観面や人の流れから

・小田急からの通路はいらない（景観上、人の流れの面）(1-③)。 

・歩道橋よりエレベーターを優先させるべき(予算の制約もあるはず)(2-③)。 
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みて必要ない  

 

・周辺との関連になるが駅からの歩行橋はナンセンス。むしろ地盤面からエレベーターかエス

カレーターで動線を確保すべき(2-②)。 

408 号線）をつなげている、市道町田407 号線の通行

については、現行の通行を引き続き可能とすることが望ま

しい。 

4) 敷地北側に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間ま

でのバリアフリー化を推進するために、コミュニティセン

ター内にエレベーターを設置し、北側道路（市道町田219

号線）へのバリアフリーを実現することが望ましい。 

5) エレベーターについては、地域住民のバリアフリーに資

する観点から、運用時間等については十分検討が必要であ

る。 

 

〇 具体的な設置にあたっては、隣地地権者及び小田急電鉄と

十分協議を行うとともに、周辺環境・景観に配慮して実施す

ることが必要と考えます。 

■商店街の人通り減少や

緑が削られるためデッキ

は好ましくない(3-②) 

・(商店街の人通りが減るため）駅からの直通ルート（デッキ）はやめて欲しい(3-②)。 

・商店会としては、デッキよりはエスカレーター(3-②)。・デッキは緑がけずられる(3-②)。 

・直結デッキではないバリアフリーが必要(3-②)。・緑を残して（デッキは不要）(3-②)。 

■駅からのデッキは利用

度、商店街との関係等か

ら見て必要ない(4-③) 

 

・駅とのブリッジによる連絡は必要ない。バリアフリーは別の方法で良いのでは(4-③)？ 

・歩道橋には以下の2点で反対(4-③)。 

 1)どれだけの利用度を想定しているのか（対費用効果） 

 2)商店街の活性化につながらない。（景観も一変する） 

■ブリッジは、景観上の問

題や商店街への人の流れ

の阻害などから望ましく

ない(3-①) 

 

・駅からのブリッジは人の流れを変えてしまい、商店街に人が流れなくなるのではないか

(3-①)。・人の流れを総合的に考え、南口・北口丘の上・商店街への流れをつくるべき(3-①)。 

・駅からのブリッジは、今の景観よりも美しいものが造れるのか疑問(3-①)。 

・基本方針で述べている「センター周辺との景観の調和に最大限配慮していくこととする」と

はどんなものか。今より美しい景観とはどんなものか想像できない(3-①)。 

・駅からのブリッジを造っても美しいとは思わない（日本橋の例など、いくら美しい、立派と

いわれても）(3-①)。 

■ブリッジのあり方の研

究を(3-①) 

・周囲の景観に調和するような良いブリッジの事例を研究すべき(3-①)。 

 

■駅からのデッキはあれ

ば便利だが、デッキの下

の環境・管理に問題も(3-

③) 

 

・駅の反対側から来るのは大変である(3-③)。・デッキがあれば行きやすい(3-③)。 

・デッキは便利だが、「下」が問題。花壇が生きない、商店街への影響、等(3-③)。 

・デッキがあっても商店街は利用する(3-③)。 

・デッキの下及び取り付部の管理区分が問題になるのでは（事故があった時等）(3-③) ？ 

・現在、朝の学生たちとのすれ違いが大変(3-③)。 

■アプローチ・ブリッジ：

駅前全体計画との整合性

も配慮して検討を(4-②) 

 

・７丁目側からのアプローチはサテライト施設の展開、踏切の改善で(4-②)。 

・導入路は駅前道路から広く明るく（ＥＶで１Ｆへ）分り易く、幅10ｍは欲しい(4-②)。 

・駅前道路からのアプローチを幅広に(4-②)。 

・現状の市道（階段）では魅力あるアプローチはムリ。広げてもらいたい。(4-②)。 

・駅前からは緑のかたまりイメージをくずさずアプローチして欲しい 

・高低差問題解決には、駅と駅前全体の立体化と不可分。駅前立体化の全体計画が欲しい(4-②)。 

・駅前が狭いので、いずれ広げて欲しいのでその計画と整合させる必要がある(4-②)。 

・となれば、現時点でブリッジ設置は時期早尚かも(4-②)。 

・デッキは美しいとは思わない。緩やかなアプローチに工夫する(4-②)。 

・ブリッジではなく地下道にすれば、景観の問題はないのでは(3-①)。 

 

