
第９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１５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 

 

３ 建替基本計画案の報告会について（報告） 

  ・建替基本計画案報告会質疑応答の概要 

 

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 閉会 

 

配布資料 

資料１：建替基本計画案報告会質疑応答の概要 

資料２： 建替基本計画に関する検討報告書（案） 

 

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 

市民課：中島課長、尾留川玉川学園駅前連絡所長 

建設総務課：遠藤課長、道路整備課：北川担当課長、田中主事 

(コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

 

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建替基

本計画案の報告会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 建替基本計画案の報告会について（報告） 

 

＜資料１の説明＞ 

 

（委員長） 

 この資料１については、後ほど各自でお読みいただきたい。 

 

 

 



４ 建替基本計画に関する検討報告書について 

 

＜資料２の説明＞ 

 

（委員長） 

目次「２．報告書の性格」は、何を述べようとしているのか。 

 

（コンサルタント） 

この報告書は検討委員会のこれまでの議論の結果についてまとめたものです、

という内容である。 

 

（委員長） 

章立てする程のことでも無いと思う。報告書は基本的に流れとしてはこういう

ことであろう。 

では、「６・求められる諸室とその構成」から入っていく。この内容について

ご意見があれば出していただきたい。 

 

（委員） 

Ｐ７⑥、地域活動室は地区協議会のために活動スペースを設けるとあるが、以

前は特定の団体に貸すスペースにはならないと聞いていたので確認したい。 

 

（事務局） 

町田市の方針として地域の自治活動を推進していくための核として、コミュニ

ティセンターや市民センター等にその活動の拠点となる地域活動室を作っていく

ということになっており、地区協議会の活動スペースとして地域の問題を解決す

るにあたり、いろんな人が参加して利用していくというイメージが近いと思う。 

 

（委員） 

この玉川学園南大谷地区は、他の地区にない地区社協が地域の福祉を考える上

で大きなウエイトを占めている団体として地区協議会の中にも入っている。   

それは、地域活動として、地域の人がどのようにしてスペースを使っていくか

という今後の問題だと思うので、少し他とは違う特色があるということをご承知

いただけると良いかと思う。 

 

（事務局） 

基本的には地域活動室の使い方は自治活動を行う地区協議会で決めていくこと

が大前提となり、地区社会福祉協議会の事務所としても使うということについて

は、現在地区社協は福祉部門の方で補助金対象となっているので、そこを整理し

た上でよく関係機関と協議をして進めていっていただくことと思っている。 

 

（委員） 

基本的には地区協議会が主導権をとって使い方を決めるのだが、その中にいろ

いろな団体が入って、それで有効に使えれば良いと思う。 

 

（委員） 

地区協議会の活動スペースの面積はある程度必要かとは思うし、多目的室につ

いては調理や音楽といった機能を設けるということでかまわないのだが、室数が



３室だと従来と変わらないのではないか。それから、いこいの間の問題もある。 

 

地区協議会の部屋の面積が７０㎡くらいというのとホールの定員が２００人と

いうのは広すぎるのではないか。全体のバランスの中でこの多目的室については

「床面積に余裕が出た場合は、多目的室を優先的に増やす」、となってはいるも

のの、全体の中で色々検討して約１４００㎡になるのか。 

 

当初、面積が３００㎡増えて本当に良かったと思うが、実際どんな形になるの

かまだ少し我々では見えない。くれぐれも多目的室やホールも含めて使う部屋が

少なかった、狭かった、というようにならないようにして欲しい。 

 

（委員長） 

今迄この会館を使って来た方の使い勝手も含めて考えて多目的に使える、どん

な目的でも使えるような部屋を出来るだけ多く作るということを、少し積極性の

ある表現にした方が良いと思う。 

例えば２室以上設置すると書いてあるが、２室以上できるだけ多くの部屋を設

けるとか、「優先的」ではなく、「最優先」にするというように。多少強く表現

していくという方向でいかがか。 

 

（委員） 

自分が代表を努めている運営委員会のメンバーから、借りたい時に借りられな

い。適当な時間が無いから仕方なく夜やっているために集まりが悪いといったこ

とをいつも聞く。 

ホールの最大２００名という表現は、１５０名ないし２００名くらいというこ

とも含めて表現していただければと思う。 

 

