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１.建替基本計画策定の目的と背景 
 

1-1建替基本計画の目的 

  

玉川学園コミュニティセンター建替基本計画（以下「建替基本計画」という。）は、「玉川学

園文化センターの建替に関する基本方針」（2012 年 3 月策定)に基づき、広く市民の意見を反映

したうえで、以下の項目等について基本設計の方向を定めるものである。 

 

・敷地利用 

・施設内部・外部空間の方針 

・建替事業のスケジュール 

 

 

 

 

●「建替基本計画」に基づいて、建物の形態・構造・設備等

を具体化する(基本設計)、さらに建設工事に関わる具体的内

容を定める（実施設計)。 

●「建替基本方針」に基づいて、広く市民の意見を反映した

うえで、設計の基本的方向を定める。 

  

 

●建て替えの建設地、利用イメージ、利用者の想定、施設規

模など、建て替えに関する基本的考え方(コンセプト)を示

す。 

■建替基本計画の位置づけ 

建替基本方針 

建替基本計画 

基本設計・実施設計 

建築工事 

施設供用開始 
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1-2建替基本計画策定の背景 

 

(1)コミュニティセンターの現況 
 

①構造・規模 

センターの敷地は狭く、かつ傾斜地にあるため利用上の制約が存在する。また建物の面積も

他の地域センターと比較して小さい。 
 

構造・規模等 

所    在    町田市玉川学園二丁目１９番１２号 

敷地の用途・面積 敷地面積 1,024.2 ㎡ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

建ぺい率／容積率 40％／80％ 

建物の構造・規模 

 

建築面積 348 ㎡ 

延べ床面積 595 ㎡ 

構造・階数 鉄筋コンクリート造・3 階建て 

建築（増築）年 建築（増築）年 1974 年竣工（1991 年増築部分竣工） 

 

②センターの機能 

 センターの機能としては、地域の文化活動を支える「地域センター」、主に証明発行を行う「連

絡所」、地域児童のための「児童図書室」の 3 つがある。 
 

機能 

 業務の内容 部屋別の面積 

地域センター ・センターの管理運営。各種文化活動

及びコミュニティの振興。 

具体的には、 

ⅰ 施設の貸出 

  ⅱ センター行事 

の 2 つが主なものとなる。 

・ホール    定員 100 人   89 ㎡ 

・第１会議室   定員 21 人 40 ㎡ 

・第２会議室   定員 16 人 26 ㎡ 

・第３会議室   定員 20 人 29 ㎡ 

・和室（保育室） 定員 14 人 17 ㎡（10 畳） 

・いこいの間   定員  14 人 17 ㎡（10 畳） 

連絡所 ・証明書（戸籍、住民票、印鑑登録、

税務）の交付。妊娠届の受付と母子健

康手帳の交付。 

市庁舎や市民センターと異なり、転

入、転出、出生、死亡等の届出には対

応していない。 

 

 

・事務室＋児童図書室： 86 ㎡ 

児童図書室 図書の貸出、リクエストの受付等。 
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③利用状況 

1)地域センター 

ⅰ施設の貸出 

（部屋ごとの貸出状況） 

○ 部屋ごとの利用率（センターの利用状況（2014 年度）・下表）で見ると、和室、いこいの

間に若干の余裕が見られるものの、ホールの利用率が特に高く、会議室も日中を中心に活発

に利用されている。 
 

利用状況 

 利用率 利用の傾向 

ホール 93.6％ 昼夜を問わず 90％以上の利用がある。 

第１会議室 68.4％ ３つの会議室ともに、夜間の利用に若干余裕があるものの、午前・午後

の日中時間帯では 80％前後の利用がある。 第２会議室 65.8％ 

第３会議室 75.0％ 

和室 69.3％ 夜間の利用に若干余裕があるものの、午後の時間帯は 80％以上の利用が

ある。 

いこいの間 39.6％ 夜間の利用が少ないものの、午前の時間帯では 50％以上の利用がある。 

 

（予約と抽選の状況） 

○ 施設案内予約システムで 2 ヶ月前（ホールは 3 ヶ月前）の 1 日から各室の予約の受付を開

始し、8 日までに受け付けたものについて、同じ時間帯に重複した申し込みがあった場合、

抽選で予約を確定している。 

センターの予約・抽選の状況（2014 年 10 月利用分・下表）では、2 ヶ月前（3 ヶ月前）の

時点で申し込みが重複することが珍しくなく、多くの時間帯がすぐに予約される状況である。

ホールでは 7 割以上、第 1・第 2・第 3 会議室では 5 割以上がその時点で予約され、特にホー

ルでは予約可能な時間帯の 4 割強が抽選となる厳しい状況となっている。 
 

利用状況(予約・抽選の状況)                            単位  件 

 ア．予約可能な
時間帯 

イ．予約があっ
た時間帯 

ウ．抽選となっ
た時間帯 

エ．予約の割
合(ｲ/ｱ) 

オ．抽選の
割合(ｳ/ｱ) 

ホール 90 66 40 73.3% 44.4% 

第１会議室 90 45 19 50.0% 21.1% 

第２会議室 90 46 21 51.1% 23.3% 

第３会議室 90 49 20 54.4% 22.2% 

和室 90 33 6 36.7% 6.7% 

いこいの間 60 9 0 15.0% 0% 

＊2 ヶ月前（ホールは 3 ヶ月前）の 1 日から施設案内予約システムで受け付ける「予約」とその予約が重なっ
た場合の「抽選」について集計。 

＊「時間帯」は、午前、午後、夜間の 3 区分（いこいの間のみ午前、夜間の 2 区分）に開館日数をかけた数。 
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（目的別の利用状況） 

○センターの分野別利用状況（2015 年 3 月分・下表）では、 

(a)全体として「会議・趣味」を目的とする利用が多い。 

(b)「音楽」を目的とする利用は、ピアノの使用ができるホールと第 3 会議室、第 2 会議室(第

2・3 会議室を繋げて使用)で 9 割近くを占めている。 

(c)「体操・ダンス」を目的とする利用は、利用可能な部屋がホールしかないため、ホール利用

の 5 割近くを占めている。 
 

目的別利用状況(件数)                            単位  件（％） 

 会議・趣味 音楽 体操・ダンス その他 合計 

ホール 9(10.7) 31(36.9) 44(52.4)  84(100.0) 