 



19 

 

●自転車等駐車場のあり方 

■駐車場の設置方式等(屋

上・地下の活用を) 

 

・駐車場を地下あるいは屋上に設置してはどうか(2-①)。・駐車場および車寄せも必要(2-②)。 

・駐車場の設置には、屋上・地下の活用を(2-②)。 

・施設利用者用の駐車場を、屋上や地下を活用して設置すべき(１-①)。 

・既存の自転車駐車場は、新しい施設についても屋上に設置す

る予定です。 

■駐輪場は機械式で(地下

式など) 

・駐輪場は立体的につくる方が良い(敷地有効活用)(1-③)。 

・円筒形の自転 in/out 式の駐輪場が良い(1-③)。 

・駐輪場は地下設置の円筒形の自動出し入れ方式としたい(2-②)。 

・地形から当施設での設置は困難と考えます。 

■駐輪場の必要性：施設北

側からの自転車利用者は

少ないので、駐輪場の需

要は少ないのでは   

・施設の北側から来る自転車利用者は少ない。駐輪場をそれほど大きくとる必要はない(１-①)。 

 

・既存の「玉川学園二丁目自転車駐車場」は、市の施策から見

て存続が必要とされています。 

・バイク93台、自転車31台程度の駐車場を、北側道路から

のアクセスとし施設屋上に確保する予定です。 

■バイク・自転車駐車場の

必要性の検討を(3-②) 

 

・バイクは駅前駐車場へ！(3-②)。・駐輪場は不要（利用者のみ15台くらい）(3-②)。 

・利用者も下の駐輪場（線路脇）でも良いのでは(3-②)。 

・自転車用自動入出式をメインとする。地下へ(3-②)。 

■駐輪場利用者減少を考

慮すべき(利用者用の駐

輪場は必要)(3-③) 

 

・コミュニティセンターの一時利用者用の駐輪場がほしい(3-③)。 

・「玉ちゃんバス」の利用者増加に伴い、駐輪場利用者は減少している(3-③)。 

・駐輪場を改造して、北側からバリアフリーで入場できるようにしたい（駐輪数が減っている

ので…）(3-③)。・「違法駐輪をなくす」というコンセプトを忘れずに(3-③)。 

■駐輪場は必要だが、駐車

場は搬出入用など最小限

で(4-③) 

 

・駐輪場を十分確保できるスペースを作る(4-③)。・広い駐輪場は必要(4-③)。 

・駐輪場は必要だが、駐車場は不要(4-③)。 

・駐輪場は必要だが、駐車場は最小限に(4-③)。 

・駐車場は最小限にして、地域全体（商店街、駅等）として考える(4-③)。 

・屋上は、緑化を考慮しつつ搬出・搬入の機能を持たせる(4-③)。 

・車でのアプローチは、上の道路から考える(4-③)。 

■自動車、自転車等の出入

りは北側道路からのアク

セスが適当(4-②)。 

・駐車、駐輪は上から（搬入搬出用とハンディキヤップの優先）(4-②)。・屋上利用等(4-②)。 

・北側道路に駐車場、その奥にエレベーターでの入口を(4-②)。 

・上の道路から車寄せ、搬入車、主催者駐車場（物や資料の持込）(4-②)。 

●施設利用者用駐車場のあり方 

■高齢者・障がい者対応の

駐車場は必要(一般利用

との動線は区別すべき) 

・高齢者対応の駐車場が必要(１-①)。・駐車場は投票に来るお年寄りのために必要(2-②)。 

・車いす椅子駐車場はメイン入口から離すべき(1-③)。 

・一般の動線と車椅子の乗降が絡むのは危険(1-③)。 

・条例等に基づいて、コミュニティセンター利用者のための駐

車場・駐輪場は、障がい者用・搬出入用車両４台程度の駐車

場、および施設利用者用駐輪場を20台程度設けたいと考え

ます。 

 

 

■搬入搬出作業のために

駐車場は必要 

 

