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第４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 

 

日時：２０１５年２月２０日（金）午後６時～午後７時３０分 

場所：玉川学園コミュニティセンター第２・３会議室 

 

 

次第： ①開会 

②挨拶（市民部長） 

③事業の進め方について                            

④基本計画（検討委員会案）検討の進め方について 

⑤閉会 

 

配布資料：【資料 1】事業の進め方について 

【資料 2】基本計画(検討委員会案)検討の進め方について 

：【追加資料】模式図 

      

出席者（敬称略） 

  （委員）：前島正光、岡本宏、中本剛司、松原三郎、玉木信雄、松香光夫、

根上倫子、尾張日出夫、清瀬壯一、井上宮子、<欠席:鎭目義雄> 

(事務局：町田市)：榎本市民部長 

市民総務課：宮崎次長、三好担当課長、藤原統括係長、吉野主事 

市民課：中島課長 

玉川学園コミュニティセンター：尾留川担当係長 

営繕課：渋谷係長 

(コンサルタント)：大戸、塩脇、中村  

 

① 開会 

＜配布資料の確認＞ 

＜録音・写真撮影の承認＞ 

 

② 挨拶（市民部長） 

 本日は昨年 12月からこれまでの経過や市役所の関連部署で出されている事項等

を報告した上で、検討委員会の進め方、設計や工事までも含む事業全体の進め方

など検討いただければと考えています。 

また、駅前通りからセンターの裏側の道路までは高低差 15ｍ程の斜面地でもあ

り、法令や技術的側面で事前に調査や確認を要することが多々あるため、事前に
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十分な検討をしたいと思っています。さらに、センター利用者や学生、子育て世

代、会社勤めの方や商店の方など、また障がいを持つ方など多くの方からご意見

をいただきたくワークショップを開催しますが、その枠組みなどについても検討

していただきたいと思います。 

 

③ 事業の進め方について 

【事務局】 

 資料１では事業の全体像を示しました。この表の中で現在は「基本計画の策定」

段階です。このうち、「敷地利用条件概略の検討・設定」の作業項目を設けていま

す。駅から北側の道路まで高低差は約 15ｍあり、住民の願いとしてバリアフリー

の実現が望まれています。センターの敷地として現在の敷地を利用する場合、一

般的にも難しい建築計画になる敷地であるため、どういう土地利用・建築が可能

か技術的・法令的な検討をしたいということです。次回検討委員会の前までには

一定の形を出し、検討委員会がより具体性を持って進めることができると考えて

います。 

「基本計画案」は検討委員会でまとめていただくことになります。敷地利用の

あり方、必要な諸室と相互の関連、アプローチ・バリアフリーなどを検討してい

く過程で、市民ワークショップなどの意見を吸い上げていくとともに、町田市庁

内連絡調整会議での検討など市側からも施設で展開していきたい施策例などの意

見を出していきます。なお、基本計画案は、ゾーン配置計画程度で考えており、「夢

や希望を語るもの」との言葉もあったように、どんな施設にしたいか言葉による

表現が主体となるのではないかと考えています。 

「基本計画」については、基本計画案をもとに、市として技術上・予算上の条

件、設計の契約方法などの検討を付加して策定していきます。その後、基本設計・

実施設計を行い、建替工事は 2019年 3月完成を予定しています。 

「基本設計」については、「住民意見の反映」を行いたいと考えています。と書

いています。設計担当者の選定に関してはプロポーザル方式・入札方式などあり

ますが、いずれにしても市民意見が反映出来る形にしたいと思っております。こ

の場合の市民意見の反映は、現在の検討委員も含めた市民によって、基本設計案

に基本計画の内容がどう反映されているのか「確認」する形になるのではと考え

ています。町田市としては、検討委員会委員の皆様には、そのような確認作業に

加わっていただきたいと考えていますが、具体的な関わり方や組織形態かは、十

分煮詰めていない状況です。 

【委員長】 

敷地利用条件等の方向性について市が事前に検討することで、我々が検討しや

すい条件が見えてくることになると思う。 

委員の基本設計段階での関わりについては、検討委員会が基本計画案を作って、

後は設計者に任せてそれっきりでは良くないと思うので、関わるのは当然と思う。 
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以上、大きな流れとしてはよろしいかと思います。 