第１会議室 62(95.4) 3(4.6)   65(100.0) 

第２会議室 36(67.9) 17(32.1)   53(100.0) 

第３会議室 40(56.3) 31(43.7)   71(100.0) 

和室 53(96.4) 2(3.6)   55(100.0) 

いこいの間 19(86.4) 3(13.6)   22(100.0) 

合計 219(62.5) 87(24.9) 44(12.6)  350(100.0) 

        ＊ (  )は、分野別の割合（％）。 

ⅱセンター行事 

センターでは、センターの活動に対する地元の理解を高め、より多く利用されるよう「センタ

ーまつり」を開催するとともに「玉川学園コミュニティセンターだより」を発行している。 

・センターまつり 

毎年秋に「センターまつり」を開催しており、例年、センターを拠点として活動している

サークルが発表と展示を 1 年ごとに交互に行っている。 

・玉川学園コミュニティセンターだより 

月 1 回、センター利用者や地域の方向けに、センターの近況をつづった「玉川学園コミュ

ニティセンターだより」を発行している。 

 

2)連絡所 

○ センターには連絡所があり、年間約 1 万件の証明書の発行業務を行っている。しかし、社

会保障・税番号制度の実施に伴い、今後は発行件数の減少が想定される。 

 

3)児童図書室 

○ センターの児童書蔵書数は、2015 年 4 月現在、6,745 冊。貸出冊数は、2014 年 4 月～2015

年 3 月の 1 年間に 6,842 冊。回転数（蔵書 1 冊あたりの貸出冊数）は、約 1.0 回／年となる。 

図書館の児童書の実績（下表）と比較して小さな数値であるが、事務室（証明書発行窓口、

地域センター受付）に併設された身近な図書室として、地元住民に親しまれ、十分活用され

ている。 
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児童図書室の蔵書・利用状況 

 玉川学園コミュニティセンター 
児童図書室 

（2014 年度） 

図書館 
（2013 年度） 

蔵書数 6,745 冊 250,120 冊 

貸出回数・冊数 6,842 冊 1,114,370 冊 

回転数／年 1.0 回 4.5 回 

 

○ 同時期の利用実人数は、412 人。児童図書室の対象は児童（小学生）に限らず、 幼児

や保護者も含まれているが、玉川学園在住の小学生が 783 人（2015 年 1 月 1 日現在、玉川

学園 1～8 丁目の 6～12 歳人口）であることを考えると、いかに地域の児童に親しまれてい

るかがわかる。 

○ 2007 年度から、地域のボランティアの協力を得て、月 1 回、児童図書室において乳幼児を

対象とした「おはなし会」を開催している。 

 

 

(2)建替の必要性 
 

玉川学園コミュニティセンターは地域に根付いた施設であり、地域住民の各種活動の舞台と

して活発に利用されてきた。しかし、1974 年当時の建築基準、技術水準で建設されたセンター

は、築 41 年を経過し、施設面で時代の要請に応えられなくなってきている。 

建替の必要性として、次の 3 点が挙げられる。 

 

①老朽化の解消 

築 41 年が経過し、建物の老朽化が進んでいる。設備の老朽化も顕著であり、適切な維持管理

に限界が生じてきている。 

 

②バリアフリー 

バリアフリーの概念が一般的でない時代に建設されているため、建物としてハンディキャッ

プに対応できていない。 

また、センターが斜面地にあるため、アクセス上のバリアフリーに対応するための改修が困

難となっている。 

 

③狭隘 

時代とともに地域住民の文化活動が活発となってきているが、現在のセンターはその活動拠

点としての機能を十分に提供しきれていない。会議室等の諸室も手狭な状況であり、特にホー

ルについては、その狭さゆえに参加人数を制限せざるをえず各種活動が制約される傾向が見ら

れる。 

 

 

＊図書館は、児童書のみの数値 
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 現況施設の平面図 

コミュニティセンターの位置 

現況施設の断面図 

玉川学園コミュニティセンター 

玉川学園前駅 

玉川学園前駅 
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２.検討の経緯 
 

2-1建替基本計画に至る経過 

 玉川学園コミュニティセンターの建替について、建替基本計画策定に至る経過は以下のとお

りである。 

 

検討経緯 

2007 年 11 月 

「町田市中期経営計画 重点政策プラン」において重点施策のひとつと

して「コミュニティ活動を高める」を掲げ、その施策を具体化するための

重点事業である「地域コミュニティ施設整備」の中に「地域センターの建

替 ２センター」を明記 

2008 年 9 月 
地域住民が主催する「玉川学園文化センター建替えを考える住民懇談

会」において「玉川学園文化センター改築委員会」が発足 

2009 年 
建替予定の地域センターが成瀬センターと玉川学園文化センターであ

ることを公表 

2010 年 9 月 

玉川学園文化センター改築委員会から、住民へのアンケート調査などを

通じて意見を反映した「玉川学園文化センター改築についての要望書」を

受ける。 

2010 年 4 月～ 

2011 年 3 月 

玉川学園文化センター建替の基礎資料とするための基本調査を実施 

2011 年 8 月 「玉川学園文化センターの建て替えに関する基本的な考え方」を作成 

2011 年 11 月 
地元住民 11 名を委員とする「玉川学園文化センターの建て替えに関す

る基本方針策定懇談会」を設置 

2012 年 2 月 懇談会から「玉川学園文化センターの建て替えに関する提言」を受ける。 

2012 年 3 月 
 懇談会の提言を受けて、「玉川学園文化センターの建替に関する基本方

針」を策定 

2014 年 1 月 
建替基本計画を検討するため、地域の団体代表、コミュニティセンター

運営委員、学識経験者の計 11 名からなる検討委員会を設置 

2015 年 11 月 
検討委員会から、「玉川学園コミュニティセンター建替基本計画に関す

る検討報告書」を受ける。 
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2-2建替に向けての地域の取り組み 

 