・搬入スペースを充実すべき(１-①)。・駐車場はドラムなど楽器を使う人には必要(2-②)。 

・油絵のサークルなどは重い荷物なので車を使いたいとの声あり(2-②)。 

・駐車場は搬入、搬出作業に必要な程度とし、あとは身障者用に(2-③)。 
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■施設付属の駐車場は、障

がい者・搬出入・事務用に

必要  

・高齢者・障がい者の利用には駐車場が絶対必要(3-①)。 

・駐車場は２台分位で良いかな(3-②)。 

・北側道路に駐車場４台位つくる(障がい者用、搬入用、事務用)(3-②)。 

・駐輪場を縮小し、上に駐車場を作って欲しい(3-②)。 

・設備として駐車場、エスカレ－ター（出来ればエレベーター）が必要(3-②)。 

 

■駐車場は障がい者用・搬

出入用に必要、車の停車

スペース、ベビーカー置

き場の配慮も(4-①) 

 

・駐輪場は縮小し、建物一部に取り入れられないか(4-①)。 

・来所者用には、駐輪スペースの外、ベビーカー置き場、荷物カート置き場があると良い(4-①)。 

・ベビーカーは施設内に入れられるようにするか、もしくは外に置き場があると良い(4-①)。 

・駐車・駐輪場は、センター利用者は無料、それ以外は有料でもやむを得ない(4-①)。 

・駐車場は障がい者用、搬出入用に限定し数台分で良いのではないか(4-①)。 

・建物の延床面積を減らすことのないような駐車場の工夫を(4-①)。 

・センターを「玉ちゃんバス」のルートに組み込みたい。そのためには、バスの停車・回転ス

ペースの確保が必要(4-①)。 

・北側道路には自動車の停車スペースをとるべき(4-①)。 

■コミュニティバスや利

用者の車の停車スペース

が必要(3-③) 

・利用者が、一時的に車から降りられる場所が欲しい(3-③)。 

・コミュニティバスのルートとして、センター入り口を設けられないか(3-③)？ 

●周辺住宅地への配慮 

■喫煙対策：駅周辺も含め

て路上喫煙、ポイ捨て対

策が必要(3-③)  

・（駅周辺も含めて）路上喫煙対策が必要。美化推進地域（路上禁煙？）に指定されないのはな

ぜか(3-③)。 

・通路下の喫煙所のあり方が問題である(3-③)。 

・コミュニティセンターの活動に伴う隣接地等への騒音対策に

ついては、施設の防音・遮音対策等充分配慮します。 

・また、喫煙その他夜間の騒音など風紀上の対策については、

今後の運用上の課題として町田市に提起します。 

■防音対策、夜間の騒音な

ど近隣の生活への配慮を

(3-③) 

 

・市道を挟んで左右には「住んでいる」方たちがいることを頭に入れておくべき(3-③)。 

・センターの周辺が、住宅か、会社か、それにより大きく異なる。一般住宅がそばにたくさん

ある場合は、よく住民に聞いた方が良い(3-③)。 

・近隣住民にとっては、現在の施設は役にたってはいない(3-③)。 

・センターは住宅地の中に（後から）建った。野中の一軒家ではない(3-③)。 

・利用者は自分のことを中心に行動する。（24 時間生活している住民のことを考えてほしい）

(3-③)。 

・夜間の環境（集まって騒いでいる若者たち等の問題）(3-③)・管理が大切ではないか(3-③)。 

・音（センター利用者の出す）の問題は、建築技術的に処理できるはずである(3-③)。 

■周辺住宅地への影響に

配慮を(防音、風紀、喫煙

等)(4-③) 

 

・屋上オープン化は反対(4-③)。・防音や視線カットは必要(4-③)。 

・センターは住宅地の中にある。野中の一軒家ではない(4-③)。・利用者のエゴイズム(4-③)。 

・テーブル設置による喫煙が問題である(4-③)。 

・夜間の建物＆周辺の管理。市の管理体制を完全化(4-③)。・環境の悪化(4-③)。 

■デッキの下空間の管理、 ・緑が多い反面、暗所がある（デッキができるとその下も）(4-②)。 
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施設前のたまり場化など

治安への配慮を(4-②) 

・玉文の前のベンチがたまり場になってしまう（治安）(4-②)。 

・オープンな（治安面）空間(4-②)。 

●施設建築物のイメージ、景観面での配慮 

■景観について：町の顔と

しての花壇を含む景観を

大切に(3-①) 

