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資料 1 

第 3 回 町田市成瀬センター建替検討委員会 

会議録要旨 

開 催 日 時 ： 2011 年 12 月 22 日（木） 18：00～20：00 

開 催 場 所 ： 町田市成瀬センター会議室（３） 

出 席 委 員 ： 前島正光、中里孝夫、稲木健志、鈴木生一、田中米司 

            井上祐次、萩原勝生、市川豊、赤澤純、伊藤倭子（敬称略） 

市 側 出 席 者 ： 河野市民部次長、大谷市民協働推進課長 

三好市民総務課担当課長、渋谷営繕課営繕第一係長 

藤原市民総務課担当係長、服部市民協働推進課担当係長 

コ ンサルタント ： 湯田元就、塚田哲史 

傍 聴 者 ： 無 

 

≪次 第≫ 

１．開会 

２．市民部長挨拶 

３．これまでの検討の再確認 

４．成瀬センターづくり会議で出た主な意見・利用者アンケートの結果 

５．議題 

  ①増築棟およびホール棟の検討内容の確認 

  ②施設利用と建物の配置（基本計画素案）に関する検討 

６．連絡事項 

７．閉会  

 

≪配布資料≫ 

 【資料１】 第２回成瀬センター建替検討委員会会議録要旨 

 【資料２】 第２回委員会で出た諸施設等に関する委員発言のまとめ 

 【資料３】 成瀬センターづくり会議ニュース第３号 

 【資料４】 成瀬センター諸室等配置（A 案・B 案）について／第３回 WS 資料 

 【資料５】 利用者アンケート結果の概要 

 【資料６】 増築棟およびホール棟の検討 

 【資料７】 成瀬センター建替基本計画（素案）報告書 

 【資料８】 A 案・B 案の成瀬センターづくり会議における主な意見 
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１．開会 

事務局の進行により開会。 

 

２．市民部長挨拶 

（市民部次長） 

本日は 12 月議会の本会議が開催されており、案件が多くて長引いている。そのため市民部

長が当検討委員会に間に合わず挨拶することができない。皆様にはくれぐれもよろしく伝えて欲

しいとのこと。 

（委員長） 

本日は具体的な検討を進めていく。第 2 回検討委員会で検討した内容の方向付けを行う。 

 

３．これまでの検討の再確認 

事務局から【資料１】「第２回成瀬センター建替検討委員会会議録要旨」を説明。 

事務局から【資料２】「第２回委員会で出た諸施設等に関する委員発言のまとめ」を説明。 

（委員長） 

事務局から説明があったように資料２を議題検討の中で利用したい。 

 

４．成瀬センターづくり会議で出た主な意見・利用者アンケートの結果 

事務局から【資料３】「成瀬センターづくり会議ニュース第３号」を説明。 

事務局から【資料４】「成瀬センター諸室等配置（A 案・B 案）について／第 3 回 WS 資料」を説明。

事務局から【資料５】「利用者アンケート結果の概要」を説明。 

（事務局） 

第 4 回成瀬センターづくり会議において平面計画 A 案および B 案の比較検討を行った。結果

として B 案に賛成する参加者が多かったようだ。また利用者アンケートを一ヶ月間実施したところ

下記のような傾向が確認された。   

・高ヶ坂、成瀬地区以外からの利用者が予想より多い。 

・１回当りの利用人数は 10 人以下が多い。 

   ・音を出す活動（音楽、ダンス等）が多い。 

   ・駐車場、施設設備の充実が利用者が も重視することである。 

（委員長） 

アンケートの結果を拝見すると、成瀬から来られている方が 152 件中 55 件、高ヶ坂や南成瀬

や成瀬台から来られている方が 152 件中 50 件、市内の他地域や町田市外から来られている方

が 152 件中 39 件となっている。こういった状態が駐車場充実に対する要望へ現れているように

考えられる。また、活動内容については音を出す活動が上位とあったが、音楽あるいは同じよう

に音を出す日舞・舞踏、演劇・芸能、琴・三味線まで合わせると全体の３５％程になる。社交ダン

スや軽スポーツ、軽体操、その他のダンスなどを合わせると全体の半数程度となっていることが
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アンケート結果から読み取れる。 

 