(1) 改築委員会による要望書 
 

 「玉川学園文化センター改築委員会」（以下、「改築委員会」という。）は、玉川学園文化セン

ター運営委員会を母体として、2008 年 9 月に発足した。 

 改築委員会は、地域の諸団体「玉川学園文化センター運営委員会」「地元町内会・自治会」「地

元商店会」「玉川学園地区まちづくりの会」からの計 18 名で構成され、玉川学園文化センター

改築に関する意見・要望のまとめを目的とした組織である。 

 発足以来、地域住民参加による「住民懇談会」の開催、アンケートなどを行い、2010 年 9 月

には『「玉川学園文化センター改築」についての要望書』を町田市に提出した。 

要望の主な内容は、次のとおりである。 

 

1)住民要望（老朽化対策、バリアフリー化、建物のランドマーク化等）の周知徹底 

・基礎調査（＊）にあたり、老朽化対策、バリアフリー化、建物のランドマーク化等、住

民の要望・意見を事前に市の担当者、調査業者に周知徹底願いたい。 

＊玉川学園文化センター建替の基本調査として、町田市が 2010 年 9 月～2011 年 3 月に実施した。 

別紙：住民の要望・意見 

(1)建物全体に
ついて 

古い・狭い・危険(災害対策)→早期建替え、拡張、耐震 
◇会議室=①部屋数が不足 ②照明・空調等設備が古い ③LAN 設備の設置 
◇ホール=①狭い、拡張が必要(せめて 200 名収容) ②照明・音響・空調設
備の刷新 ③更衣室の設置 ④可動式舞台・同椅子の設置 ⑤地下駐車場
の設置 
◇新設スペース=①コミュニティスペース ②アトリエ(絵画・陶芸室) ③
音楽室 
◇災害・環境等=①耐震設備 ②太陽光発電 ③地下貯水槽 ④豊かな緑 

(2)バリアフリ
ーについて
(当文化セ
ンター最大
のテーマ) 

急坂で段差が多くたどり着くのに疲れる、利用し辛い。→バリアフリー設
備の完備 
①エレベーターの設置 ②エスカレーターの設置 ③駅からのブリッジ
(歩道橋)の設置 ④建物内は緩やかなスロープ(高齢者・弱者に優しい設
備〉 

(3)市役所出張
所について 

①図書館 ②駐車場 ③キッズコーナーの設置 ④建替え、近代化の実現 

(4)建物の姿・
全体像 

玉川学園地区のシンボル(文化、芸術のメッカ)となる建物 文教地区に相
応しい当地区のランドマークとなる建物 

(5)共同事業化 
「文化センター建替え事業」を住民・町田市・玉川学園・小田急電鉄 4 者
の共同事業と位置づけ、４者が協力し合い、本事業を推進し、将来の駅前
再開発に結びつけて欲しい。 

 

2)敷地面積の拡大（駐輪場の一部吸収） 

・スペース拡大は住民多数の強い要望である。駐輪場は一部を残し、残りスペースを文化

センター敷地と合体させ、文化センター敷地面積を拡大できないか調査・検討願いたい。 

※スペース＝敷地規模 

3)隣接地（花壇）の借用 

・センターは、玉川学園の花壇の後背地にある。できれば市が同校から花壇用地を借り受
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け、センターの用地に充当していただきたい。 

・花壇用地の借り受けが可能となった場合、新文化センターはどんな絵が描けるのか、調

査・検討願いたい。 

4)建替事業の共同事業化（住民・市・学校法人玉川学園・小田急電鉄） 

・文化センター建替え事業は住民・行政の「協働事業」であるが、住民の要望事項（拡張、

バリアフリー等）を解決するためには、学校法人玉川学園と小田急電鉄から全面的支

援・協力を得ることが不可欠である。 

・市・住民・学校・電鉄４者の「共同事業」として本事業を推進すべく、市は、早急に学

校・電鉄とコンタクトをとり、協力関係を構築願いたい。 

 

 

 

 

(2) 懇談会の提言 
 

町田市は地域住民の代表（玉川学園地区町内会・自治会連合会、玉川学園文化センター運営

委員、玉川学園文化センター改築委員会、玉川学園地区まちづくりの会、玉川学園地区社会福

祉協議会）計 11 名で構成される「玉川学園文化センターの建て替えに関する基本方針策定懇談

会」（以下、「懇談会」という。）を、2011 年 11 月に設置した。 

2012 年 2 月に懇談会から「玉川学園文化センターの建て替えに関する提言」が提出された。

主な内容は、次のとおりである。 

1)検討の前提 

・文化センターの建て替えは、速やかに進めるべきである。 

・文化センターを、地域活動や地域の文化の発信基地、地域のまちづくりに貢献する拠点

と位置づける。 

・周辺の景観を損なわないよう最大限配慮する。 

2)施設本体 

・建設地は「現在地+駐輪場」の敷地を活用することを前提に、規模の不足を補う方策を

検討すべきである。 

・他地域の人々の利用や交流は望ましいが、地域住民の利用をまず考えるべきである。 

・だれもがいつでも利用できる「フリースペース」、地域活動団体の拠点「コミュニティ

スペース」を設置したい。 

・現在の証明発行窓口・図書室機能の存続は必要である。 

3)今後の展開 

・駅から高台への地域全体に貢献するバリアフリー整備を目標としたい。 

・建て替えにあたっては、市、地域住民とともに、玉川学園、小田急電鉄との連携が必要

である。 

・基本計画の検討は、専門家の積極的参画と広く一般住民の意見を聞くことが必要である。 
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町田市 

2-3建替基本計画検討の体制 

 

 建替基本計画の策定にあたっては、2014 年 1 月地域の団体代表・コミュニティセンター運営

委員・学識経験者計 11 名からなる「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」（以下「検討委員会」と言う）を設置した。 

検討委員会は、地域の意見を反映するため「玉川学園コミュニティセンター建替市民会議」

（以下「建替市民会議」という。）、「基本計画案市民報告会」を開催するなどしたうえで「玉川

学園コミュニティセンター建替基本計画に関する検討報告書」を作成し、市へ報告することを

役割とした。 

また、並行して庁内の意見の収集、必要な協議・調整を目的として、庁内関係各課による庁

内連絡調整会議を開催した。 

  