 

④ 基本計画（検討委員会案）検討の進め方について                     

【事務局】 

基本計画案の具体的な内容については、１ページの表に示しました。「敷地利用」

については敷地利用のあり方、駅から北側道路へのバリアフリーの実現方策など

です。デッキによる方法、施設内のエレベーターによる方法などが考えられます。

その方法について検討いただき、方向性を出していただきたいと思います。なお、

緑との関係、景観への配慮についても当然議論していただくことになります。 

「建物配置」では、建物配置の方針、どういう建物をどこに置くのかといった

ことを検討していただき、結論を出していただくことになります。 

「諸施設」については、地域の防災拠点としての役割、町田市庁内連絡調整会

議での議論も検討していただきたいと考えています。確定的なものではありませ

んが、町田市庁内連絡調整会議で今現在出されている意見です。 

専用スペースが必要なものは、地域活動室、帰宅困難者の一時滞留スペースや

備蓄倉庫等の防災関連施設、図書館のセルフ予約資料の受け取り施設です。別の

要望として、学習室などの中高生の居場所、健康体操や栄養講座など高齢者向け

イベント活用のための調理室が必要との意見が出ています。また、商店街との関

係に配慮が必要という意見がありました。 

基本計画案については、市民がどのような活動をどの程度の頻度でするのかな

どを考慮し、概略の機能・配置の考え方をゾーン配置程度で示すものと考えてい

ます。これは、言葉の表現でも、平面図的なものでもかまわないという意味です。 

敷地条件変更の際の対応方針は、基本的に、延べ床面積 1,200 ㎡として検討し

ていただきたいと思います。ただし、今後の交渉によって 1,400 ㎡以上が可能と

なった場合は、残る 200 ㎡以上について、オプションとしてどんなことができる

かと考えていただきたいと思います。 

検討委員会の役割は、建替基本計画案として検討し、2015年 10月までに市に報

告していただきたいと考えています。 

なお、委員の委嘱は本年 3月までですが、2015年 10月まで是非引き続き参加し

ていただきたいと思っております。委員個々のご意向は後日確認させていただき

たく思っておりますが、次回検討委員会で改めて委嘱させていただきたいと思い

ます。 

また、検討委員会主催で「基本計画素案報告会」を設けたらどうかという提案

をさせていただきます。検討委員自らが練り上げた基本計画案を住民の皆さんに

対して、報告し、意見をいただき論議をしていただくことは、地域のエネルギー

の結集にもなるのではと考えています。事務局としての市が裏方として動きます

が、説明・受け答えなどは委員の皆様にお願いしたいという提案です。ご検討を

よろしくお願いいたします。 
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建替市民会議は、従来は 4 回のワークショップを積み上げていく予定でありま

したが、時間も経っているので改めての提案をいたします。 

「施設の中身を考える」、「施設のまわりを考える」という二つのテーマを設定

し、曜日を変えて 2回ずつワークショップを開催する案です。参加者 30名程度を

目安として、日頃利用の少ない就業世代や子育て世代の参加を促したいと思って

います。また、障がい者や障がい者団体の参加もお願いしたいと考えています。

そのためには、テーマごとに複数回開く方が適当なのではと考えたものです。な

お、以前に参加を表明した方については、改めて意向を確認し、継続して参加し

ていただける方法を工夫します。 

広報紙は 4 回程度発行します。意見は、メール・ファックスなど幅広い手段を

使い、ワークショップに参加できなくても意見が反映できるようにしていきたい

と思います。検討委員会のスケジュールについて、市民会議の検討結果を十分に

議論する為、8月頃にもう 1回開させていただきたいと考えています。9月の検討

委員会で基本計画案の素案をつくって報告会を開催した場合、住民意見を検討し、

フィードバックするための検討委員会があと 1回必要なのではないかと思います。 

 