 

・建物の外観はおしゃれなものが良い（ゴシック様式とか）(3-①)。 

・駅前の景観は「町全体の顔」である(3-①)。 

・花壇広場はどの様なコンセプトでできたかよく知るべき。野外ステージ、自然の利用など、

かつて駅舎と一体でできたもの(3-①)。 

・花壇は、四季折々の色がある（桜、銀杏、楓、山茶花、松…）。木々の樹齢を考えると 50～

100年かかっている）(3-①)。 

・施設内の植栽および建物の屋上緑化などにつとめ、近隣とも

環境上の調和に充分配慮します。 

・敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限

り保全することが望ましいと考えます。 

■斜面をうまく利用した

周辺景観になじむデザイ

ンに(4-①) 

・斜面を上手に利用した圧迫感のない素敵な建物を(4-①)。・地下の有効利用を(4-①)。 

・建物は自然を感じさせるデザインに(木、石など)(4-①)。 

・周辺景観になじむデザインにしたい(4-①)。 

・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

■内部と外部が有機的に

連続する建物に(4-②)   

 

・主玄関は１Ｆで、前面に広場を(4-②)。・階段、公園内通路と建物を一体化(4-②)。 

・建物を半地下にし、屋上を緑化し、通行可としたい(4-②)。・外部空間も魅力的に使う(4-②)。 

・いつの間にか内部に入っているような（いつの間にか外にでているような）建物に(4-②)。 

・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

■斜面を生かし、緑に埋も

れる建物に(4-②)。 

 

・緑の中に埋もれるような建物に(4-②)。・斜面の敷地を生かす(景観上)(4-②)。 

・施設の中からも緑が見える、囲まれる環境(4-②)。 

・現在もっている魅力の再確認(階段、樹木、坂、レトロ建築)(4-②)。 

・緑を豊かに－北と南の隣地側は植栽し、住宅への配慮と景観を重視(4-②)。 

・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

■高低差を利用したオー

プンな施設に(4-③) 

・駅前道路と北側道路の高低差16ｍをうまく利用した空間構成の、オープンな施設になれば(4-

③)。・建物の高さが問題(4-③)。 
・基本設計・実施設計段階の課題と受けとめます。 

●周辺の緑について 

■花壇は地域にとって貴

重な空間であり、残すべ

き  

 

・バリアフリーの名目で花壇をつぶさないこと。バリアフリーは別に対応すべき(１-①)。 

・花壇は地域のみんなが愛している→花壇は残すべき(１-①)。 

・花壇が残っても、上にデッキが通れば花壇が残ったことになるのか(１-①)。 

・デッキは「臭いものにふた」的な案Kなバリアフリーである(１-①)。 

・今の姿でこそ花壇の価値がある(１-①)。 

・匂いで季節を感じられる花壇は貴重な空間である(１-①)。 

・花壇はつぶさないで(2-①)。 

 

・敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限

り保全することが望ましいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■花壇の成り立ちを理解

した上で、花壇・樹木の

保全を(4-②)。 

 

・花壇広場は四季の彩りが工夫されている(桜、松、アジサイ、モミジ、イチョウ、サザンカ)(4-

②)。 

・町の表玄関として、駅を降りるとホッとする場所、（花壇広場）として大切にする(4-②)。 

・花壇広場のなりたちをもっと知る必要がある（駅とセット、北口）(4-②)。 

・駅前景観をより魅力的にする周辺も意識した計画に(4-②)。 
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・緑と共に生きる（ツバメ、ケヤキ等）(4-②)。 

・松や桜の木はできればそのまま残して欲しい(4-②)。 

・自然に手を加えない建替を（緑を残す）(4-②)。 

・緑化計画は大切であるが、木にも寿命があるので「既存の木を切るな」に過度に執着するの

は問題(4-②)。 

 

■花壇は将来の駅前の姿

を考え、学校側と共に検

討を(4-③) 

 