建替基本計画検討の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ※2014 年 12 月 15 日開催 

                              （全体会） 

                              2015 年 2 月 20 日開催 

                              （施設機能検討部会） 

 

 

 

2-4検討委員会の検討経過 

 

 検討委員会は、2014 年 1 月に発足し、2015 年 10 月までに計 10 回開催された。 

検討委員会は、検討過程において、2015 年 5・6 月には市民意見の聴取を目的として「玉川

学園コミュニティセンター建替市民会議」を、同年 10 月には、基本計画案骨子の報告と意見聴

取を目的に「建替基本計画案報告会」を開催した。 

以上の経過を経て、2015 年 11 月、町田市は検討委員会から「玉川学園コミュニティセンタ

ー建替基本計画に関する検討報告書」を受け取った。 

 

事務局 

市民部市民総務課 

 

庁内連絡調整会議 

庁内関係部課 

全体運営・「建替基本計画」の策定 

協議・ 

調整 

委嘱 報告 

報告 
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 

 

地域の団体代表、学識経験者等 

「建替基本計画に関する検討
報告書」の作成と市への報告 

 

地域住民 

意見 

聴取 

検討委員会が開催する「玉川
学園コミュニティセンター
建替市民会議」「建替基本計
画案報告会」への参加 
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３.計画の条件 

 

3-1関連する法規制等 

 

(1)法規制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①建築基準法 

  敷地の大半は「第一種低層住居専用地域」に位置するため、次の規制を受ける。 

・用途：利用者がある程度限定される「公民館」であれば、「学校（大学、高等専門学校、専

修学校及び各種学校を除く）、図書館その他これに類するもの」に該当する（昭和 53 年 8

月 11 日東住街発第 172 号）が、当センターは市役所の窓口業務、及び図書機能も併設し、

かつ 600 ㎡を超えるため、建築基準法第 48 条による用途の許可が必要となる。 

・高さ：絶対高さが 10ｍに制限されている。斜面は３ｍごとに平均地盤面を設定し、そこから

の高さが 10ｍ以内とする。やむを得ない場合は建築基準法第 55 条による高さの限度の許

可が必要となる。 

第一種低層住居専用地域 
容積率 80％、建ぺい率 40％ 

第一種中高層住居専用地域 
容積率 100％、建ぺい率 50％ 

第一種低層住居専用地域 
容積率 80％、建ぺい率 40％ 

近隣商業地域 
容積率 200％、建ぺい率 80％ 

近隣商業地域 
容積率 300％、建ぺい率 80％ 
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・日影規制：軒高が 7ｍを超える場合、または地上３階以上で日影規制がかかる。 

 

②都市計画法 

・本敷地は、開発許可の対象となる。 

・開発許可が必要な事業は、「町田市住宅開発事業に関する条例」の宅地開発事業に該当し、隣

接する道路は、中心線から 3ｍ以上拡幅する必要がある。対する道路境界ががけ地等の場合、

そこから 6ｍ以上の幅員が必要。（条例施行規則第 20 条、別表第２） 

 

③その他 

・土砂災害防止法による区域指定が、2018年3月に予定されている。本敷地は高低差が5ｍを超

えており、「警戒区域」に指定されると想定されるが、災害履歴や表土の耐力試験などによっ

て判定される「特別警戒区域」に指定されるか否かは未定である。 

 

(2)地域の自主的ルール 
 

①建築協約 

 本施設を含む地域一帯には「玉川学園地区建築協約」が結ばれている。本施設建設に当たっ

て考慮すべき項目を挙げる。 

 

1)玉川学園地域まちづくり憲章(平成21年5月 玉川学園地区町内会自治会連合会として承認) 

 「第３ 地形の持つ魅力や街なみ景観を尊重するまち 

      丘と谷戸、坂道や家々が織りなす、変化に富んだ地域の特徴や魅力を理解し、地

形をいかした眺望やまちなみ景観を尊重し、大事にしたまちをつくる。」 

 

2)建築並びに土地造成に関する申し合わせ事項 

(玉川学園町内会として平成3年4月制定、平成22年6月最終改訂) 

 「（2）ア）計画内容に関して 

  ③敷地内の既存樹木は極力保全すること 

  ④２ｍ以上の擁壁が生ずる場合、垂直擁壁は避けるとともに擁壁の緑化に努めること 

  ⑤建物は街並み景観に配慮しかつ落ち着いた色彩として、学園地域の環境の維持向上に貢

献すること」 
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(3)関連する計画等 
 

①町田市都市計画マスタープラン 

 町田市都市計画マスタープラン(2013年改訂)における「玉川学園・南大谷地域のまちづくり

構想」では、テーマ別のまちづくりの方針として、以下のように位置づけられている(関連項

目について記載)。 

〇にぎわいと交流を創出するまちづくり(地域拠点化) 

ア)魅力あふれる玉川学園前駅周辺の生活中心地の育成 

・商業、行政・福祉などのサービス機能の充実により、地域生活の中心地としての魅力を高めて行

きます。 

イ)多様な世代が交流できる環境の創出 

・玉川学園コミュニティセンターは、子どもから高齢者まで多様な世代が交流できる、コミュニテ

ィの核となる地域の拠点として整備します。 

〇安全・安心のまちづくり(防災・防犯) 

ウ)玉川学園前駅周辺の歩きやすい空間づくり 

・玉川学園前駅周辺では、駅前広場や歩道、自転車等駐車場の整備など駅へのアクセス性を高める

ための検討やバリアフリー化などを図り、利便性が高く歩きやすい空間づくりを進めます。 

 

②町田市景観計画 

2009年12月に策定された町田市景観計画では、「地域別の景観づくりの方針」において、玉川

学園前駅周辺について次のように位置づけている。 

1)景観づくりのテーマ 

・地域生活の中心となる学園都市にふさわしい駅前の景観づくり 

通勤、通学や買い物など、地域の日常生活の中心である玉川学園前駅周辺は、周辺の住宅地 

に配慮しながら、文教のまちにふさわしい風格のある景観づくりを進めます。 

 

