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はじめに 
 

 

 

 私が住んでいる玉川学園地区は昔から地域活動、文化活動が盛んなことで知られて

います。その玉川学園地区のほぼ中心にある玉川学園文化センターは、１９７４年に

町田市内で最初の地域センターとして建設されました。 

 しかし、そのセンターもオープン以来４０年近くを経過し、使い勝手に時の流れを

感じさせ、震災への備えに懸念を生むまでになってきました。そこで地元としては、

数年前よりさまざまな機会を通じて、センターの建て替えを行政に要望してきました。

この要望に対して、行政では、２００９年、センターの建て替えに公式に言及し、２

０１０年に建て替えのための「基礎調査」を実施し、２０１１年になってセンターの

建て替えに関する「基本的な考え方」を示しました。 

 ２０１１年１１月、この「基本的な考え方」を受けて、「玉川学園文化センター建

て替えに関する基本方針策定懇談会」が設置され、地元住民の代表として１１名が委

員となりました。この懇談会では４回にわたり、新しいセンターのあり方や建て替え

にあたって考慮すべきこと(具体的には、建設候補地、バリアフリー、センターの機能、

利用者像など)について意見を出し合ってきました。そして、懇談会で出されたさまざ

まな意見を「提言」としてまとめることといたしました。 

 今後、この提言を参考に行政で「基本方針」を策定し、「計画」、「設計」へと進

んでいくと聞いております。センターの建て替えにあたっては、ハード面だけでなく

ソフト面の充実にも配慮していただくとともに、地元の意見をこれからも尊重してい

ただけるものと信じております。また、地元住民といたしましても、新しいセンター

が誰もが利用しやすいものとなるように、できる限り協力してまいります。 

 最後になりますが、懇談会に参加いただいた委員の皆様、意見をお寄せいただいた

地元住民の皆様、その他この提言を作成するためにご協力いただいた皆様に感謝いた

します。 

 

２０１２年２月 

 

玉川学園文化センター建て替えに関する

基本方針策定懇談会 

座 長  山 田 勝 也 
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玉川学園文化センター建て替えに関する提言 

 

 

 

Ⅰ.検討の前提 

 

1.文化センター建て替え検討の前提について 

①文化センターの建て替えは、速やかに進めるべきである。 

・現在の施設は開所後 37年経過しており、設備の老朽化、耐震強度への懸念のほか、ホールな

どにおける規模の不足、バリアフリーの観点からの課題も顕在化しており、施設の全面的建て

替えを速やかに進めることが妥当と考える。 

 

②市の「基本的考え方」における現状の認識、建て替えに当たっての考え方は妥当である。 

・市がまとめた「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」における現状・課

題認識、建て替えに当たっての以下の基本的考え方について、懇談会としては妥当と判断する。 

「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」(町田市 平成 23年 11月)のから考え方の骨子 

1)現在地での建て替えを基本とする。 

2)敷地は、当面「現有地(現在の文化センターの敷地)と隣接する市営駐輪場の敷地」とする。 

3)施設の基本的位置づけとして、「受け皿から、発信基地」とし、住民とともに能動的なセンター

をめざし、駅前の立地を生かした「広い地域の交流拠点」と位置づける。 

4)施設の機能は、地域センター＋図書室＋駅前連絡所＋多目的機能スペースによって構成する。 

5)利用者については、地域住民に加え近隣の鉄道沿線住民も対象とする。 

 

③なお、基本方針の検討に当たっては、建て替えに際しての取り組みのみでなく、長期的な対応

についても十分に配慮する必要がある。 

・本提言を踏まえて市が作成する「基本方針」においては、文化センターとしての機能の充実を

最優先に、速やかな取り組みを進めていただきたい。 

・あわせて、長年の懸案である駅を中心とした周辺地域のバリアフリーの実現など、地域のまち

づくりにも資するよう最大限の配慮をしていただきたい。 

 

 