【委員長】 

検討委員会でまとめる基本計画案は、諸室のあり方や部屋のつながり方をまと

めることになります。施設の基本条件としては、延床面積 1,200 ㎡を基本に進め

ることにし、1,400㎡が可能となればその時点で広げて検討していくことになると

思う。 

【委員】 

1,400㎡へ拡大できそうということは、どういう形でどんな時期にわかるのか。 

【事務局】 

地権者との協議の進展によるので、時期等についてはなかなか申し上げられな

いことをご理解下さい。ただ、全く展望がない状況というわけではありません。 

【委員長】 

1,200㎡が 1,400㎡になったからといって、基本的な部分がガラッと変わるよう

な計画はできない。アプローチや建物としての機能性が大事であるが、基本的事

項については、1,200㎡で組み上げるしかないかなと思う。1,400㎡になった場合

はこんなふうになったらいいかといった希望的な部分を追加する、といったこと

でどうかと思う。 

【委員】 

ここまでの市の説明では、交渉中であるので検討はもう少し待ってくれという

話だったと思う。用地取得の場所など伏せておいて我々の検討ができるのか。イ

メージが湧かない。 

【委員長】 

資料 1 の「敷地利用条件の検討・設定」の検討結果である程度見えてくるので
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はないかと予測できる。 

【委員】 

次回には、1,400㎡が可能かどうかはっきりするということか。 

【事務局】 

12 月の第 3 回検討委員会では、市が持っている土地のみで延床面積 1,200 ㎡を

確保できる目途が立ったため検討委員会を再開させていただきました。その部分

については、次回の検討委員会で報告できると思います。 

1,400㎡への拡大分は、交渉中であり、いつはっきりするかは言えない状況で 

あります。200㎡増えた場合にはこんなことができるという検討をしていただくと

ありがたいと思っております。 

「設計条件の検討・設定」については、これまで漠然と「難しい」といっている 

ことを明確にしたいと思います。たとえば、何階建てにできるのか、地下を掘り

利用することは可能なのかなど技術的側面の検討も行い、検討委員会の検討にも

資するようにしたいと思います。 

【委員】 

床面積が 200 ㎡増えた分の土地はどこなのか教えてもらえないのか。増えた分

の土地が景観・景色を変えてしまうような場所なら敷地に入れて欲しくない。 

【事務局】 

現在の敷地の周辺の土地であり、景観に影響することはない場所です。なぜ言

えないかというと、土地の用途を変更することになり、近隣住民にも影響するこ

となので、了解をいただく順序を欠いては申し上げられないということでご理解

いただきたいです。 

【委員】 

改築委員会の検討では延床面積 1,100㎡まではいけるという計算だった。 

【事務局】 

「用途を変える」とは、容積率・建ぺい率の変更ということではなく、現在使

っている土地の利用目的を変えて敷地に組み込むということ。つまり、敷地が増

えるということです。 

【委員】 

用語について、我々にも理解できるようにしてほしい。 

【事務局】 

「用途を変える」とは、新たな市有地を敷地に組み込むということであり、延床 

面積 1,200㎡までは市の用地のみで可能ということです。 

また、隣接地の利用を地権者と交渉中であり、延床面積 200㎡分の土地がさら 

に増える可能性があるということです。 

【委員】 

今後、敷地利用やアプローチを検討する際に現状の模式図があった方がよいと

思い、今のセンターの位置と周辺の位置関係を示す図を建築家の方に書いてもら
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った。この場で配布してよいか。(委員長了承ののち、委員・事務局に配布) 