（委員長） 

ホールについては「最大２００名」と書いたが、敷地的に平面的に広いわけでは

なく、部屋の形状にもよるので、どこまでの面積が取れるのかは分からない。た

だ、要求としては、１５０と絞るよりは一応２００にしておいた方がいいかと思

う。基本設計を進めていく段階で実際に設計してみた結果、部屋の形状や大きさ

というような話の中で皆さん方と意見交換する機会もあるだろうから、そこでま

た議論することも可能ではないかと思う。ただこの報告書の中ではあまり絞らな

い方が良いと思っている。 

 

（委員） 

いろんな人が申し込んで抽選で外れているのがどのようになっているのかとい

ったことも含めて、部屋数はどの程度欲しいか客観的なデータで示して市に理解

してもらうことも大事ではないか。自分が利用している鶴川の市民会館もかなり

抽選が難しく、簡単には当選しないという事もあるので、このセンターの利用者

からすると、なるべく使いたい時に第二希望まで申し込んで、どうしても第一希

望が取れなくても、第二希望で入れるくらいの余裕を持った部屋があった方がい

いと思う。その辺を納得するためにも利用状況などのデータを付け加えたらいい

のではないか。 

 

（委員） 

抽選は、一度外れると諦めてしまうケースがかなりあると思うので、どれくら



いニーズがあるのかは分かりにくいのでは。 

 

（委員） 

いずれにしてもなるべく部屋数を多くしてもらうためにも具体的なデータはあ

った方がいいと思う。 

 

（委員長） 

そういうデータがあった方が、説得力はある。 

 

（委員） 

基本方針策定時に当時のセンター利用状況のデータがあったが、既に３～４年

経っているので新たに取り直した方が良い。データではホールの利用率は９０％

近くとかなり高くなっていると思う。ただ利用者は、１００人はいないと思われ

る。 

結局、音楽や居合道といった利用で２００名の規模というのは少し大きな感じ

はする。分けて使うのが難しいのだったら、そういう意味では、そういった利用

率をホールに集中させるのか、もう少し分散させるような措置は今後基本設計の

中で考えていった方がいいと思う。 

 

（委員長） 

ホールも音楽や演劇だけではなくて、軽スポーツにも利用すると想定するなら

ば少し広い方が好ましい。 

 

（委員） 

センター運営委員会で、ホールの定員は２００名必要なのかという話が出たと

き、ある地域団体の人の話だと、総会や地域コミュニティが主催する後援会開催

時には１８０名ぐらい集まる、とのことだった。現在はそのくらいの規模の行事

での利用はさくらんぼホールしかなく、さくらんぼホールの利用者からすると、

その日はその行事に一日優先されてしまい、そちらの方にも支障が出て来ること

になる。だからそれくらいの規模は必要なのではないかという意見は出ていた。 

 

（委員長） 

データを活用した方が説得力はあるのだが、例えば多目的室を午前、午後、夜

間の一日３コマとすると、３０日で９０コマになり、４室あると３６０コマある

ことになる。仮に２００団体だったら、使えるじゃないかという判断にもなる。

どうとられるか分からないが、４室とか５室取れるとかなり可能性はある。その

辺は先程申し上げたように少し強調した文章にして強く要求していくようにした

らどうかと思う。 

 

（副委員長） 

１１００㎡から１４００㎡へと２００㎡強増えた時の面積の割り振りをしてい

ない。それから、結構特殊な建物なので通り抜けを作るとか、フリースペースを作

るとか全体的に検討していない状況の中で確約するのが難しそうだという不安が

残る。であれば、２室以上できるだけ取ろうと書いておこうという先程の意見を、

少し強い表現で要望するとうことであればそうである。今の算出から４か５くらい

の感じにはなるのであろう。今いこいの間も入れて５室ある訳なので、最低５室く

らいあると検討委員会としては言い訳がたつかなと思う。まだ検討してないことも



多々ある。例えば２００人程度収容のホールも、他の用途に使う時に卓球をやるの

に何㎡必要か未検討である。用途ごとにしっかりとした検討が必要。設計者は結構

大変だと思う。可能性を幅で示してあげるということである。 

 

（委員長） 

多目的室がどれだけ取れるかにも絡む話だが、Ｐ６、６－１の赤字のところ。エ

レベーターを設けるということは、当然その前にホールが必要になる。そこに至る

導線も必要になってくるので、部屋として取れる面積じゃない共通部分の面積が増

えて来る訳だが、ここの赤字の文章についてはこのような表現でよいか。「施設内

のエレベーターを、地域のバリアフリー化を推進するため、北側道路との間のバリ

アフリー化に活用出来るよう配慮する。」結局センターだけのエレベーターじゃな

いということになる。これも運用については、いろいろ課題はあると思うが、これ

は必要なことである。 

 