・周辺(外構)に緑あふれる環境を整えて欲しい(4-③)。 

・静かで緑の多い景観にする(4-③)。 

・緑の環境は是非守って欲しい(4-③)。 

・玉川学園の花壇を少し利用させてもらうことはできないか(4-③)。 

・駅前の風景を作っている花壇、緑の樹木をできるだけ残す(4-③)。 

・花壇の扱いは大学との話し合い（必要）。将来の駅前の姿を考える(4-③)。 

・駅前広場を学校側と共に計画するべき(4-③)。 

・魅力的な中間領域を造る(4-③)。 

■花壇からトンネルでア

プローチするのはどうか 

・花壇のところにトンネルをつくってエスカレーターを通すのはどうか(2-①)。 

 

■施設周辺の緑の景観は

守るべき 

・駅前の緑は残してほしい(2-①)。・駅前通りに面した樹木を残した設計にして欲しい(2-①)。 

・緑の景観を守って建物を建設してほしい(2-②)・植栽 既存樹木のできる限りの保存(2-②) 

・敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限

り保全することが望ましいと考えます。 

■施設周辺に広場をつく

るべき 

・広場をつくり、ベンチ、花、水道(飲み水)を(2-②)。 

・多くの人が集まれる広い屋外スペースが必要(2-③)。 
・今後の検討課題とします。 

■樹木のうち枯れてきて

いるものは移植など柔軟

に対応しても良いのでは

(3-①) 

 

・枯れた桜にはあまりこだわらなくても良いのでは(3-①)。 

・既存樹木は、場合によっては移植しても良いのではないか(3-①)。 

・ただし、いちょうの木は残したい（非常に美しい）(3-①)。 

・センター前面の樹木のうち枯れてきているものは、切っても良いのではないか(3-①)。 

・現在の施設建設した頃から緑の保全を望む声は多かった。訪問者からも緑の中のセンターに

感激との声も聞かれた。狭くても緑の多い特色を持たせたい(3-①)。 ・敷地内の樹木については、必要な樹木の保全を基本とします

が、建設への障害などやむを得ない場合は移植や新たな植樹

等、緑豊かな環境の創造的継承を図りたいと考えます。 

・敷地内の現在の施設の記憶となる「ふれあい坂」の石碑、桜

の記念植樹等の保全を図りたいと考えます。 

・敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限

り保全することが望ましいと考えます。 

■現在の景観、緑を残した

い(3-②) 

・町の景観をこわさないでほしい(3-②)。・今現在の緑を変えないで欲しい(3-②)。 

・緑を残したい(3-②)。・景観よりもセンターの内容を重視すべき(3-②)。 

■今ある緑を生かし、緑に

溶け込むような建物に

(3-③) 

 

・今ある緑は大切にしたい(3-③)。・桜（老木）が心配(3-③)。 

・緑の中に溶け込むように（建物を作る）(3-③)。・樹木はできるだけ残したい(3-③)。 

・建物の周りに花壇を設けたり、プランターを置いたりする(3-③)。 

・壁面緑化などは、虫や落ち葉が問題になる（今の緑を生かせば必要ないのでは）(3-③)。 

■まわりの豊かな緑を生

かした施設に(4-①) 

 

・建物のまわりに緑があり、外でも円く座って自然を楽しみながら話し合い、学びあえるスペ

ースがあると良い(4-①)。 

・駅前の緑は大切にして欲しい。市民みんなの気持ちの余裕のために(4-①)。 

・周辺の緑を行かしたい(4-①)。 

・老木など保全が困難な場合は、センター周辺に新たに植樹しても良いのでは(4-①)。 
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・建物の外観は、周囲の緑に合った落ち着いた建物、外壁はレンガなど(4-①)。 

●防災拠点としてのあり方 

■防災機能について；各町

会の備蓄倉庫や、避難場

所としての玉川大学との

役割分担を(3-①) 

・センターの防災備蓄倉庫については、各町内会の防災倉庫との役割分担を考えるべき(3-①)。 

・各町内会との分担で、必ずしも大きな備蓄倉庫はいらないのではないか(3-①)。 

・震災時の避難場所としては、玉川大学キャンパスで良いのではないか(3-①)。 

・町田市地域防災計画において風水害地頭の臨時避難所及び帰

宅困難者一時滞在施設に位置づけられております。また、新

しいコミュニティセンターには玉川学園前駅帰宅困難者想

定6,100人分の救護物資保管場所（災害備蓄倉庫）が求め

られているため、30 ㎡程度の災害備蓄倉庫を配置します。

（町田市） 

■防災・省エネ等への対応

を(4-①) 