③玉川学園前駅周辺バリアフリー基本構想 

2013年3月に町田市が策定した同構想では、次のように位置づけている。 

1)基本理念 

〇高齢者や障がい者、子どもなどだれもが、鉄道バスを利用しやすく、安全に安心して移動でき、

施設が利用しやすいまちを目指し、坂の多い地区であることを踏まえて、きめの細かい整備を推進

する。 

2)基本方針１ 

〇駅とその周辺施設をだれもが利用しやすいまちを目指す。 

・鉄道駅等の交通拠点から最寄りの施設、または施設から交通拠点への移動をしやすくするために、

駅とその周辺施設間の経路等の改善、案内や誘導の充実を目指す。 
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3-2敷地及び施設建設の条件 

 

(1)敷地 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施設建設の条件 
施設建設にあたっての条件は、以下のとおりである。 
 

敷地及び施設建設の条件 

 現況 建替後 

敷地面積 1,024.2 ㎡ ①現コミュニティセンター部分 

②玉川学園二丁目自転車駐車場部分 

③市道町田 407 号線・408 号線重複認定部分 

④購入予定部分   

 計 約 1,440 ㎡ 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

（40/80） 

第一種低層住居専用地域     約 1,300 ㎡ 

近隣商業地域（80/300）       約 140 ㎡ 

延べ床面積 595 ㎡ 約 1,450 ㎡(建築可能面積) 

建築面積 348 ㎡ 約  630 ㎡(建築可能面積) 

①現コミュニティ 
センター部分 

市道町田 128 号線 

市道町田 407 号線 

市道町田 408 号線 

市道町田 408 号線 

②玉川学園二丁目 
自転車駐車場部分 

 

④購入予定部分 
・センター敷地部分 
・エレベーター用地

部分 

市道町田 219 号線 

 

市道町田 407 号線 

③市道町田 407 号線・
408 号線重複認定部分 



15 

 

４.建替にあたっての基本的考え方 
 

4-1 コミュニティセンター建替の基本理念 

 

「建替に関する基本方針」のコンセプトを踏まえ、基本計画では以下の事項を基本理念とする。 

 

① 住民が集まり、楽しく交流し学ぶことができる場所であるとともに、地域課題を

住民自らが解決する拠点であること 

 新しい施設は、住民が気軽に訪れ、集まることができるよう、施設ヘのアクセス･内部のバリ

アフリーを実現するとともに、センターでの活動が地域住民に発信できるよう、入りやすい雰

囲気づくり、外からも内部での活動が垣間見られる空間づくりを進める。 

 また、地域住民が地域課題を自ら解決していく拠点としていく。 

 

② 地域の活動や地域の魅力を発信できる場所であること 

 地域住民が地域課題を自ら解決していくだけでなく、地域の魅力を外部に発信していく拠点

としていく。 

また、ロビーやフリースペース等を活用して、地域の活動を発信するとともに、「新たな仲間

作り」に活用できるようにする。 

 

③ 地域の景観に調和し、人々に親しまれる場所であること 

 新しい施設は、周辺環境との調和を重視した、地域住民に親しまれる建物とする。 

 

 

4-2 建替事業の基本的な方向性 

 

 上記の基本理念を具現化するために、建替事業の基本的な方向性を以下のとおり定める。 

 

① 地域住民の活動拠点、広域的交流の拠点として、地域活性化への貢献を図る 

地域住民の活動・交流拠点として、必要な面積を確保したホール・多目的機能スペースや地

域活動室等を設置する。開放性のある施設とするとともに、地域の活動・地域の魅力が発信で

きる場としていく。 

地域住民が集う場所として、連絡所、児童図書室等の行政機能を配置するとともに、複合化

の観点から、防災備蓄倉庫、玉川学園二丁目自転車駐車場を併設する。 

また、駅前に立地する利点を生かし、広域的な交流拠点として、多くの市民が利用しやすい

施設と施設運営を通じて、地域及び玉川学園前駅周辺の活性化に寄与する。 
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② 誰もが気軽に立ち寄れる、アクセスしやすい施設とするとともに、地域のバリア

フリーに寄与する 

誰もがいつでも気軽に利用でき、立ち寄れる施設とするために、アクセス経路のバリアフリ

ー化を図る。 

また、障がいのある方等のアクセスに配慮し、障がい者用・思いやり駐車区画を設置するほ

か、施設利用者専用の駐車場・駐輪場を設置する。 

施設へのアクセスとしては、市道町田 128 号線（駅前道路）、市道町田 219 号線、玉川学園

前駅の三方向を想定し、それぞれバリアフリー化を図る。 

玉川学園前駅からのアクセスについては、デッキを利用した直接駅からのバリアフリー化を

図る。 

 

③ 連絡所については、現在の機能を維持する 

現在の連絡所については、駅前に立地している利便性の良さもあり、地域住民の身近な行政

窓口や相談窓口として利用されているため、現在の機能を維持する。 

 

④ 多様なニーズに対応可能な施設とする 

多様な世代が暮らす地域として、施設への要望は多岐にわたっている。また、施設は完成後

長期にわたり利用されるものであり、この間に施設へのニーズも変化していくことが予測され

る。内部諸室の機能を固定せず、また行政も含めた多様な主体による事業展開に対応できるよ

うに、多目的利用が可能な施設とする。 

 

⑤ 周辺住宅地に調和した建物とする 

この地域の景観に合わせて、周辺住宅地に調和した施設とする必要がある。また、自然を身

近に感じられるよう、要所に緑化を施し周辺の景観との連続性に配慮する。 

なお、施設計画によって既存樹木が伐採される場合においても、新たな植栽等の方策により、

自然を身近に感じられる風景として現状の景観を再生・継承するものとする。 

 

⑥ 地域の防災拠点とする 

 地域の防災拠点とするために、72 時間対応の非常電源・防災備蓄倉庫を確保する。また、そ

の観点から必要な耐震性を確保する。 

 