５．議題 

 ①増築棟およびホール棟の検討内容の確認 

（委員長） 

  配布資料を参照頂きながら議題について検討していきたい。まず基本計画素案等について事

務局から説明していただきたい。 

（事務局） 

  配布資料についてはコンサルタントから説明を行う。 

（コンサルタント） 

「成瀬センター建替基本計画（素案）報告書（資料７）」は現時点での案としてまとめたものであ

る。内容の構成として、第１章、第２章はこれまでの経緯や検討内容を整理し、第３章は市民の

皆様からいただいた意見・要望をまとめている。本日の検討内容もここに含まれる予定である。

第４章は基本計画（案）となっており、検討した結果の決定事項を掲載している。第５章は委員会

内で検討を行ったが、留意事項として設計へ申し送りする事項を掲載する。第６章は事業推進

に向けての事業スケジュールと概算工事費を提示して、第７章は資料編となっている。「A 案・B

案の成瀬センターづくり会議における主な意見（資料８）」には平面計画図 A 案、B 案のどちらが

良いかという検討結果をまとめている。それぞれに良い点、悪い点があるが、全体としては B 案

（グラウンドに面して建替棟を配置する案）が良いという意見が多かった。今後は B 案を修正しな

がら検討を進めたい。 

（委員長） 

基本計画報告書については、この場で全て確認することはできないので、各自ご覧いただい

たうえ次回の委員会で意見をいただきたい。 

  それでは「増築棟およびホール棟の検討（資料６）」に基づいて考え方を整理していきたい。

これまで説明のあった成瀬センターづくり会議の意見や第 1 回、第 2 回の検討委員会の意見を

踏まえながら一つづつ方向性をつけていきたい。 

増築棟の検討の中で多目的室と会議室は検討内容が共通する部分があるので同時に考えてい

く。多目的ということを主眼にし過ぎるとすると無目的になり中途半端になってしまう恐れがある。

成瀬センターづくり会議でもしっかりと特色を持った部屋にしたいという意見がでている。会議室

については会議目的として使われる機会が実は少ないという意見が出ていた。 多目的室は複

数配置する予定であるが、各部屋に性格づけをしてはどうかと考えている。例えば、音楽を主目

的とした多目的室、軽スポーツを主目的とした多目的室、会議にも利用できる多目的室。音楽を

目的とした部屋の場合は遮音・防音・吸音性能を考慮した部屋となる。映写、映画会ができる部

屋であればスクリーンを設置する必要がある。ホールを利用する際のリハーサル室として利用し

たいという意見もあった。 軽スポーツを目的とした場合、どの程度のスポーツを行うかにもよるが、

床の衝撃や振動を他に伝えないような工夫が必要である。また、ダンスの利用時には鏡があった
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ほうがよいのではないかという意見もあった。会議を目的とした場合にはホワイトボード等が必要

なのではないか。これらのような特性を踏まえた部屋について議論を行いたい。 

（委員） 

   多目的室と会議室は目的が異なるため、分けて考えた方が良い。多目的室と会議室では面

積が変わってくると思うがどれくらい違うものか。 

（委員長） 

   面積については現段階では言及できない状態である。いままで出た意見を参考に考えると、

会議は実際にどれくらいあるのか、会議だけに特化すると他の用途に使えなくなることに留意す

る必要がある。 

（委員） 

   純粋な会議は少ない。運営委員会ぐらいではないか。 

（委員） 

会議についても絶対に遮音が必要な会議もあれば、そこまで気にしなくてもよい会議もある。

しっかりとした会議をしたい場合は音楽を主目的とした部屋で会議を行い、遮音を気にしなくて

もよい場合であればフリーの空間でできる。軽スポーツであれば、スポーツの種類によって天井

の高さが変わってくる。更衣室も必要となってくる。多目的室というのは先に述べた 3 種類に分け

ることができると考えている。理想は 3 種類の多目的室を全て配置することだが、空間的に可能

なのか、又本当に必要なのかを考える必要がある。どれを優先すべきか考えた場合、アンケート

結果を参考にすると音楽ができる多目的室が必要とされているのではないか。また、以前から意

見が出ている卓球等ができる部屋があると良いのではないか。 

（委員） 

全体のバランスが重要である。様々な意見が出ているので、限られたスペースの中でどれを

優先するか優先順位をつけなければならない。 

（委員長） 

面積については皆様からいただいた意見を基にプランを作成する段階になれば、ある程度把

握できるようになる。 

（委員） 

成瀬センターはスポーツ系の利用が多く、会議室については近隣の成瀬会館や成瀬駅前市

民センターなど会議に向いている施設がある。特色を出すのであれば多目的室を重視するべき

という提案が第 1 回検討委員会であったと思う。 

（委員長） 

この近くには沢山の集会施設がある。成瀬センターだけで完結させるのではなく周辺施設を

有効に利用したい。会議にも使える多目的室を設置してゆくと捉えると良い。面積配分について

はこれからの課題とする。 

（委員） 

軽スポーツとしては卓球を行いたいという意見をよく聞く。完全な会議室ではなく、それ以外に
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も利用できる方が良い。限定してしまうと空きが出た時にもったいない。 

（委員長） 

結論としては、特性を持たせた多目的室、他の用途にも利用できるような会議室を設置する。 

音楽に特化した多目的室の場合、（ホール利用に対応する）リハーサル室、あるいはサブホール

的な部屋があった方が良いと思われる方はいるか。 

（委員） 

  多目的室に椅子を置いて 100 名程度の講演会ができる部屋として使えたら良いと思う。 

（委員長） 

通常椅子を並べて 60 人～100 人の利用を想定すると 100～150 ㎡が必要となるため、前提条

件である合計面積 1,000 ㎡を考慮すると難しいのではないか。 

（委員） 

リハーサル室は確かに必要かと思うが音楽利用の多目的室があれば十分である。 

（委員） 

部屋に仕切りがあり状況によって繋げて広く使えるのは良い。 

（委員長） 

部屋を仕切りで区切る利用方法はあるが、当然音は漏れる。また、仕切りをするための作業が

大変である。個人的な意見ではあるが部屋を仕切る使い方はしないほうが良い。色々な用途に

使えることは良いことなので検討を行いたい。先ほど軽スポーツで卓球というご意見があったが、

他にはどのような用途が考えられるか。 

（委員） 

ヨガやダンスがある。 

（委員長） 

卓球台は常設にするか、移動可能なものにするか。 

（委員） 

倉庫に収納できるものが良い。 

（委員） 

エレベーターについては備品を運べる広さを想定して欲しい。小さいエレベーターでは運べ

ない。 

（委員長） 

どのような備品をエレベーターで運ぶのかは 1、2 階にどのような部屋を配置するかによる。で

きるだけ同じフロアで同じ備品を利用できるようにしたい。 

（委員） 

センターまつりでもパネル等を運ぶ機会があり大変である。 

（委員長） 

軽スポーツについては卓球をベースに考えることとしたい。 
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（委員） 