・地震など災害への対応を(食料や水の確保等)(4-①)。 

・屋上や壁面を利用して太陽光発電設備を(4-①)。 

●計画の諸要素について 

■散策コースの紹介、案内

板の充実等 

 

・高齢者が多い地域なので健康を増進する立場から散策のコースが出来ればよい(紹介でも)(4-

②)。 

・受付、警備の窓口などに筆談器があれば、聴覚障がい者でもコミュニケーションが出来る(4-

②)。 

・ベビーカーが置けるスペースが欲しい(4-②)。 

・ここの場所が分かりやすい様に（役割と共に）表示板（案内図）を各所に設置が必要(4-②)。 

・駅階段を変えるのなら、雪がとけやすいもので(4-②)。 

・案内表示を魅力的に（周辺施設へのネットワークも含めて）(4-②)。 

・今後の運営上の課題として受けとめます。 

■駐在所の設置を ・駐在所を設けてほしい。（現在地では役に立たない）(3-③) ・別の場での検討課題と考えます。 

●施設の運営等について 

 ・予約しやすいシステムを(3-②)。 

・現在は、午前・午後を分けて予約するが、一日予約できるとありがたい(4-①)。 

・イベント時の情報をわかりやすく伝えて欲しい(4-③)。 

・イベント開催で集客を図る。有効利用を(4-③)。 

・今後の運営上の課題として町田市に提起します。 

●事業・計画の進め方について 

■建替基本計画等検討の

進め方について：あらた

めて基本方針について議

論が必要 

・「建替に関する基本方針」策定済みはおかしい。あらためて基本方針も議論すべし(１-①)。 

 

・「建替に関する基本方針」は、これまでの地域での検討経過

を踏まえて、町田市として策定したものです。 

・建替事業の推進に当たっては、「建替に関する基本方針」を

基に進めています。（町田市） 

■建設中の仮設施設は ・建設中の仮設の施設は考えられているのか？見通しは？(2-③)。 ・建設中の仮設施設については、現在検討中です。（町田市） 

■施設の管理について、指

定管理者制度の可能性は 

・建設後の指定管理者制度の可能性は？(2-③)。 

 
・町田市の今後の検討課題と考えます。 

■基本設計担当者の選定 ・基本設計の設計者選定方法は？プロポーザルにより、地形、周辺環境との関係に対するアイ ～第8回検討委員会の結論による～ 
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方式：プロポーザル方式

の可能性は 

ディアを色々募れる(2-③)。 

■情報開示は早く(4-①) ・敷地について、交渉経過で開示可能な状況ではできるだけ早く開示を(4-①)。 

・建替事業の経過に応じて適切にお知らせしていきます。また、

基本設計段階でも市民意見反映の機会を用意する予定です。 

■計画のプロセスに応じ

て住民への情報開示を

(4-②) 

 

・どのようにしたいかの意見を参照して、具体的な手法については専門家で検討して欲しい(4-

②)。 

・工事の進行に合わせて市民の声を（基本設計、業者の選定）(4-②)。 

・色々の意見が出ていいのですがその意見がどう反映されたのかが判る仕組みであって欲しい

(取捨選択が明確である事）(4-②)。 

■市民公開型の設計の進

め方を(4-③) 

 

・市民公開型の設計にて進めるべき(4-③)。 

・敷地特性を活かした計画の為にプロポーザル方式でアイディアを募る(4-③)。 

・（シンボルである広場に関しても）学園との協議をオープンに(4-③)。 

・若い人への情報発信(4-③)。 

●その他、広域の課題等 

■地域の他の公共施設と

連携したスペース利用を 

・周辺の公共施設(町田第五小学校、さくらんぼホール、コスモス会館等)と連携したスペース

利用を(2-①)。 

 

■「玉ちゃん号」のルート

にセンターも組み込めな

いか 

・市民の足を確保する意味で「玉ちゃん号」のルートの一部にセンターを入れる(停車スペース

が必要)(2-②)。 

・「玉ちゃんバス」のさくらんぼホール経由を増やして欲しい(2-③)。 

 

■その他 

 

・現在の施設は、南大谷等からセンターへ行くまでの道が狭くて怖い気がする(１-①)。 

・坂が多いデメリットをメリットに変更できるように(2-③)。 

 

 

 