（委員） 

Ｐ７の⑥。最初から地域活動室には７０㎡という数字が出ているがここは地区協

議会に参加の地区社協を入れた４つの団体がそれぞれパーテーションなどで区切

って同時に開催出来るためのスペースなのか。 

 

（事務局） 

ここは構成団体が場所を区切って使うという事ではなく、地区協議会が地域の活

動のための拠点にする。それから７０㎡というのは忠生市民センターの地域活動室

が収納スペースも含めてのおおよその大きさである。 

 

（副委員長） 

だいたいこの部屋の広さ６ｍ×１２ｍくらいになる。 

 

（事務局） 

忠生市民センターでは忠生地区協議会と木曽地区協議会の２つの共用だが、玉川

学園は玉川学園南大谷地区だけなので、そこの兼ね合いというのも設計の時出て来

ると思う。 

 

（副委員長） 

机や打ち合わせコーナーが設置され、そんなに広い感じではないと思う。 

 

（委員長） 

収納や、コピーなどの事務機器が設置されてそんなに隙間だらけになるような状

況ではないと思う。 

 

（委員） 

現在、社会福祉協議会の事務所は部屋を借りていてその費用がかなり多く活動す

るには補助金だけでは大変だということだが、建替後のセンターに社会福祉協議会

を入れるといったことは特に考慮はされてないのか。 

 

（事務局） 

地区社会福祉協議会を所管する福祉総務課地からその事務所を入れて欲しいと

いう話はでていない。ただ、地区協議会の中で地区社会福祉協議会の活動と地域活



動室の関係をどう考えるか。地区協議会に考えていただく事も当然あるし、あとも

う一つは補助対象団体の事務所としてまた別途というのはないと思うので、そこを

整理して何か解決するということは今後の方向としてあるかと思うので、それは今

後の話として考えていただければ良いかと思う。 

 

（委員） 

いこいの間については、設立当初、この地域には他の地域にある「ふれあい館」

が無く、下の和室を高齢者用のいこいの間として使っていたという経緯があるため、

ふれあい館の代替としていこいの間を新しいセンターにどう入れていくか文言を

記載すれば良いのではないか。 

 

（事務局） 

まずこの経緯についてだが、基本的には確認出来ないということと、いきいき生

活部では経緯は無いという話である。ただそういう高齢者福祉部門の公共施設の配

置計画とは別に市民部としてそういう要望で何等か考えて、設けたというようなこ

とは考えられるが、そこまで記録的に確認出来てないので少なくとも福祉部門から

の要請ではないと理解している。 

 

（委員長） 

要求があれば多目的室を使っていただくような流れになると思う。 

 

（委員） 

予約しなくても使えるいこいの間の形を残して欲しいという意見はある。 

 

（副委員長） 

先日の報告会で質問された方の最後の了解事項というのはフリースペースがあ

るので、そういう予約しなくても使える代替スペースがあればそれでもいい、と理

解されている。いこいの間といった無料で優先的に貸し出すスペースは今回作らな

い、ということである。 

 

（委員） 

皆が一緒に使える場が欲しいということだと思がそうはいかないのだろうか。 

 

（委員長） 

今までの経緯からすると報告書の中でその扱いをどうするか述べた方が良いと

いう考えもあるが、どちらかというと運用の問題となるのでここには入れないほう

が良いと思う。今迄の歴史からするといこいの間は確かに必要な状況だったと思う

が、これからはそれを報告書の中に組み込むのかどうか。 

 

（副委員長） 

例えば、いこいの間を使用している多くの高齢者が「自由に使えるのならフリース

ペースで良い」となってしまうと、フリースペースはいつも高齢者で、他の方々が

使えないという状況もなくはないと思う。現在３５％くらいの高齢者がこれから４

０％近くまで増えていくとなると、このフリースペースは高齢者だけのためかとい

うことになってしまう。どちらにせよ運用のルールの中で検討する話だと思う。 

 

 



（委員） 

他の市民センターにもいこいの間みたいなのが１箇所だけあったが、それはどの

ような使われ方なのか。 

 

（事務局） 

小山市民センターにあり、午後の枠だけ今の玉川学園コミュニティセンターと同

じような使われ方をしている。 

 

（事務局） 

最近確認したところ、特定の団体が予約して独占使用している状態になっており、

それはもうただ通常の多目的室として予約して利用してもらえばいい訳で、このい

こいの間の趣旨とは違うのではないかと考えている。誰でもいつでも借りられると

いうのがいこいの間の趣旨であり、その使い方はやはり運用で動いていくと思って

おり、特定の団体のために貸すような施設は考えられないと思う。 

 