地下を使うことはできないか。 

（委員長） 

地下や屋上の利用を考えたいが、利用の想定をしてもよいか。 

（事務局） 

屋上利用については成瀬センターづくり会議でも要望が出されたが、子どもが転落する危険

があるという意見もあった。引き続き設計の段階で考えたい。地下については検討からはずして

いただきたい。地下の利用は地上に比べて 1.5 倍程度の費用がかかってしまう。 

（委員長） 

和室の利用について、茶室としての利用が殆ど無いことを踏まえ一部屋でよいか。また、広い

部屋である必要性があるか。 

（委員） 

多目的室があるので広い部屋は求めていない。 

（委員） 

無くすのは良くないが、一つあれば十分ではないか。 小限でよい。８畳程度あればよい。 

（委員長） 

和室は８畳１部屋を設置する。水屋、炉は設置しないこととする。 

（委員） 

和室を設けるとしたら１階が良いのではないか。ホール舞台利用時の着替えに利用できる。具

合が悪くなった人が出た場合に横になれる場所としても使える。 

（委員長） 

次に倉庫について検討したい。前回の検討委員会ではセンターまつりで使う神輿等を収納し

たいという意見があった。町田市としては防災倉庫を屋内に設けたいという意向でよいか。 

（事務局） 

その通り。屋内に防災倉庫を設ける。 

（委員） 

カンパン、寝具等を備える予定はないか。 

（委員） 

それも含め成瀬センターは災害時の避難所になるのか。 

（事務局） 

地域防災計画において成瀬センターは地震の際は避難場所になる。洪水等の場合は臨時

避難所となる。 

（委員長） 

防災倉庫の設置は義務付けられているか。何をどれだけ入れる予定か。 

（事務局） 

非常用の食料、アルファ米とビスケット。備蓄倉庫及び施設内の倉庫に一部収納したいと防
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災課から相談を受けたことがある。 

（委員長） 

成瀬センター周辺の人口等により収納数が決定されるのではないか。もしくは、入れられるだ

け収納していくという方針か。 

（事務局） 

できれば入れられるだけ収納したいと考えている。 

（委員） 

屋内である必要があるか。スチール製の外部倉庫等でよいのではないか。 

（事務局） 

防災倉庫についてどの程度の面積を使用するのか防災課に確認をする。 

（委員） 

神輿や櫓を収納するのであれば、現状の倉庫と同様の面積が必要になる。 

（委員長） 

次に機能について検討したい。バリアフリー、ユニバーサルデザインは今やどこでも対応して

いるものであるが、健常者、身障者、子供、高齢者など多様な方が使いやすい施設にすべきと

考えるがどうか。 

（委員） 

  当然である。車椅子専用トイレなども必要である。 

（委員長） 

入館者管理として、監視カメラをどうするか。また見通しの良い場所に受付を設置したり、建物

の死角を無くすことが前回に意見として出されていた。まず監視カメラについて考えてみたい。 

（委員） 

公共施設に監視カメラは義務付けられていないか。 

（事務局） 

市民病院や市民フォーラムには設置してある。 

（委員長） 

設置基準はあるか。例えばこのセンターに付けると過剰とみなされるか。 

（事務局） 

設置基準はない。他市では設置されている事例を聞いたことがある。 

（委員） 

不特定多数の人が出入りするので監視カメラは付けたほうが良い。近隣の防犯にもつながる。

防犯カメラ設置場所と表示すると犯罪の抑止力となる。 

（委員長） 

安全な施設をつくるという意味で、できれば監視カメラを設置することとする。続いて駐車台数

についてだが、前回の会議で 30 台程度あればいいのではないかという意見があった。その中で

身障者対応の駐車場は１割３台程度あってよいのではないか。自転車置場についても極力確保
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していただくこととする。堀切や二ノ宮像などは歴史的な意味もあるので、配置は別としてどこか

に生かしていくこととしたい。掲示板については基本的に成瀬街道側出入口と駐車場側出入口

の 2 箇所に設置するということでよろしいか。また太陽熱など自然エネルギーの利用については

費用対効果を考慮することとなろう。 

（委員） 

自然エネルギーの利用については町田市の方針によるのではないか。町田市として自然エ

ネルギーにどの程度力を入れるかになる。要望としてあげるのは筋違いではないか。 

（事務局） 

自然エネルギーの利用は忠生市民センターなどの他の計画でも意見は出ている。市としては

可能であれば少しでも導入をしていきたいという考えである。 

（委員） 

一般住宅にも導入を要求している以上、自然エネルギーの利用は公共施設としては積極的

に取組むべきではある。 

（委員長） 

成瀬センターへの要望としては屋上緑化も含めて自然エネルギーの導入について考慮を望

むという意見とする。ところで地域活動室を設けることは町田市の方針であるか。 

（事務局） 

町田市の方針である。町田市中期経営計画における重点政策プランとして「市民協働の町の

創造」という項目を目標として５年間集中して政策を行ってきている。例えば情報を公開して、わ

かりやすく行政の説明をしていくことを目標としてミニ市政懇談会を開くようになった。数年前まで

は市政懇談会は年に３、４回しかやらなかったが、ミニ市政懇談会は年に 30 回以上開催してい

る。すなわち市長が直接伺い、今行政が考えていることをお話するという環境が出来上がってき

た。また施設面の充実も図り、中規模集会施設を 35 箇所設置した。また町内会、自治会からの

要望は市民協働推進課を通して庁内の部門に振り分けていく情報窓口の一本化という環境を

つくり、市民協働推進課を強化する目的で市民協働推進担当部長を設置するなど大きな枠組

みがこの 5 年間で出来上がった。これからはこれを充実させるべく各地域に活動できる場所を確

保する必要がある。そこでこれからつくる施設については 1 室必ず地域活動室を設けるという方

針で進めていく。 

（委員長） 

地域活動室の面積はどれくらいを想定しているか。 

（事務局） 

約 50 ㎡を想定している。 

（委員） 

専用の部屋が必要なのか。常時、人が配置されるのか。 

（事務局） 

いつでも活動できる場所を設定していく方針なので専用の部屋となる。人が常時いるわけで
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はない。行政の出席が必要であれば、どの課でも説明や相談を行うこととなる。 