【委員】 

延床面積 1,200 ㎡を前提に基本的なところを検討し、プラス 200 ㎡はオプショ

ンというイメージか。たとえば 10部屋必要ということで計画をつくってみる。そ

こで 200 ㎡増えた場合は、それまで 1,200 ㎡では無理という前提で入れていなか

った部屋などを入れ込むイメージか。 

【副委員長】 

現状のセンターは、延床面積約 595㎡、それが 1,200㎡になるということは約倍 

になる。市民のいろいろな要望に対しては 1,200 ㎡でほぼ満足できるのではない

か。さらに 200 ㎡プラスによって 1,400 ㎡になった場合、何を付加すればよいか

が検討課題と考えればよいのではないか。今の状態でも大きさからは満額回答に

近いのではと思う。 

1,200㎡から 1,400㎡に増える場合、どこの土地が増えるか言えないのは、敷地 

の用途変更には本来近接住民の合意が必要であり、合意を経ない状態では位置を

明示できないからと思う。 

【委員】 

1,200㎡から 1,400㎡になる 200㎡分の土地は、商店街のある地面のあたりにあ

ると良いと思っている。 

【事務局】 

1,200㎡から 1,400㎡増加分の 200㎡は、現状の敷地の隣接地です。離れた土地 

では、本体の容積率に算入できないことになります。 

【委員】 

延床面積 1,200 ㎡確保というのは、駅前の花壇ロータリーの一部利用と考えて

よいのか。 

【事務局】 

そうではありません。それ以外の隣接している市の土地を組み合わせるというこ 

とです。 

【副委員長】  

地目としては「住宅」以外に「道路」もある。ただ見た目はわからないが、ど

ちらも市の土地なので、市役所の中では合意はとれているということではないか。 

【委員】 

現状のセンターの敷地 1,024 ㎡、駐輪場 354 ㎡、計 1,378 ㎡を敷地として利用

することは確定。現状の建物の延床面積 609㎡であるが、いっぱいに建てると 819

㎡、駐輪場も入れると延床面積 1,100 ㎡は確保できる。これは押さえ済み。あと

市有地で敷地に編入できるとすれば、階段部分の道路しかない。そういうことで

はないのか。 

【委員】 

敷地隣接の市道組み込みは、それが正しいかどうかは別問題であり、今後論じ
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る余地がある。特に歩行橋をそれに代えるということは違うのではないかと思う。 

【事務局】 

市有地の組み込みについては、現在の使い方を妨げない、住民に不利益を与えな 

い方法を考えています。 

駅からのデッキは、玉川学園や小田急と交渉しながら、実現の見通しが出てき

たということです。ただ、デッキについても、現在の通行の用途を妨げるやり方

では考えていません。 

【委員】 

第 3 回の検討委員会では「デッキ」という言葉がよく出てきているが、バリア

フリーのためといっても、どなたのためのバリアフリーなのか。駅からセンター

までだけのものではないのか。それを使わない人たちも多い。 

【事務局】 

バリアフリーの方法自体、検討委員会で検討していただく中身です。デッキ自 

体は駅からセンターまでのバリアフリーとなりますが、センター内のエレベータ

ー等も併せて北側道路へのバリアフリーを実現することなども可能です。それも

含めて検討していただきたいと思います。 

【委員】 

先ほど配った模式図は、そのような話を進めるために必要と思いつくった。 

センターのバリアフリーは大事なことであるが、町田市でも 2013年 3月に福祉の 

まちづくり推進協議会のバリアフリー部会の報告で、玉川学園地域の駅周辺も含 

めたバリアフリーの重要性がうたわれている。 

今後、まちづくりの会としても市からアドバイザーを派遣してもらって、検討を 

進めようと思っている。その際、駅周辺のバリアフリーについては、センターと

は切り離して考えてもよいのではないかと考えているがいかがか。 

【事務局】 

交通バリアフリーは、駅から 3,500m の範囲の移動を円滑にするというもので、

センターや駅から北側道路までのバリアフリー実現と、矛盾なく合致します。駅

から、下の道から、北側の道からのバリアフリーは確保しなければいけないもの

と考えています。福祉のまちづくり条例についても、今後この検討委員会や、庁

内でも検討していきます。 

【委員】 

周辺も考える際の資料として、模式図はこれから検討する際に使ってほしい。 

【委員長】 

市民会議ではかなり意見が拡散する可能性があるし、いろいろな意見が出る可能 

性がある。スケジュール案では市民会議の議論を受けた検討委員会が、9月に 1回

開催となっているが、1回で済むか疑問なので 8月頃にもう 1回開くことを前提で

考えたい。また、9月の「基本計画案報告会」のあと、そこで出た意見を検討する

ために 9 月終わり頃にもう 1 回開催したい。計 2 回増えるが、そのことについて
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はどうか。 