（委員長） 

では次の「７．コミュニティセンター外部空間のあり方」に入っていきたい。①

は良いかと思うので②から始める。 

 

（委員） 

Ｐ９ではデッキの表現が「ブリッジ（歩道橋）」となっているが、これは補足か。 

 

（事務局） 

Ｐ９は、玉川学園改築委員会からの要望書が出された時の表現を用いている。 

 

（委員長） 

では、Ｐ１０の②以降について説明をお願いしたい。 

 

＜Ｐ１０～１１ ②の説明＞ 

 

（委員長） 

Ｐ１１ページの上から三つ目の「○」、「以上の状況を踏まえて～」というとこ

ろは、検討委員会として報告する内容が書かれているのでてこの辺の表現を最終的

には整理した方が良いと思う。それから最後の「○」、「検討委員会が住民に対し

て説明を行う」という文言については、少し書き足した方が良さそうである。住民

とは誰で、説明はどういう形でするか整理が必要かと思うが、全体の内容について

ご意見があれば出していただきたい。 

 

（委員） 

「デッキ」と「歩道デッキ」と二つの言葉の表記があるが、統一したほうがよい。

それからＰ１１の上から２番目の「○」が２行にまとめられている。これは前回の

委員会ではその２行の他にまた何行かあったのだが、これが２行に集約されたのは

どういう理由か。というのは、「反面」という形でこう書かれていると、いわゆる

是認している人も反対している人もいることになり、商店街の人と他の人との間で

対立しかねないのでこの「反面」という言葉は少し工夫された方が良いと思う。 

 

 



（委員） 

Ｐ１１の三番目の「○」、検討委員会としてはデッキを建てる、ということで良

いのか。 

 

（委員長） 

架ける事が望ましいという方向である。 

 

（委員） 

それは委員全員一致という事になる訳か。 

 

（委員長） 

そのとおり。いろんな意見があるというところは踏まえた報告書にしなくてはい

けないが、方向性はやはり皆さん合意の上でまとめあげる形にしたい。 

 

（委員） 

４）のエレベーターの外部空間の一部については検討が必要である、というのは

先程の施設内のエレベーターが上下のバリアフリー化に貢献するという事で、施設

内のエレベーターはどう考えているかということを施設内エレベーターのところ

で書く必要があるのかどうか。このエレベーターの所は外部の事でよいか。 

 

（委員長） 

そのとおり。その辺の識別をはっきりするということである。この辺はいろいろ

なご意見があるので、表現を極力注意しながらまとめていかなければいけないと思

っている。 

 

（副委員長） 

駅前道路から敷地、デッキに至るエレベーターは当然外部だと思う。建物の外

側であれば運用時間は途中で止めることも、一日中使えることも可能。そこから

北側道路（市道町田２１９号線）までの間のエレベーターを同じように外部に設

けるとなると、施設の中にもエレベーターが一基必要になる。投資上は一つのエ

レベーターで両方兼用出来ると良いという希望も含めた文章であり不明解になっ

ている。両方出来る上手い方法があるのか、実際に設計してみないと、というこ

とでぼかしてある。それは理解していただいて、それでも明解な方が良いという

のであればそれとは別に外部を行き来するエレベーターをもう一基設けるという

ように書けば明解になる。さらに物の搬入は、当然北側部分からになるだろうと

想定されるからこれも設計上かなり難しい。斜面地なので、その辺は少し自由度

を残して記載している。 

 

（委員） 

エレベーターのことが「外部空間のあり方」のところに書いてあるということ

は外に付けるという意味ではないのか。 

 

 

（副委員長） 

外に付けられたということでもある。 

 

 



（委員） 

今迄、館内エレベーターを使って移動出来るようにするためにそれを動かす時

間について運用で考えるのだと理解していた。だからバリアフリーができた所か

ら上の利用は館内のエレベーターを使い、学校法人玉川学園から譲ってもらった

土地を利してそこにエレベーターを付けるという話を言われた気がする。だから

デッキを付けてそこに道路からもデッキのレベルまで上がる外付けのエレベータ

ーをつけ、あとは館内のエレベーターを使って一番北側の道路まで行く、という

イメージかと思っていた。 

 

（委員長） 

基本的な考え方はそれで良いと思う。道路からデッキに上がるためのエレベー

ターが外部に一つ、会館に入ったら今度は中の用途だけではなく裏側から来られ

る方々も利用できるような形の内部エレベーターが一つ。中のエレベーターとデ

ッキまでの上がるエレベーターの２基必要になってくるという考え方で良い。 

 