（委員長） 

後にホールについて検討したい。前回の議論の中でどの程度の品質を保てばよいかという

話をした。プロの演奏家が利用するということは考えられず、市民の活動発表会などに利用され

ることが想定される。問題点として、まず内装にかなり劣化が見受けられるので見直しが必要で

ある。それから遮音、防音等の音に関する性能を向上させて欲しいという意見が多く出ている。

照明や幕などの舞台装置についてはあまり意見が出ていない。個人的な意見になるが、舞台で

音を出した時に前方向に音が伝わっていかない。反射板があると改善されるのではないか。ホ

ールの中の照明については明るくなるのに時間がかかると感じている。 

（委員） 

ホール東側の階段のあるスペースをふさぐことはできないか。いつも学生がたむろしてゴミを

散乱させる場所となっている。音も漏れるので、ここに倉庫を延長してもよいのではないか。 

（委員長） 

ホールは大勢の方が集まるので避難の問題もあるのでよく検討しなければいけない。音が漏

れることは完全に改良する必要がある。トイレ側の通路は扉が一重になっていて音が漏れる。東

側も扉が一重になっている。音が漏れるということは音が入ってくるということ。雨の日に利用する

と雨の音がかなり入ってくる。また空調が非常に良くない状況である。 

（委員） 

舞台の袖にピアノがあるが、できれば納められるようにしたい。音楽以外の利用があった場合

にピアノに傷がつく恐れがある。 

（委員） 

また南側の業務用駐車場からの搬入が難しい。ホール楽屋へのアクセスはそこしかない。大

きな楽器等を入れることができない。搬入搬出へのアクセスについても考慮して欲しい。 

 

 ②施設利用と建物の配置（基本計画素案）に関する検討 

（委員長） 

増築棟とホール棟についてひと通り議論できたと思う。次にプラン A 案、B 案について検討を

行いたい。センターづくり会議では B 案を支持する声が多かったようだ。 

（委員） 

センターづくり会議で両案の図面を比較検討したと伺ったが、どのような意味で提示している

のか。このプランで計画を進めたいと説明しているのか。どのような経緯でこの図面が作成され、

センターづくり会議においてどのような説明がされているのか。 

（事務局） 

まず議論のたたき台として A 案を成瀬センターづくり会議で提示し、その際に B 案に近い計画

が良いとの意見が出された。それを事務局で集約して提示した。その後、A 案、B 案の比較では

なく A 案、B 案それぞれのメリット、デメリットは何があるかという検討を行っている。 
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（委員） 

B 案の建替棟の下に災害用給水槽の配管が通って裏に抜けていたと記憶しているが。 

（委員長） 

ここでの議論はゾーニングとしてどういう捉え方をすれば良いかということであり、建物をグラウ

ンド側に持っていけばよいか、もしくは現在の位置に配置すれば良いかを考えている。それぞれ

にメリットデメリットはあるが、どのような配置にもっていくべきなのか考え方を整理したい。 

（委員） 

グラウンドの利用率は高いのか。 

（委員） 

グラウンドの利用集計は行っていないようだ。 

（事務局） 

市民協働推進課でグラウンド利用の申し込みは受けているが単独で利用したいという要望は

お断りしている。ゲートボール利用については昭和58年に市の判断で優先的に活用してもらうと

いう方針を示し、それが現在まで続いている。 

（委員） 

せっかく広いグラウンドがあるので積極的に使わないともったいない。またグラウンドの利用を

検討するのであれば外から利用できるトイレを設定していただきたい。 

（委員長） 

事務局としては災害時にグラウンドをどのように利用するのかイメージはあるか。 

（事務局） 

地域防災計画において災害直後の避難場所となる。 終的には学校に避難していただくの

で、その後の利用は応急用の瓦礫置き場、復旧資材の置き場となる。 

（委員長） 

復旧資材等の搬入を考慮するのであれば、非常時用に幅の広い出入口があってもよいので

はないか。またスポーツで使う場合、どのような使い方をするかにより 低限必要な広さが決まる。

想定される活動はゲートボール利用が現実的か。 

（委員） 

ゲートボールのコートは 1 面確保し、予約が出来るようにした方がよい。その他はフリースペー

スとする。元が学校であったことからグラウンドになっているだけなので、芝生を植えたり、遊歩道

を設置したりしてもよいのではないか。 

（委員長） 

スポーツではなく交流の広場として利用するのも良い。 

（委員） 

グラウンドをどのように使うのかという話が十分されていなかったようだ。 

（委員） 

緊急時や災害時を考慮した場合は A 案の方が良いと思う。 
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（委員長） 

今日お見せした図面についてすぐに A、B どちらが良いかを決定するのは難しい。持ち帰って

考えていただき、次回決定することとしたい。部屋の利用の方向性については大分見えてきた。

建替基本計画（素案）に A、B それぞれの良いところ、悪いところが記載されているので確認し、

終回で議論してプランの方向性を決めたい。またグラウンドの使い方についてもう少し議論を

行いたい。そして次回が 終回となるので検討委員会として結論を出したい。 

（委員） 

もし意見がまとまらない場合に検討委員会を延長するか。 

（委員長） 

次回でまとめてしまいたい。参考までに、個人的に感じた意見を申し上げると A 案は建物が 1

つの塊となっている。避難時に経路が少なくなるのでB案の方が優れているように感じられる。人

の動線と車の動線の分離についても B 案の方が優れているのではないか。日当たりや通風につ

いても B 案の方が良いと感じられる。 

 

６．連絡事項 

（事務局） 

現在利用している校舎棟について耐震診断を 7 月中旬に行っている。その診断結果が 12 月

末に出る予定となっている。その結果を取りまとめて市役所に提出されるのが 1 月中旬頃を予定

している。その結論により旧校舎棟をどのように取り扱うかが決定される。ただ12月上旬に2月分

の利用予約が開始されるため、既に 2 月以降の利用申し込みの受付は中止している。また、12

月と 1 月の予約の入っていない部屋の利用申込も中止している。診断の中間報告が情報として

入ってきており、甚だよろしくない結果になる危惧をもっている。1 月中旬以降に出る 終診断結

果により市として正式な判断を提示する。そこで次回 2 月 2 日の検討委員会は安全面を考慮し、

会場を市民フォーラムに変更させていただく。また何かご意見等あれば 1 月 6 日までを目途に市

民総務課へご連絡いただきたい。 

 