⑦ 維持管理費低減、施設の長寿命化を図る 

施設の長寿命化を図るため、長期間の利用に耐え得る建築材料を採用するとともに、環境負

荷低減対策等により完成後の維持管理費の低減を図る。 
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５.コミュニティセンター内部空間のあり方 
 

5-1基本的な考え方 

〇 ホール･諸室は特定の目的に特化されたものとせず、多様な目的に対応できるものとする。 
 

〇 平常時・非常時を問わず、来館者、利用者に分かりやすく行きやすいよう、視覚的に明確

で安全な動線計画を考慮する。 
 

〇 子どもから高齢者まで、誰もが利用できるよう配慮する。 
 

〇 施設内にエレベーターを設置し、市道町田 219 号線からの円滑なアクセスを可能とし、同

時に地域のバリアフリーに貢献する。 
 

○ ホール・諸室・ロビー等は、誰もが参加しやすくし、地域活動を発信しやすくするために、

開放的な空間とする。 

 

5-2諸室のあり方及び構成 
 

玉川学園コミュニティセンター諸室の構成 

室名 機能・規格 

連絡所 現証明発行機能を維持する。事務室・カウンター・待合スペースを含め

て 150 ㎡程度とする。 

ホール 定員 180 名程度とする。平土間で仮設舞台、幅広い活動に利用できる多

目的ホールとする。 

仮設舞台等の収蔵庫、更衣室、控え室を設置する。 

多目的室 多様な活動に対応できる活動室を、現コミュニティセンターと同数(分割

可能な部１室＋３室)設置する。 

①最大定員 30 名程度の分割可能な部屋                       

②視聴覚室も兼ねた防音・遮音効果のある定員 15～20 名程度の部屋                             

③調理設備を備えた定員 15～20 名程度の部屋         

④定員 10～20 人程度の部屋                   

図書室 児童図書室を基本として設置 

幼児コーナー 児童図書室とつながる位置に子どもが遊べる場所を設置する。 

授乳・調乳・オムツ替えスペースを設置する。 

ロビー 気軽な交流スペースとしてのロビーを設置する。 

ロビー内に予約のいらない「フリースペース」を設置する。 

地域活動室 玉川学園・南大谷地区協議会の活動拠点。地域の課題を地域で解決する

拠点、地域の魅力を発信する拠点として活用する。 

防災備蓄倉庫 風水害時用、帰宅困難者用救護物資の備蓄を行う。約 30 ㎡確保する。 
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①連絡所 

 ○ 面積は、事務室・カウンター・待合スペースを含めて 150 ㎡程度とする。開所時間・機

能については現状を維持する。 

 

②ホール：多目的に使えるホール 

 現在、ホールの利用率は昼夜を問わず 90％以上あり、特に「音楽」と「体操・ダンス」での

利用が多い。現ホールの音響の良さは評価が高い一方で、狭さを指摘する声はきわめて多い。

また、スポーツ・音楽会・展示会・ダンス・町内会・自治会の総会その他多様な使い方が望ま

れており、若い世代の利用も含め新たな使い方にも対応出来るよう、余裕を持った広さの確保

を基本とし、ホールのあり方を次のとおりとする。 

 

〇 講演会・大会議・音楽会・映写会・展示会・演劇の外、卓球・太極拳・ヨガをはじめと

する軽スポーツ、フラダンス・ダンス(ポップ系のダンスも含む)等のレクリエーション活

動の利用を想定するとともに、災害時の避難者や帰宅困難者受入れなど、幅広く利用され

る多目的ホールとする。 

 

〇 音楽会や演劇などに対応できるよう、現ホールと同等以上の音響性能を備えるものとす

る。また、軽スポーツに耐えられる床構造とし、かつ振動が他の部屋に伝わらないよう配

慮する。 

 

〇 市内の他の地域センター並の広さを確保することとし、着座で 180 名程度収容可能な平

土間形式とする。また、高齢者でも設置しやすく収納可能な軽量の仮設舞台を用意する。 

 

〇 以下の付属室を、ホールとのつながりに配慮して配置する。 

 

1) 収蔵庫：仮設舞台、ピアノ、卓球台を収蔵し、必要なときにホールに引き出して利用

することができるようにする。 

 

2) 男女別更衣室・控室：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

部はカーテン等で仕切られるように配慮する。 

 

〇 隣接地の住民に迷惑がかからぬよう、防音と遮音に配慮する。 

 

③多目的室：多様な活動に応える多機能型活動室 

 現在のコミュニティセンターの会議室は、一般的な会議やミーティングに加えて、映像を使

った学習会や音楽の練習、料理講習等多様に利用されている。 

以上のことから会議室については、住民の多様な活動に応えうるものであり、行政も含めた

多様な主体による事業展開が可能となるように多機能型活動室とする。そのため名称について

も「多目的室」とする。 

室数については、現在の諸室の抽選率が 20％程度とあまり高くないこと、後述するフリース
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ペースの活用も可能であることから、現状と同数（分割可能な 1 室＋3 室）とし、他の地域セ

ンターに比して狭い状況（諸室の一人あたりの床面積が、他の地域センター平均 1.72 ㎡である

のに対して､1.16 ㎡）を解消できる広さとし、住民の活動拠点としての機能を確保する。 

 

〇 最大定員 30 名程度で分割可能な部屋を１室設ける。 

 

〇 視聴覚室も兼ね、音楽の練習等に対応できる防音・遮音性能の高い部屋１室を設ける(定

員 15～20 名度)。 

 

〇 調理設備を備え、料理講習・高齢者の食事づくりや食事会など「食を介してコミュニケ

ーションを図る部屋」１室を設ける(定員 15～20 名程度)。 

 

〇 その他、定員 10～20 名程度の部屋を１室設ける。 

 

〇 全室 IT 対応の設備(無線 LAN など)を設ける。 

 

〇 他施設及び現施設の利用実績からみて和室は設けず、必要な際は畳マットを敷くなどで

対応する。 

 

④図書室：児童図書室を基本に、大人向け図書貸出機能を検討 

 現在の児童図書室は身近な図書室として、地域の児童に加えて、幼児や保護者にも親しまれ、

十分に活用されている。 

〇 連絡所に隣接した場所に、センター職員が管理・運用する児童図書室を設置する。 

 