２.施設の基本的位置づけ、配慮事項等について 

《玉川学園文化センターの基本的位置づけ》 

①地域活動や地域の文化の発信基地と位置づけ、それぞれの活動成果を広く地域に活かして行く。 

・地域活動や文化活動の受け皿としてだけでなく、地域を超えた交流や発信機能を担う拠点と位

置づける。 
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②地域のまちづくりに貢献する拠点としても位置づける。 

・文化センターの建て替えのみでの実現は困難であるが、地域全体のまちづくりの目標としては、

災害発生時の拠点機能、駅から高台の住宅地へのバリアフリー整備等も将来的課題であること

を確認したい。 

・今回の建て替えにおいても、以上の目標に資する方向で検討するものとする。 

 

《配慮すべきことなど》 

③周辺の景観を損なわないよう最大限の配慮が必要である。 

・周辺の樹木・花壇、変化に富んだ地形などの良好な景観は、地域として貴重な景観資産であり、

文化センター建設によって損なわれないよう最大限の配慮が必要である。 

 

④「文化センター」の名称は、過去の経緯や先人の思いも尊重して残すべきである。 

・「玉川学園文化センター」の名称について、より広い概念を示す名称として「玉川学園市民セン

ター」「玉川学園センター」などが適当との意見もあるが、現文化センター開設時の様々な議論

の経緯から、先人の思い等を尊重して、「文化センター」の名称は残すべきと考える。 
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Ⅱ.施設本体について 

 

３.建設敷地の選定等について 

①敷地の選定については、当面、「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

を補う方策の検討が必要である。 

・建設敷地については、建て替え計画の遅延を招くことがないよう、市有地である「現在地＋駐

輪場」の敷地での建て替えを前提に考えるべきである。 

・ただし、「現在地＋駐輪場」の敷地では、建築可能な床面積は約 1,000㎡程度となり、地域が

望む機能を盛り込むためには面積が不足する。 

・したがって、隣接する敷地の活用によって床面積拡大の可能性を探るとともに、それが困難な

場合についても、「分室」として他の既存施設を利用するなどの方策を講ずる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《隣接地の利用》 

②学校法人玉川学園所有の花壇部分の利用を検討すべきである。 

・駅前の花壇部分を建設地として利用する場合は、花壇としての景観に最大限配慮した利用方法

を考える。 

・花壇の敷地の大部分を残した上で、敷地の一部を利用して、文化センターへのアプローチを整

備する。 

現在の文化センター敷地概要図 
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・アプローチ部分または文化センター施設内にエレベーター等を設置することにより、文化セン

ターへのアプローチがバリアフリー化されるとともに、駅前道路から高台(北側道路)へ通じる

バリアフリー化が実現する。 

 

③花壇部分の利用が困難な場合は、他の隣接地の利用も検討したい。 

・花壇部分の利用が困難な場合は、階段状の市道をはさんで北側に隣接する玉川学園旧購買部の

建物が建つ敷地を利用して、一体の施設として整備できないか検討する方法もある。 

 

《文化センターの分室としての他の既存施設の利用》 

④以上のような建設敷地の拡大が困難な場合は、「現有地＋駐輪場」に加え、「文化センター分室」

等として他の建物・施設を使うことも考えておくべきである。 

例：・商店街等の空きスペースなどを借り、「文化センター分室」などの形で活用する。 

  ・証明発行窓口を独立して、駅前・駅舎内など他の場所に設ける。 

・隣接の玉川学園旧購買部か出版部の建物の一部を利用して、文化センターの機能の一部を

担うようにする。 

 

 

４.駐輪場について 

①駐輪場は、地域に対する責任として現在地に設ける方向が妥当であるが、利用状況などからみ

て適正な規模の検討が必要である。 

・現在の駐輪場は、利用率は高くないものの、文化センターの北側高台方面の居住者の利用など

地域に対する責任として、現在地に設けることが妥当である。 

・ただし、運用方法の工夫等によって、駐輪規模の縮小は可能と思われる。 

 