７．閉会 

事務局の進行により閉会。 

 

   

 

 

 

以上 
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 第 4 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 3 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説明 

５．グループに分かれて話し合い 
敷地内配置及び概略平面図 

（A 案・B 案）について 

６．全体でのまとめ 

 会議開催のスケジュール 

第１回成瀬センターづくり会議 

 平成２３年１０月２日（日） 

○成瀬センター施設全体に関すること

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 

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 

 

第５回成瀬センターづくり会議 

  平成２４年１月２２日（日） 

○基本計画のまとめについて 

 

 全体に共通する意見・感想 

第 4 回成瀬センターづくり会議が 2011

年 12 月 18 日（日）に行われました。 

前回の成瀬センターづくり会議で出さ

れた意見・要望を取り入れた概略平面図

A案・B案を検討材料として作成。 

グループに分かれて概略平面図を使い

建物配置や施設機能について更に議論

を深めました。新しい成瀬センターのイ

メージがだんだん見えてきたようです。

第 4 回成瀬センターづくり会議に参加され

た皆様からいただいた主な意見・感想は以

下のとおりです。掲載の都合上、要約して

います。ご了承下さい。 

主な意見・感想

■ 建物の配置について 

【Ａ案：旧校舎棟の場所に建替える計画】 

・建物がコンパクトにおさまってよい 

・採光が悪い 

・緊急時避難路が混雑する 

【Ｂ案：グラウンドに面して建替える計画】

・陽当たりが良くなる 

・明るいイメージがしてよい 

終了 

終了 
・車と歩行者を分離できる 

・グラウンドが狭くなる 

・フリースペースの位置が利用しやすい 

※会議全体を通して、グラウンドに面して

建物を配置する案（Ｂ案）が多くの方から

支持されました。 

 

■地域活動室について 

・使い方がまだよくわからない 

・配置する場所をよく考えてほしい 

終了 



 

第 3回成瀬センターづくり会議における検討結果を参考にして次の概略平面図（Ａ案・Ｂ案）を作成し、

グループ討議のたたき台として提示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検討を行った成瀬センター概略平面図（Ａ案・Ｂ案） 

Ａ案 Ｂ案 

 グループでの話し合いで出た意見

Ａグループで出た意見 

■平面図Ａ案について 

・テラスがあることが良い 

・せっかくのフリースペースに開放感がない 

・テラスは何のためにあるのかわからない 

・フリースペースが小さい 

・新しい建物が道路から見えない（新築するの

にもったいない） 

・出入口が目立たない 

・駐車場がグラウンドと近い（ボールなどが飛

んでいく危険性がある） 

・会議室が少ない 

■平面図Ｂ案について 

・フリースペースのような自由な空間が目につ

きやすい場所にあってよい 

・新しいセンターに見える 

・フリースペースが入口に近いので誰でも使い

やすい 

・文庫→キッズエリア→フリースペースと配置

が続いているので交流やイベントがしやすい

・キッズエリアは隅でも可（静かな場所がよい）

・倉庫の位置が悪い 

・２階にもＰＣ、将棋のスペースを 

・横に長い建て方がよい（陽当たり等） 

・文庫やキッズエリアをフリースペースとは少

し離した場所に設けたい（会議などの妨げに

なる） 

・文庫やキッズエリアはもっと東の隅に設ける

ほうがよい 

・予防接種等を受ける方のためには授乳スペー

スはホールに近いほうがいいと思う 

・屋上の有効活用（ソーラーパネル、デッキ等）

・屋上（利用）は子供には危険（転落の可能性）

・会議室が少ない 

・小会議室が欲しい 

・グラウンド北側空間がもったいない 

Ｂグループで出た意見 

■平面図Ａ案について 

・外部空間にテラスが設置されているのが良い 

・ロビーの使用率はＢ案より上（使い易い） 

・まとまり感があってよい 

・防災上、避難時にグラウンドに出るとき出入口

が集中して事故等が考えられる 

・２階に明りが入らない（暗い部屋になる） 

・出入口はＡ案がよい（駐車場から入りやすい）

・入場者の動線が集中しがちで狭い感じがする 

・駐車場の配置がよい（入りやすい） 

・Ｂ案に比べ接触事故等が起こりやすい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐車場と駐輪場の出入口の分離が明確でなく