（委員） 

そう理解していたのだがその辺はこれで明確になっているのか。 

 

（委員） 

あとは運用時間をお伺いしたい。 

 

（委員長） 

館内に設けるエレベーターを外部の方が使うとなると、時間が制限される。先

程、副委員長が発言したように機材を運ぶためのエレベーターがどういう形で計

画されるかということは出て来るかと思う。 

 

（副委員長） 

今、小田急線に設置されている２基のエレベーターはどちらも終電、要するに

夜１時頃まで動いているので、道路から上がって来るエレベーターはそれに合わ

せて１時まで動かすことは可能。建物内のエレベーターは施設の運用時間による

と書いてあるが、運用時間が２０時で終了となるとここでバリアフリーはストッ

プとなってしまう。それらを整合性持たせるためには中に全部入ってしまうの

か、それとも外付けのエレベーターを上手く使うことによって、中も外も使える

エレベーターというものはないだろうか。当然設計者からはどうするのかという

質問をされると思う。一番良いのは館内のエレベーターをそのまま使えれば良い

が運用時間がらみの問題がまだ残っているということである。運用時間というの

は夜だけでなく朝も関係する。 

例えば朝、お子さんを連れた方がベビーカーで向こうまで行かれると思ってデ

ッキまで来たが、施設内は閉館中で使えないとなると、バリアフリーと言いなが

らうそじゃないのということになりかねない。今より良くなることは確かなの

で、それでも満足してもらえればそれですむ話だとは思うが。 

 

（委員） 

それは慣れていくと思う。夜間は使えないというのが分かればそれに合わせて

行動するようになると思う。 

 

 



（委員長） 

今迄意見が出ているように、一番上までエレベーターで上がれるといったよう

なバリアフリー化を本当に完璧な方向に極力もっていけるような設計をしてもら

い、外からも中からも上手く使い分けられると一番良いと思う。エレベーターの

両方向に出口が出来るようになっているので、外向きは右側とか、中は左側とか

というように出来ればよいが、その辺は少し計画の中で練って、極力こちらの要

望に沿って計画してもらえるようにしたい。その辺は報告書の中で、しっかりと

した要望を明確に出すような形にするため文言整理をしたい。 

 

（副委員長） 

あとＰ１１最後の「○」、「歩行者デッキ設置にあたっては現地地権者及びに

小田急電鉄㈱と十分協議し」ここは今もそのとおりだが、「町田市と検討委員会

が・・・」のところ、検討委員会の役割は来年の３月迄になっているのでこの説

明会がその先だとするとおかしい。よってこの文言は変えた方がいい。 

 

（委員） 

この辺に関しては２０１２年の市政懇談会の中で都市づくり部長が駅周辺事業

に関しては地域住民と十分に話し合いながら整理していきたい、というお話があ

ったので、その部分を参考にされた方が良いかと思う。 

 

（副委員長） 

一つは根拠。問題の起点は景観問題。残る景観について、デッキには屋根がか

かるのか、とかエレベーターの運用時間といったこと等について具体案を示して

説明が出来る状態にして説明をし、理解を求めるという言葉に変えた方がいい

と、私は思うが。 

 

（委員） 

先程と同じでデータを持って説明をするというのと同じようにきちんとした物

を提示し、それで説得に向かっていただきたい。 

 

（委員） 

それから「歩道デッキ」という言葉はやめて、「デッキ」という言葉にしたほ

うがよい。 

 

（委員長） 

どちらかに統一した方がいい。 

 

（委員） 

ブリッジという言葉もあったが。 

 

（委員） 

その言葉は改築委員会で使っていたもの。 

ブリッジは橋で、ブリッジで拒否感を持つ人がいると思う。デッキの方がスマ

ートだと思う。 

 

（委員長） 

あんまり縛りをかけないでその辺はしっかり表現を統一していきたい。この外



部空間についてはおおよそよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

ではＰ１３の８番の設計以降のところへいく。設計者の選定をどうしたらいい

かというところで、１）から４）まで書かれている。ここには入札なのかプロポ

ーザルなのかといった具体的な表現はされてない。決定にはいろんな方式がある

し、その他考えられないかということもある。今迄のいろんな意見をしっかり踏

まえた上でこの難しい敷地を設計する設計者の能力もかなり高いものが求められ

ると思うので、やはり経験やセンス、技術力も必要。技術力も持っていなければ

いけない。そういう人達をどうやって選んだらいいか。 

 