〇 図書館の予約資料受け渡し、返却資料の受け取り等のサービスが実施できるよう検討を

行う。 

 

⑤幼児コーナー：大人の目の届く位置に「幼児コーナー」 

〇 専用の保育室は設けず、従来どおり必要に応じて多目的室を保育室として活用する。 

 

〇 子育て世代が利用しやすいよう、児童図書室と繋がる位置に子どもが遊べる「幼児コー

ナー」などを設置する。また、授乳・調乳・オムツ替えスペースを設置する。 

 

⑥ロビー：個人もグループも気軽に使えるスペース 

 住民が集まり交流できる場所、個人やグループが気軽に立ち寄れる場所としてロビースペー

スの要望は多い。また、予約によらない、数人の談話や交流・ミーティングなどに使えるフリ

ースペースに対する要望も多い。そこで、ロビーについては以下のとおりとする。 

〇 ロビーは、気軽に訪れ交流スペースとして利用できるよう配慮する。 

 

〇 数名程度のグループ数組が、予約なしに利用出来る「フリースペース」をロビー内に確
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保する。 

 

○ ロビー・フリースペースを活用した情報発信ができるようにする。 

 

⑦地域活動室：地区協議会の活動拠点 

 玉川学園･南大谷地区協議会の活動拠点として、地域活動室を設置する。地域活動室は地域 

の課題解決のための拠点として機能するとともに、地域活動・地域の魅力の発信の拠点となる。 

〇 執務・ミーティングスペース、資料収納スペースを基本とし、他センターの地域活動室

を参考にして設置する。 

 

○ IT に対応しインターネット環境を整えることにより、情報発信を可能にする。 

 

⑧その他の諸室・機能 

1)シャワー室 

〇 軽スポーツ、ダンス、帰宅困難者の一時滞在など多様なニーズに対応して、シャワー

設備を設置する。 

 

2)エレベーター 

〇 施設内の円滑な移動、市道町田 219 号線からの円滑なアクセスのため施設内にエレベ 

ーターを設置する。 

 

⑨防災の拠点としての整備：風水害時等の臨時避難所、帰宅困難者の一時滞在施設、

備蓄倉庫の設置 

〇 玉川学園コミュニティセンターは、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いる。避難・滞在に対応できるよう 72

時間の対応が可能な非常電源を確保する。 

 

○ 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（防災備蓄倉庫）として、

30 ㎡程度の防災備蓄倉庫を配置する。 

 

⑩玉川学園二丁目自転車駐車場の併設 

○ 玉川学園二丁目自転車駐車場が、駅前の駐輪対策上大きな役割を果たしていることを考 

慮し、屋上部分に玉川学園二丁目自転車駐車場を併設する。床面積は 280 ㎡程度とする。  
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６.コミュニティセンター外部空間のあり方 
 

6-1施設への動線計画について 

 「４－２建替事業の基本的な方向性」の②で記載したとおり、施設ヘの動線計画としては、

利用者の利便性を考慮し、①市道町田 128 号線（駅前道路）から ②市道町田 219 号線（北側

道路）からの二方向に加え、玉川学園前駅からの利用者も想定した、駅からの動線計画を設定

し、それぞれバリアフリー整備を行う。 

 

6-2駅からのアクセス向上及び地域のバリアフリーに貢献するデッキの

設置 

玉川学園コミュニティセンター建替にあたっては、駅から施設ヘのアクセス性を向上させ誰

でもアクセスしやすいコミュニティセンターにし、施設・地域の魅力を向上させる必要がある。 

 また、「改築委員会」も含めて、地域住民からの要望にあるように、高低差のある地域のバリ 

アフリー化を図る必要がある。 

○ 駅からコミュニティセンターを直接つなぐデッキを、市道町田 408 号線の階段上部に設

置する。また、市道町田 128 号線（駅前道路）との通行改善に資するエレベーターを、コ

ミュニティセンター側デッキに附帯した位置に設置する。 

○ 市道町田 219 号線と市道町田 128 号線（駅前道路）をつなげている市道町田 407・408

号線の通行については、これまでと同様に通行可能とする。特に市道町田 408 号線北側の

階段部分については、デッキ設置場所にかかわらず、市道町田 128 号線（駅前道路）への

通行を引き続き可能とする。 

  以上の事業は、施設建設事業と一体的に行う。 

○ 「コミュニティセンター内部空間のあり方」で言及した、コミュニティセンター内のエ

レベーター設置は、前述のとおり市道町田 219 号線からのアクセスの向上に寄与するとと

もに、市道町田 128 号線・玉川学園前駅から市道町田 219 号線までの間のバリアフリー化

に寄与するものである。その観点から施設内部のエレベーターの運用時間等については今

後十分検討する。 
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6-3附帯施設 

施設利用者用駐車場・駐輪場 

〇 コミュニティセンター利用者のための駐車場・駐輪場は、市道町田 219 号線に面した場

所に駐車場（障がい者用・業務用等）４台分を設ける。 

〇 施設利用者用駐輪場を、商業施設の場合の駐輪場附置義務に準じて 20 台程度設ける。 

 

 

6-4併設施設 

 屋上部分に、玉川学園二丁自転車駐車場を２８０㎡程度の範囲で建て替える。 

 

6-5周辺との関係 

① 施設の概観 

〇 施設の外観については、周辺の景観・環境に調和したものとする。 

 

② 周辺への配慮 

〇 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配慮する。 

 

〇 可能な範囲で敷地内の植栽および建物の屋上等の緑化を進め、周辺環境に配慮する。 

 

③ 施設周辺の自然環境等について 

〇 敷地内の樹木については、必要な樹木の保全を基本とするが、建設への支障などやむを

得ない場合は新たな植樹などを行い、創造的継承を図る。 

 

〇 敷地内の現在の施設の記憶となる「ふれあい坂」の石碑、桜の記念植樹等できる限りの

保全を図る。 
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７.事業推進に向けて 

 

7-1建替事業のスケジュール 

 

本基本計画に基づいて基本設計、実施設計を行い、施工段階を経て開館に至るスケジュール

は次のとおりである。 

 