事故（接触等）を起こしやすい 

・会議室、和室は北側で静かな落ち着くスペー

スに配置されている 

・使用目的がはっきりしている部屋が増えてわ

かりやすい 

・部屋の配置が悪く暗い部屋となる 

・文庫の部屋がやはり少し狭い（書架を置く必

要があるので） 

・無料の体育室がない 

・会議室が一つでは少ない 

■平面図Ｂ案について 

・採光が良い 

・ホールの建物と新築の建物が分離されていて

広々とした感じがある 

・エントランスロビーが広く感じられる 

・部屋の配置が良いが、駐車場他のスペースに

無駄が多い 

・ホール前ロビーとフリースペースが離れてい

るので使い分けが可能 

・南側のアプローチが主となれば北側の通路の

長さは問題ない 

・工芸室、音楽室の音が和室に届いてうるさい

のではないか 

・敷地が分断されて使い勝手が悪そうな気がす

る（駐車場に人の目が届かない） 

・ロビー奥のトイレがロビーやホール専用にな

りがち（トイレが足りなくなる） 

・敷地の有効利用を考えると無駄が多い 

・受付、事務室から（施設内を）見渡しやすい

・動線がホール棟と新しい建物に分離されすっ

きりする 

・出入口は無駄が多い 

・車の入口を独立させることで接触事故等が防

げる 

・北側道路幅が十分ではなく車の出入りが不安

・駐車場の南側入口は歩道の通行人との事故が

心配（特に出るとき） 

・自動車と自転車の出入口が別なので事故等が

防げる 

・部屋の配置は良好 

・使用目的がはっきりしている部屋が増えてわ

かりやすい 

・フリースペースが南側で陽当たりが良くうれ

しい 

・明るく広々とした感じで使いやすい（防災上

も見渡せてよい） 

・避難する時、すぐグラウンドに出られて良い

・文庫がやはり少し狭い（書架があるので） 

・キッズエリアに仕切りが無いので文庫として

使わせて頂く時に落ち着かない 

・エントランスロビーは広い廊下になってしま

っている 

・キッズエリアとフリースペースの間の廊下は

Ａ案より狭くなる 

・展示スペースを使っている時、印刷室が使用

しにくい 

・地域活動室と文庫キッズエリアを逆にしたほ

うが良い 

・防音的に近隣に迷惑をかけにくくて良い 

・屋上を利用可能にしてほしい 

・フリースペースに PC 等の設備がありよい 

・屋上を人工芝にして屋上庭園として利用でき

るようにしてほしい 

・無料の体育室がない 

・エントランスロビー前の緑地に像、校門を設

置してはどうか 

・エントランスロビーの壁際にソファや椅子を

置いてほしい 

Ｃグループで出た意見 

■平面図Ａ案について 

・建物がコンパクトにおさまっている 

・駐輪場、駐車場が事務室から見やすい 

・フリースペースが広くとられている 

・調理室と音楽室が分かれている 

・テラスがある 

■平面図Ｂ案について 

・建物があることが外からわかりやすくなる 

・グラウンドを中心にしたＬ字型が良い 

・全体に大人中心の施設から抜け出していない



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新年明けましておめでとうございます。皆様におか

れましては気持ちも新たに今年の目標に向けてスタ

ートをきられたことと思います。 

 成瀬センターも新しく生まれ変わります。建替にあ

たり、これからの地域センターとして新たな役割が期

待されています。 

 昨今、地域のつながりが希薄化すると同時に地域

社会における課題も複雑化、多様化しています。特

に防災、防犯、環境、教育、少子化や高齢化などが

皆様の関心事ではないでしょうか。 

 そこで、市では将来を見据えた計画の中で地域に

ある公共施設を地域活動の拠点として位置づけ、地

域の課題の解決に向けて地域で活躍する団体と行

政が協働しながら地域づくりを進めたいと考えていま

す。具体的にはニュー成瀬センターの中に（仮称）地

域活動室（約 50 ㎡程度）を設けて、地域の担い手の

方の活動の場を確保してまいります。 

  （事務局 Ｋ・Ｍ・Ｆ） 

 事務局だより 

 次回の成瀬センターづくり会議は

■日時 

 平成 24 年 1 月 22 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 

 基本計画のまとめについて 

発行：町田市 市民部 市民総務課 
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・フリースペースやロビーで学童が過ごしやす

いように考慮をして欲しい（子供たちの遊び

の部屋を作ってください） 

・グラウンドの北東部分がデッドスペースにな

らないか 

・歩行者にとって南北２か所の出入口があるの

が良い 

・雨の日に車寄せがしにくいのではないか 

・建物裏側の無駄なスペースがなくなる 

・人、自転車と車の分離ができる 

・自転車が北からだけ入る 

・グラウンド側に駐輪場が欲しい 

・北側の植栽に駐輪場をおいて西側はすべて駐

車場にしては（車寄せができる） 

・車と歩行者を分離できる 

・調理室、音楽室が分かれている 

・エントランスロビー左手にある緑地部分が必

要ない 

・エントランス部分の庭スペースは不要（室内

を広く使いたい） 

・ホールロビー東側の出っ張りが不要 

・エントランス南の緑地は不要 

・ホール側にみんなのトイレが無い 

・ロビー前の植栽にテラスを 

・文庫とキッズエリアがフリースペースや各部

屋への廊下に面していて読書、読み聞かせ、

お話などの落ちついた文庫活動ができるか心

配（乳児が乗って来たバギーを廊下に置くこ

とになります） 

 

・地域活動室の収容人数は何人ぐらいでしょう

か？また常駐する人はいるでしょうか？ 

・テラスもあると見映えが良くなると思う 

・ホールの改修は具体的にどの程度ですか？ 

 

意見・感想シートより 

・桜の木を植えてほしい 

・将来の人材育成を担う文庫にもう少し広さが 

 あればと思います 

・素敵な建物になることを期待しています 
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 第 5 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 4 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説明 

５．グループに分かれて話し合い 
概略平面図（B 案修正版）について 

６．全体でのまとめ 

 会議開催のスケジュール 

第１回成瀬センターづくり会議 

 平成２３年１０月２日（日） 

○成瀬センター施設全体に関すること

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 

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 

 

第５回成瀬センターづくり会議 

  平成２４年１月２２日（日） 

○基本計画のまとめについて 

 

 