【委員】 

必要であれば、追加開催に異議はない。 

【委員長】 

広報紙で周知したことに対する意見はどう受けるか。 

【事務局】 

メール、ホームページ、ファックスなどで受け取れるよう工夫していきたい。 

【委員】 

多様な意見を集める場合の受け皿はどこか。 

【事務局】 

事務局で整理して、直近の検討委員会で報告・反映していきたいと思います。

意見の宛先は町田市市民部市民総務課となります。 

【委員】 

基本計画案報告会は、検討委員会第 7 回とのタイミングも含め、どこまで決ま

ったことを住民にお知らせするのか、内容をうまく説明しないと、意見をあまり

くみ上げられないのではないか。広報紙・検討委員会と報告会の関連はどうか。 

【事務局】 

9月の第 7回検討委員会は、基本計画案の素案が出来上がるイメージです。そ 

れを報告していただくことになります。そこで出た意見のフィードバックのため

の検討委員会を新たに追加し、さらに最終の検討委員会で基本計画案を確認する

ことになるのではないかと考えています。 

【委員長】 

報告会を検討委員会主催とすることについて、市民と検討委員会委員との意識

レベルの差が当然あり、基本的な質問が出てくる可能性もあると思う。 

【委員】 

報告会には市民会議参加者中心で、プラスアルファの市民参加ということになる 

のではないか。市民会議参加者は経緯もわかっているので、それなりの色々な意

見が出てくると思う。そんな方法もあるのではないか。 

【委員】 

前回の市民会議応募者の人数は。 

【事務局】 

20人です。 

【委員】 

改築委員会による市民懇談会を 2回開催したが、参加人数はそんなに多くない。

ただ、そこではいろいろな意見は出ているし、改築に関する意見は出尽くした感

じでもある。市には報告済みである。 

今回の報告会では、検討委員会としては「夢を語る」中継ぎをするのであれば、

責任や権限は無く、「回答」をするわけではないので、それほど荷が重いというこ
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ともないのではないか。基本計画案を報告して意見を聞くことは意味の無いこと

ではない。 

【委員長】 

報告会では、ゾーニング図等のある程度具体化されてまとまった段階の案を出

すことになる。検討委員会としてもしっかり議論することにはなると思う。 

【委員】 

基本計画案の報告書は、最終的には市に出すことになるのか。それに基づいて

市で基本計画をつくることになるが、我々には市が作った基本計画の報告はない

のか。 

【事務局】 

報告書は市に出していただき、市はそれをもとに作成した基本計画を検討委員

会に対しても報告します。しかし、どういう場で報告するかは未定です。 

なお、基本計画案の作成で検討委員会の任務は終わりますが、委員の皆様には

基本設計の確認作業にも関わってほしいと考えています。 

【委員長】 

全体の流れはこれでよいか。 

【委員】 

1,200㎡から 1,400㎡への増加 200㎡はいつ頃を目途にするのか確認できないか。 

【事務局】 

1,200㎡から 1,400㎡への 200㎡増加を公表できる時期は、相手のある交渉なの

で確約できません。本年 10月までに確定しなければ、基本計画案は延床面積 1,200

㎡で作らざるを得ません。その後プラス 200 ㎡が可能となった場合は、例えば基

本設計の中で生かしていくなどの考え方をとるしかないです。 

【副委員長】 

その場合も、もし 200㎡増えた場合はこうしたいと書いてもよいのではないか。 

【事務局】 

1,200 ㎡は確定、プラス 200 ㎡が増えた際は、「増えた場合はこうしてほしい」

というまとめ方はあると思います。 

【委員】 

とりあえず 1,200 ㎡で決めておいて、オプションとして、どうしても敷地面積

が足りなければ、商店街の空き店舗の活用など、地域でも考えていけると思う。

オプションの 200㎡については、今こだわることはないのでは。 

【委員長】 

検討委員会としても、「200㎡増えた場合はこうしよう」など意思表示は明確に 

していきたい。敷地利用・アプローチの検討については次回以降に検討すること

にしたい。 

 

⑤ 閉会 