（委員） 

やはりプロポーザルで出してもらってやらないと無理だと思う。 

 

（委員） 

Ｐ１３、１）のタイトルが、「市民との対話を通しての問題解決能力」と書い

てあるのに、最後の行のところは住民への説明・確認となっている。これは表現

上「対話」にならない。 

同じように「８-２ 作成時における市民意見の確認について」も、基本設計図

に反映していることを住民に報告というのは設計者の選定の段階で、ある程度対

話という形を取るのか、取らないのかによってだいぶ表現変わって来ると思う

が、この辺どうなのか。 

 

（委員長） 

他のセンターのやり方を見ても、やっぱり設計説明会という形で説明がある。

そこで当然質問があって意見交換する時間があるわけなので、全く意見を聞かな

いということではないと思う。ただ設計者が考えている内容を十分理解をしても

らうという機会を作るということか。 

 

（委員） 

そういった表現がどこかにあってもいい気もする。 

 

（委員長） 

もう少し丁寧な書き方にした方が良いということ。先程、松原委員からプロポ

ーザルという話もあったが、事務局から何か補足は必要か。 

 

 

（事務局） 

検討委員会ではどのような設計者を選びたいかということを出していただき、

後はどのような方式が良いか、町田市が基本計画を作る際にそれを判断していく

というようにした方が良いと思う。プロポーザルにするとまず時間がかかるの

で、そういう時間が工期の中で出てくるか、これは工期も基本計画の中では組ん

でいかなくてはならないが、やはり反面できる限り早い開館が求められるので、

今そこに時間を取るのかとか、そういうことを総合的に判断していかなくてはい

けない時期が町田市としてあると思うので、どのような設計者を選ぶか、プロポ



ーザルか競争入札かというのは方法論の話しであって、競争入札であっても資質

を、というような競争入札の仕方もあると思う。そういったことは良く検討して

いかなければならないと思うので、ここではどんな設計者を選びたいか、という

ことで、お金だけではないということを正副委員長から言われていて、町田市も

その通りだと思うので、この４点で良いのかどうかそういうことをしっかり我々

に伝えていただければと思う。 

 

（委員） 

このような設計者を選びたいからこういう方式は考えられるということまでは

話してもいいのではないか。 

 

（事務局） 

そこはもう委員会の方で。 

 

（副委員長） 

下打ち合わせの段階で、委員長も私もどちらかというと市民との対話で案をつ

めていく形になるので人を選ぶプロポーザルがいいと思い、人の選出後に対話を

通じて形に直していくというプロセスの方がいいのではないかという話はした

が、町田市としてもコミュニティ施設ではそういう方法を今迄やったことが無

く、契約の方法も無いとのこと。この委員会でどういう設計者を選ぶかというこ

とで意見をまとめてもらえれば、それに沿った判断を行政としていきたいという

ことなので、方式そのもの、例えば入札とかプロポーザルとかそこまで踏み込ん

で書くか書かないかというあたりは争点になる。よって、みなさんの意見でプロ

ポーザル、人を選ぶプロポーザルをやるのであればそういう方向で是非進めても

らいたいと書けなくはない。 

 

（委員） 

入札とかプロポーザルとかいう言葉を使わなくてもこのような設計者が求めら

れるからこういうやり方が望ましい、という書き方でいいのではないか。 

 

（副委員長） 

一般的に通用する言葉だと「プロポーザル」という言葉は比較的分かり易いの

で、そういう言葉になると思う。 

 

（委員長） 

例えばプロポーザルという言葉に限定しないで、プロポーザルと人を選ぶ、能

力を判定するようなやり方が望ましいとか、それを望む、というように考え方は

明確に表現すべきと思う。実際にどういう方法をとるかは市にお願いすることに

なるが、委員会としては考え方を明確に主張すべき所は主張した方が良い。 

 

（副委員長） 

従来やっている入札方式というのは、提案をすると入札希望の設計者がほとん

ど全ての原案を書いてそれに金額をいれてくる。設計者側から見ると５社あげれ

ば５社みんなが同じように図面を書いて、というように結構お金もかかることで

ある。案を変えようと思っても既に案が出ているので、変えてといわれてもかな

り負担を強いることになる。そのかわり１回で決まるので時間的には短時間で済

む。人を選ぶ方法は、どういう設計をするか基本的な案を出させる。人を選ぶ方



法というのはその後に設計という作業が残るのでその分時間が余計かかる、適切

な人を選べる可能性が高いというのが通説である。 

 