第 5 回成瀬センターづくり会議が 2012

年 1 月 22 日（日）に行われました。 

前回の成瀬センターづくり会議で出た

ご意見を参考として、概略平面図 B案を

修正。グループに分かれての討議では作

成された概略平面図案の修正点に対す

るご意見や今後施設を利用することを

想定した各部屋の利用方法等について

活発な議論が行われました。 

 検討を行った成瀬センター平面図 
第 4 回成瀬センターづくり会議における検討結果を参考とし

て、グループ検討のたたき台として次の平面図案（Ｂ案修正版）

を資料として提示しました。 

終了 

Ｂ案修正版 

 グループでの話し合いで出た意見

Ａグループで出た意見 

■駐車場について 

・駐車場を優先しすぎる 

・駐車場をもう少し狭くして、入口も北側を無くし、西側と

南側だけでいい 

終了 

終了 

終了 

・障がい者の駐車スペースは良い 

・障がい者用駐車スペースは良いと思う（利用者の意見を参

考にしてあれば） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フリースペースについて 

・吹抜けは暖房効率が悪い 

・ロビー、フリースペースに素敵なテーブル、椅子が欲しい

・軽くミーティングができる机、椅子が欲しい 

・趣味活動やミーティングなどに使いたい 

■エントランスについて 

・エントランスへの動線は良いが、駐輪場は建物右側（グラ

ウンド側）にも欲しい 

■多目的室について 

・キッチンスペースが小さいのではないか（料理講習会がで

きるのか） 

■キッズエリア＆文庫について 

・ホール側のキッズエリアは不便 

・文庫やキッズエリアを日当たりの良い隅っこへ 

・文庫のスペースはもう少し欲しい 

■和室について 

・和室が小さすぎる 

・和室の場所は修正後案で良い 

・交流会などで和室を使用したい（すこし狭い？） 

■音楽室について 

・音楽室の配置は修正後案で良い 

■地域活動室について 

・地域活動室が広すぎる（場所も良すぎる） 

・地域活動室はコンパクトにして他の活動スペースにまわし

てほしい 

・地域活動室にスペースを取り過ぎではないか 

・地域活動室は可動式仕切りにして必要時だけ設置したらよ

い（資料の収納には壁面を使う） 

■倉庫について 

・災害時は避難所として備蓄も含めて充実したものとする 

■ウッドデッキについて 

・保護者の目が届くので良い 

・ウッドデッキとキッズコーナーは近くにして欲しい 

■グラウンドについて 

・グラウンドを L字型にするのをやめてほしい 

・グラウンドがなるべく大きく四角くなるのは使いやすい 

・グラウンドの東スペースはどうしても設けなくてはならな

いのか 

・グラウンドに倉庫が欲しい（登録団体の用具入れ） 

■運営について 

・若者（中高生）に理解のある管理人にして欲しい 

・パンなど食事を販売して欲しい 

・地区全体に使用目的のアンケートをとってはどうか 

・予約無しで集えるセンターのスペースを多くとるべき 

■その他全体について 

・北東の建物はつぶさないで利用する 

・建物の形が変型になりすぎる 

・コンパクトになり過ぎ、多少の無駄はゆとりとして必要 

・あおぞらの建物は本当に壊さないとダメなのか調べて下さい

・元あおぞら学童クラブは建物が大丈夫か調べて下さい 

・車椅子や乳母車が通りやすい空間を 

・乳幼児連れの親子も若者（中高生）も高齢者も集える、使え

る施設を 

・子どもがのびのびできる母や子どものフロア、のんびりゆっ

たり過ごせるお年寄のフロア、ごちゃまぜにしないで分けて

欲しい 

・授乳室は必要、乳母車の置場も考えるべき 

・「手作りの良さを考えた講習会」例えば、老いも若きも皆で

つなぐ料理教室、子どもの食生活、老人の食生活等 

Ｂグループで出た意見 

■駐車場について 

・障がい者用スペースは良し（車の出入口は狭い） 

・南側道路側から自転車のみ出入りする点がよい 

・これでよいと思う 

・駐車場出入口は西側のみが良い 

・車、歩行者を別動線とするため北側出入口の車出入りは禁止

・北側の自転車出入口と駐輪場の関係は？ 

・北側にも駐輪場、バイク置場が欲しい 

■フリースペースについて 

・2階ロビーの隅に卓球のできるスペースを作って欲しい 

・中高生がたむろできる場、話こめる場、椅子、テーブル 

・デザインをもっと具体的に（配置は OK） 

・椅子や机等のデザインはどうなっている？ 

・市民が気楽にランチなど出来るスペースを 

・机、椅子、ソファーは？ 

・学習フロア、PC フロアを集まって話せる、たむろできる場

にできれば 

・書棚や遊具を置く場所を確保して欲しい 

・ロビーの使い分けを考えるべき（同じ使い方をするのか） 

・ホール前のロビーは音を出して良いのであれば卓球台をここ

に置いてはどうか？ 

・窓側に低い椅子をつけて欲しい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・２階のロビーにも椅子やテーブルを置いて誰でもゆっくりで