②バイク置き場については、他所への移転を検討すべきである。 

・現在、併設されているバイク置き場については、バイクが坂道を苦にしないことなどから、駐

輪場よりは位置に関する自由度が高いと思われる。 

・したがって、高台部分の居住者の利用においても、鉄道沿いなどの低地部分にバイク置き場を

移設することは可能と思われる。移設用地としては、低地部分の小田急電鉄や学校法人玉川学

園の用地、あるいは民間の空きスペースの活用などを検討すべきである。 

 

 

５.利用者の想定について 

①他地域の人々の利用や交流は望ましいが、現状の建て替えでは規模の面で難しい。地域住民の

利用をまず考えるべきである。 

・文化センターは駅前の交通利便性の高い位置にあるため、改築され規模に余裕ができた際は、

沿線の居住者など他地域の利用が増えることも想定される。 

・新しい文化センターの利用者について、地域の人以外も使えるよう想定することには賛成であ

るが、あくまで、地域にとって十分な規模が確保された場合であることを確認したい。 
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６.「フリースペース」 「コミュニティスペース」 について 

①だれもがいつでも利用できる「フリースペース」を設置すべきである。 

・文化センターの一角に、だれもが自由に(予約せずに)簡単なミーティング、憩いなどに使える

「フリースペース」を設ける。 

・フリースペースは、できるだけ広く確保するよう検討する。 

 

②十分な規模が確保された場合、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。 

・文化センターに十分な規模が確保された際は、地域活動の拠点としての「コミュニティスペー

ス」を設ける。 

・コミュニティスペースは、各種地域活動団体の専用スペース、地域活動の相談コーナーの運営、

各種地域活動の情報交換や交流など多様な活用を図るものである。 

 

 

７.証明発行窓口について 

①現在の証明発行窓口・図書室機能の存続は必要である。 

・文化センターのきめの細かい管理・運営や地域活動への支援機能充実のためにも、施設内に置

くことが妥当である。 

※なお、これについては、文化センターの建設可能床面積との関係で、十分な規模が確保で

きない場合は他の場所への移設も検討すべきとの意見もある。 

 

 

８.その他必要な機能等について 

《必要な諸室について》 

 新しい文化センターに必要な諸室の詳細については、来年度における「建て替え基本計画」作

成過程で検討すべき課題であるが、ここでは、検討の際の課題として以下の点を挙げる。 

 

①ホール      

・ホールは、現在の面積(89 ㎡)よりも規模を拡大したい(目安として、利用者数の近い「忠生市

民センター」などと同等の 200㎡程度の規模は必要である)。 

・なお、ホールは、現状でも利用率が高く、音楽、軽スポーツをはじめ多様な利用がなされてい

る。規模が拡大されるとなお利用率が高くなると想定されるので、サブホールあるいはホール

的に使える空間が別にあることが望ましい。 

・また、ホール規模の拡大とともに荷物搬出入スペース、更衣室・控え室などの充実を図るべき

である。 

 

②高齢者の交流の場 

・様々な状況の高齢者の交流の場をどうつくるか留意すべきである。特に、「元気ではないが、か

といって動けなくはない」高齢者の交流の場をどうつくるかが検討課題となる。 
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③和室       

・現文化センターや他の地域センターにおいて和室の利用者が少ない例もあり、今後和室をどう

考えるかは検討すべき課題である。 

 

④図書室      

・現在、市内における移動図書館の利用が減っているので、文化センターでも児童図書室とは別

に図書室があるとよい。 

 

《その他配慮すべき事項》 

①防災設備の充実が必要である。 

・地震などの災害発生時の拠点として、炊き出し用の厨房、太陽光・風力発電機、飲料水・消火

用の防火水槽、誰でも泊まれる場所など防災設備を整備すべきである。 

 