事業スケジュール 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 

コミュニ

ティセン

ター建替

事業 

                

 

 

 

 

 

デッキ・

エレベー

ター設置

工事 

 

デッキ・エレベーター
詳細設計 

デッキ・エレベーター築造工事 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2工事・設計にあたっての留意事項 

 

① 玉川学園前駅と直接つなぐデッキ及びデッキに附帯したエレベーターを設置する整備事業

は、玉川学園コミュニティセンター建替工事と密接に関係するものである。設計においても

できる限り一体性を持たせるとともに、工事施工においても調整しながら実施する必要があ

る。 

そのため、設計・工事それぞれの段階において、双方の設計者・施工者が緊密に連携を取

って進めるものとする。 

 

② 検討委員会報告書では、敷地周辺の樹木や、「ふれあい坂」の石碑、桜の記念樹等の可能な

限りの保全が求められている。敷地東側の市道町田 128 号線（駅前道路側）にクレーンを設

基本設計 

2016.2～ 

2016.6 

実施設計 

2016.7～ 

2017.3 

建設工事

発注準備 

2017.4～ 

2017.9 

解体・造成・

建築工事 

2017.10～ 

2019.5 

施設オープン 

2019.7（予定） 
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置すると、これらの保存樹木等が支障となって、工事が円滑に進まない可能性がある。 

また、市道町田 128 号線（駅前道路）は、玉川学園前駅北口に面し、通勤・通学者をはじ

めとした通行人が非常に多い状況となっており、資材の搬入口を市道町田 128 号線（駅前道

路側）に設置するのは困難である。 

そのため、本工事の搬入口は敷地西側の市道町田 219 号線側に取るものとする。 

ただし、玉川学園前駅と直接つなぐデッキ及びデッキに附帯したエレベーターを設置する

整備事業は、市道町田 128 号線（駅前道路側）側を搬入口にすることが予想されるため、十

分な調整を行う。 

 

③ 本施設は、高低差が５ｍを超える敷地に建設される。 

  そのため、土砂災害防止法に基づく区域に指定される可能性があることを念頭においた構

造強度・擁壁対策をとるものとする。 
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関連資料 
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検討委員会名簿等 

 

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 

 

 

(2013 年 12 月 15 日～2015 年 3 月 31 日)                (順不同・敬称略) 

氏 名 選出区分（所属） 

前島 正光（委員長） 学識経験者 

岡本 宏 （副委員長） 学識経験者 

鎭目 義雄 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

中本 剛司 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

松原 三郎 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

玉木 信雄 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

松香 光夫 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

根上 倫子 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

尾張 日出夫 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

清瀬 壯一 玉川学園地区まちづくりの会 

井上 宮子 玉川学園地区社会福祉協議会 

 

(2015 年４月１日以降) 

氏 名 選出区分（所属） 

前島 正光（委員長） 学識経験者 

岡本 宏 （副委員長） 学識経験者 

松香 光夫 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

中本 剛司 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

松原 三郎 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

玉木 信雄 玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会 

秋山 啓子 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

根上 倫子 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

尾張 日出夫 玉川学園コミュニティセンター運営委員会 

清瀬 壯一 玉川学園地区まちづくりの会 

井上 宮子 玉川学園地区社会福祉協議会 
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町田市玉川学園コミュニティセンター建替市民会議参加者名簿 （順不同・敬省略） 

浦谷 善彦 今井 康子 小池 敬吉 舩生 みどり 都世子 菊子 

野田 行康 井関 千明 大橋 徹也 岩ヶ谷 一夫 菊地 重成 

大山 憲一 福井 悠介 中島 健一朗 大橋 由起子 西森 久美子 

穴水 廣義 横山 郁子 高橋 八州太郎 岩上 貞子 金子 伸子 

篠原 佑 土屋 慶子 望月 富雄 岸川 和正 富永 哲史 

田中 弘文 高橋 靖昭 ｼｭｴﾘﾝ ｷﾐｺ 島武 博和 富永 千穂 

増田 尚子 木村 彰男 木村 真理子 谷 敏夫 内田 延子 

大島 新一郎 比留間 功 柴田 敬子 長谷川 美知子  

桒澤 利京 中川 龍彦 鮫島 孝子 三島 寿  

根上 秀夫 大藪 真喜子 監物 博 永井 一郎  

柴田 信之 小林 弘義 川越 侃 桑原 正弘  

 

建替連絡調整会議関係部課 

政策経営部経営改革室 経済観光部産業観光課 都市づくり部交通事業推進課 

市民部市民協働推進課 建設部建設総務課 都市づくり部地区街づくり課 

市民部防災安全課 建設部道路用地課 都市づくり部建築開発審査課 

地域福祉部福祉総務課 建設部道路整備課 都市づくり部公園緑地課 

いきいき健康部高齢者福祉課 建設部交通安全課 生涯学習部図書館 

子ども生活部児童青少年課 都市づくり部都市政策課  

事務局 

氏  名 所  属 

平野 清 市民部部長（2014 年 3 月 31 日まで） 

榎本 悦次  市民部部長（2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで） 

内山 重雄 市民部部長（2015 年 4 月 1 日から） 

榎本 悦次 市民部次長兼市民総務課長（2014 年 3 月 31 日まで） 

宮崎 慶三 市民部次長兼市民総務課長（2014 年 4 月 1 日から） 

三好 浩一 市民部市民総務課担当課長 

藤原 広志 市民部市民総務課統括係長 

本吉 裕子 市民部市民総務課担当係長 

高橋 雪路 市民部市民総務課担当係長 

吉野 輝 市民部市民総務課主任 

中島 清徳 市民部市民課長 

森岡 広宣 市民部市民課担当課長 

坂倉 明男 市民部市民課玉川学園駅前連絡所長（2015 年 3 月 31 日まで） 

尾留川 真理子 市民部市民課玉川学園駅前連絡所長（2015 年 4 月 1 日から） 

渋谷 幸男 財務部営繕課営繕第一係長（2015 年 3 月 31 日まで） 

徳重 和弘 財務部営繕課担当課長兼営繕第一係長（2015 年 4 月 1 日から） 

 