（委員） 

素人考えではあるが、今まで行われてきた報告会や市民会議に参加した方の中

にいた設計者や建築士の方々の中からベテランと若手を選んで、ということはで

きないのか。あえていろいろと条件を出さなくても皆さんの意見をしっかり聞い

てきた方がここの設計に携わることが私はある意味大事だと思うが、経験者じゃ

ないといけないという部分と、若い人の意見とを合わせて共同設計ということは

できないのか。 

 

（副委員長） 

すごく大事なことだと思う。２番目に技術を中心に書いてあるが、設計者１人

で全ての技術を蓄積するというのは不可能だし、構造も設備も何でもかんでも責

任取をとることも不可能。音響にうるさい方もいる訳で、音響についても設計者

の他に音響の専門家が必要となり、チームを組む。斜面で軟弱な地盤かもしれな

いし、湧水が流れているかもしれない。アドバイザリー契約といって自分では出

来ないことを外の方に頼んでチームを組んで提案するというやり方が通常やる設

計の組み方である。そういう可能性は残しながら設計者は建築基準法上の責任を

取られなければいけないことになっている。若手と高齢者の組み合わせもあると

思う。ベテランになると保守的でつまんない建物になる傾向があり若手は思わぬ

アイディアを出したりするが不安が残る。そういったことを含めてどこまで表現

するか。 

 

（委員長） 

ここの敷地は非常に難しいので、デザインが良ければ良いというものでもない

し、地盤のこともある。それから、構造的な知識もしっかり無ければいけない

し、かなり経験積んでないと難しい。音響も含めていろんな方々とチームを組ん

でやれる能力、要するにコントロールする能力もなければいけない。そういうこ

とでかなりの資質は問われることは間違いない。それだけに、しっかりとそうい

う資質を見極めることが出来るような選定の仕方をしていただけると良い。なか

なかそんな条件揃った設計者そんなにいるわけじゃない。やはりある程度、例え

ば一人二人でやっている小さな設計事務所は出来ないと思う。ある程度人数がい

ないと、難しい。 

 

（委員） 

選考委員会も含めて選考の仕方をきちんと言い切った形で書いた方が良いと思

う。町田市が決めることであっても、やはり検討委員会と地域の思いをちゃんと

伝えることが大切だと思う。 

 

（委員） 

今迄、どんな建物にして欲しいかということをいろいろと議論してきた。基本

コンセプトもあるが、単なる箱物ではなくやはりこの文教地域と指定されている

この地域にふさわしい建物にして欲しい。単なる機能の追求だけではなく、下町

の建物とはまた違うシンボル的な建物を求めていると思う。その辺のことを是非

理解して設計して欲しい。 

 



（副委員長） 

そのことは、一部ではあるがＰ３の⑦にある。 

 

（委員） 

アレンジした形で盛り込んで、是非理解して地域をどうにかして設計して欲し

いということは入れたい。 

 

（委員長） 

当然設計者として考えると思うが、地域の特性をしっかり把握した上でその地

域にあった建物を造ってもらうということか。 

 

（委員） 

当然それは配慮してくれるのだと思う。 

 

（委員） 

いずれにしても、地域と設計者と町田市が一緒になって作ったという実感がな

いと。だからそういった選び方。適切な設計者を選ぶことが大切だと思う。 

 

（副委員長） 

あんまり規模が大きくないので、安い設計料でしかも時間もかかりそうだし、

魅力も無いとなると、設計者が誰も来ないのではないかということを懸念されて

いる人もいた。だから、何を持って魅力付けするかということも大事。 

 

（委員長） 

設計者選定の時期と施工者選定の時期が、オリンピックもあって、微妙な時期

ではある。特に施工会社がむずかしいかもしれない。この報告書のＰ１４「９．

その他留意すべき諸点」と書いてあるが、これが新しく出て来た項目なので、少

し説明していただいた方が良いと思う。 

 

＜Ｐ１４「９．その他留意すべき諸点」説明＞ 

 

（委員長） 

今説明あったように、今迄書き加えていなかった部分を書き加えたということ

である。 

 

（委員） 

２番目の分かり易い広報というのは大切なことと思うし、このセンターの基本

方向としても「文化の発信基地」としての機能も持つようにしたいというのは当

初基本方針から始まって、いつもでてくるわけだが、どうすれば発信出来るのか

という話をあんまりしてこなかった。その点では発信は広報に限らないと思う

が、これをどうやって発信していったら良いのか気になる。 

 

（委員） 

これは最初に議論したが、議論すれば議論しただけ分からなくなる。表現はこ

れで良いだろうというところで終わった。 

 

 