きるようにして欲しい 

・フリースペース南側壁側に電源や PC 接続を準備してほしい

・デッキ前は緑地帯にしてデッキからの出入りは不可としては

どうか（セキュリティ対策となる） 

・ホール前のロビーも利用しやすいよう飲食ができるようにし

てほしい 

■エントランスについて 

・風除室に車椅子やベビーカーを置くスペースを確保すべき 

・北側入口からの屋根（雨よけ）がいい 

■多目的室について 

・２階多目的室にキッチンをつける 

・流しを二つにして料理講習も可能な多目的室に 

・コの字型のキッチンは使う人数が限られるので、壁一面シス

テムキッチンにして可動式の壁で仕切ってみては？ 

・キッチンをもう少し広くしないと使いづらいとのこと 

・１階のキッチンを２階にチェンジする 

・１階のキッチンを廃止して多目的室の用具置場に 

・ピアノを置いて欲しい（コーラスもしたい） 

・２階の多目的室の利用方法は？ 

■キッズエリア＆文庫について 

・文庫とキッズエリアを柱間で仕切れるようにして、キッズエ

リアは常にオープンにして欲しい 

・文庫の位置は良くなったがキッズエリアとの取り合いは？ 

・キッズエリアと文庫を分ける仕切りが欲しい 

・文庫とキッズエリアの間に仕切りが欲しい 

・文庫の外のかえでの木を新しい文庫の位置の北側に移植する

・可 

・来やすい場所として良い 

・かえで文庫の本を置かせて欲しい 

・書棚を置いて欲しい 

・バギー置場の明示が必要 

・配置 OK 

■和室について 

・和室の配置も良い 

・和室は音楽室やホールからの音がきちんと遮断されるのか 

・広さは 8畳で良い（救護室として使えるのは良い） 

■音楽室について 

・配置 OK 

・直接外から入れる扉があると良い 

・ホール棟にもってきて可（サブホールとしての位置づけ良し）

・防湿対策 

■工芸室について 

・準備室があると良い 

・工芸室には準備室と備品を置くスペースを確保してほしい 

■地域活動室について 

・旧あおぞら学童の建物が残せるのであれば、地域活動室およ

び備蓄倉庫をそちらへ移動して欲しい 

・事務室と地域活動室が近いのが良い 

・運営委員利用を中心としながら他の活動も可能か？ 

・地域活動室は会議室として利用できるか 

・地域の皆が集まる場所としての配置と考えて良しとする 

■倉庫について 

・２階に必要 

・２階にも備品を入れる倉庫が必要では？ 

・２階に物置の小さい部屋が欲しい 

■ウッドデッキについて 

・ウッドデッキの使い方がわからない（出入りは施設の中から

に限られるのか） 

・開放的になっていい 

・机と椅子を置くとよい 

・デッキには屋根をつける 

・デッキには柵をつける 

・デッキの前に低いグリーンベルトを置き緑化する 

・良好（ウッドデッキの屋根はどうなっている？） 

■グラウンドについて 

・バスケットのゴールが欲しい（中高生の声） 

・グラウンドを使う人にも使いやすい位置にして欲しい 

■その他全体 

・屋根にソーラーパネル 

・２階の北方向への避難はどうなるのか（北側はバルコニーに

するのか？） 

Ｃグループで出た意見 

■駐車場について 

・障がい者の方が使いやすいアプローチになった 

・車寄せが出来て大幅に改善された 

・駐輪場配置を北側にして南側から車の出入りを可能に 

・裏から自転車で来た場合の動線が悪いのでは 

・北側入口をもっと西側にすること 

・北側の空きスペースに駐輪場を 

・障がい者用屋根は歩くスペースのみで可 

・出入口は施錠出来るようにする 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駐輪場を北側にして車と自転車を分離する 

・車と自転車の交錯がなくて、駐輪場位置が良くなった（北側

にも欲しい） 

・南側正面口に駐輪スペースが欲しい 

■フリースペースについて 

・机、椅子を設ける（公民館の事務所前のイメージ）小型で可

■エントランスについて 

・エントランス案 OK 

・受付から両方の風除室が見えそうで良い 

・北側から入りグラウンドへ行くのが便利に 

・小さな庭がなくなり広々 

■キッズエリア＆文庫について 

・キッズエリア案 OK 

・文庫の隣の倉庫を少し削って欲しい（→文庫へ） 

・文庫の中の柱が邪魔？ 

■和室について 

・ホール横に部屋があることは良い 

・和室案 OK 

・ホールの控室としての利用は良いアイデア 

・和室やホールで、音を出す団体が使用している時にうるさく

ないか？ 

■音楽室について 

・成瀬センターまつりの時などに控室として利用できて良い 

・ホールと一体で使えるのが良い 

・音楽室案 OK 

■地域活動室について 

・地域活動室案 OK 

■ウッドデッキについて 

・グラウンド利用者に有効 

・掃除用水栓を設ける 

・ホール東側にも欲しい 

・ウッドデッキは一部でも日除けがつくのか？ 

■その他全体について 

・子どもための空間が少ない 

・もう少し大きな施設をつくることはできないのか 

 

 

 

 

 

 
 事務局だより 

昨年 10 月にスタートした成瀬センターづくり

会議は皆様の熱意に支えられながら、先日全 5回

の日程を無事終了することができました。各回、

貴重なご意見を多数いただき本当にありがとう

ございました。 

皆様から愛されてきた成瀬センターを未来へ

末永くつなげていけるように、今回いただいたご

意見やご要望をもとに建替基本計画としてしっ

かりまとめてまいります。なお皆様が取り組まれ

た成瀬センターづくり会議の様子は町田市ホー

ムページに公開しております（建替検討委員会も

同様）。是非、ご覧いただきお気づきの点、ご意

見等をお寄せいただければと存じます。（URL は下

記をご参照下さい。） 

後になりますが、今後成瀬センターは 2015

年度中のリニューアルを目指し、来年度から建替

基本計画に基づいた設計作業、建設工事へと進ん

でまいります。この間、工事などによりご不便を

おかけすることもあるかと思いますが、今後とも

建替事業へのご理解ご協力の程よろしくお願い

いたします。 

・新しい土地に図書館や児童館を別個に建てることを考えた場

合、多機能な建物をつくることが必要ではないか 

・地域センターとしての役割があるが、せっかく新しくするの

であれば児童館のような機能も合わせて考えることはでき

ないのか 

・３階建にする⇒将来、役所の出先機関、子どもセンター、学

童保育などに使えるように 

・学童保育の建物を壊すのはもったいない 

・学童保育建物を残して継続利用できないか（新棟を西へ） 

・図書館機能がほしい 

 

 

町田市ホームページ＞市民の総合案内＞コミュ

ニティ＞市民活動＞活動の場＞成瀬センター建

替事業 

町田市 HP のご案内 

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 



資料 4  



 

資料 4 


	【資料0】第４回検討委員会－次第（Ver1[1].0）
	【資料1】第３回成瀬センター建替検討委員会会議録要旨（Ver1[2].0）
	【資料2】成瀬センターづくり会議ニュース第４号（Ver2[1].0）
	【資料3】成瀬センターづくり会議ニュース第５号（Ver2[1].0）
	【資料4-1】成瀬センター諸室等配置（A案・B案修正後）（Ver2[2].1）
	【資料4-2】成瀬センター諸室等配置（B案断面図）（Ver2[1].1）