（委員長） 

実際に広報のやり方はいろんな種類のものがある。ホームページといったいろん

な電子媒体を使っていくやり方もあれば、紙媒体で伝えるやり方もある、広報だ

けではなくて先程、委員の発言にもあったように、他のやり方というのか、実際

にここで活動している実態そのものがＰＲになると思うのだが、そういうように

大勢の人がここに集まって活気がある、そういうセンターになっていけばそれも

一つのＰＲの材料だと思う。だから、この辺のところはこういう広報も非常に重

要であるということを述べておけば良いと思う。多くの方に使ってもらって、活

性化していくことが一番大事。 

 

（委員） 

そうしたことを意識しながら使っていく。 

 

（委員長） 

それでは、ひと通り報告書の案を見てきたが、これから今日ご指摘があった内

容も含めて細かく再整理をしていく。次回にはその最終版に近い状態をお出しす

ることが出来ると思うのでその段階で細かい所も確認をいただいて最終決定をし

たいと思う。まだ多少時間あるので何か言いたりないことがあったらどうぞ。 

 

（委員） 

９番目のその他の留意スペースのところに警備員のシャワー室というのは提供

出来ないのか。 

 

（副委員長） 

健康に配慮するということもあるが、もう少し働いている方に配慮しなければ

ならないということで書いてある。管理人の方は、現在夏場手ぬぐいで体を拭か

れてお休みになっている。今回備蓄倉庫もあり、また帰宅困難者受け入れたり

と、かなりの人たちが場合によっては寝泊まりする可能性が無くもない。別に管

理人だけでの問題ではない。今迄の機能よりかなり拡張された機能になるので状

況を想定して記載する必要がある。 

 

（委員） 

敷地面積の３００㎡の内訳を教えてもらいたい。現在の自転車バイク置き場を

吸収し、今後はそれで屋上も活用する。それから学校用地を一部取し、それから

敷地内の道路を活用するという事もある。それからこれ学校用地を取得する事に

よって容積率がかなり変わる。この用地は従来通り一種住専のままなのか一部商

業地域になったのかその辺ちょっと教えてもらいたい。 

 

（事務局） 

すみません。そういうのがわかる資料を本日置いて来てしまって。 

 

（委員） 

後日で構わない。今まで敷地をどうやって増やせるのかが一番の議論だったの

で、その当時のメンバーから結果がどうだったのかと聞かれた際にはきちんと詳

しく説明しなければならない。 

 

 



（コンサルタント） 

今、資料を持ってきていないが、非常に大雑把に言うと、玉川学園から買収し

た土地も全部がこの建物の面積に入るわけではなくて、道路とか先程もお話に出

たエレベーター、そういう物に取られて、概算ですけど、７０、８０㎡この敷地

に入る。そこは近隣商業地域なので、容積率が３００％。３倍になる。よって例

えばそこだけで言うと２４０㎡くらいは容積が増えるということになる。 

 

（委員） 

商業地域になるわけか。 

 

（コンサルタント） 

いいえ、用途地域は変わらないが、商業地域の面積が入ったために、買収され

たところが元々近隣商業地域なのでそこは３倍になる。今迄の所が0.8倍なので容

積が全然違う。非常に大雑把に言わせてもらうとそのまるまる入ったところ掛け

る３倍が増えたということになる。 

 

（事務局） 

玉川学園２丁目自転車駐車場敷地部分は全て一低層です。面積的には３３０㎡

ではあるが、８０％であるから約２６０㎡程度の延床面積が増えた。ということ

になる。それから、廃道部分、敷地組み入れ部分であるが、これ敷地とすると約

１６０㎡。ただその配分が一低層部分にあるものが８７㎡程度である。 

 

（委員） 

今一度お願いしたい。 

 

（事務局） 

廃道部分の敷地面積の合計が約１６０㎡程度。一低層にあるもの延床面積換算

で８０パーセント程度になるが、それが８７㎡程度、近隣商業地域になるのが７

３㎡程度。それが３倍になるので、延床面積で換算すると約２９０㎡という事に

なる。それから学校法人から提供受ける土地だが、道路部分になる物は除外され

ているがコミュニティセンターに組み入れる物は約７３㎡程度である。これはす

べて近隣商業区域なので３倍になり、２２０㎡程度延床面積が増えるという事に

なっている。 

  

（委員長） 

それではそろそろ時間になったが、多少時間があるのでここで何か一言述べて

おきたいという事があれば伺うが、いかがか。もしなければ事務局の方に戻しま

す。 

 

５．閉会 

 