②文化の発信基地として音響性能など質の向上を図るべきである。 

・文化の発信基地として、ホール等の音響性能や音響設備の充実をはかり、施設としての特徴を

持たせるべきである。 

 

③その他、屋上をオープンに使えるようにするほか、壁面緑化、太陽光発電装置の設置などに配

慮すべきである。 

 

 

９.施設の管理運営について 

①文化センターの運営は地域住民による自主運営が望ましいが、清掃・セキュリティなどの管理

業務は市が行うことが望ましい。 

・ボランティアによる自主管理には限界がある。セキュリティと清掃などの管理業務は市が担う

べきで、その上での住民の自主運営が望ましい。 

・なお、管理運営を指定管理者とする場合も、リタイアした元気な地域住民などが指定管理者と

して管理を担うなどの方法も望ましい。 

 

②既存活動団体の利用と自由な利用の間の公平性等への配慮が必要である。 

・フリースペースやコミュニティスペースが設置されると、センター内には、既存活動団体が予

約して利用するスペースと、いつでも誰もが利用できるスペースが併設されることになる。セ

ンター運営にあたっては、この予約利用と自由利用の違いや均衡について、十分に配慮する必

要がある。 
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Ⅲ.今後の展開について 

 

10.バリアフリーについて 

①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。 

・文化センターのバリアフリー整備だけでなく、建て替えを契機に、駅周辺から高台へ簡単に上

がれるバリアフリーが実現すれば、上下のまちは一体となり、交通危険箇所の解消、高台にあ

る様々な施設の利便性の向上など地域にとって大きな効果がある。 

・階段状の市道へのエスカレーター設置、花壇の一部を利用したエレベーター設置等、多様な方

法を検討し可能性を探りたい。 

 

②当面は、文化センター利用者のアプローチのバリアフリー化を実現すべきである。 

・地域全体に貢献するバリアフリー整備は望ましいが、それによって建て替え計画が遅延するこ

とは避けるべきである。 

・現在の文化センターは、車いす利用者用のトイレなど施設内のバリアフリー施設があっても、

アプローチがバリアフリー化されていないため、利用者が限られている。 

・乳母車利用者や高齢者などを含むだれもが利用しやすくするため、施設内のバリアフリー化に

加えて、文化センターへのアプローチのバリアフリー化は是非実現すべき課題である。 

 

③文化センターへのアプローチは、可能なら駅方向からのバリアフリー化を。駅方向が困難であ

れば、最低限高台方向からのバリアフリー確保を。 

・駅方向からのバリアフリー化が第一義的に必要であるが、花壇の利用や階段のバリアフリー化

が当面困難であれば、最低限高台の北側道路からのアプローチをバリアフリー化すべきである。 

・ただし、その場合も、駅方向からのアプローチのバリアフリー化は、将来的に実現すべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

現在の文化センターと周辺の断面図 
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11.他機関との連携等について 

①建て替えに当たっては、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。 

・今後、建て替え計画の具体化に当たっては、駅前空間との関連、隣接地等の利用に関して密接

な関係を持つ学校法人玉川学園および小田急電鉄との連携が是非とも必要である。 

・当面、当懇談会の提言をはじめ住民の声を両機関に伝えていただきたい。 

・また、学校法人玉川学園、小田急電鉄、市、地域住民の４者での話し合いの機会の実現に努力

していただきたい。 

 

12.基本計画検討などの進め方等について 

①現在地＋駐輪場を基本に、当面可能性の高い計画から速やかに推進し、他の敷地利用など流動

的課題については積極的な調整をすべきである。 

・建て替え計画の遅延を避けるため、現在地＋駐輪場を敷地とした計画を優先して検討を進め、

他の課題については、関係する地権者等と積極的な調整を行い、別途検討することが是非必要

である。 

・今後の進め方については、行政、地域活動団体、地域住民の相互の理解がまず必要であり、そ

のためには、市は必要に応じて、とりまとめのためのアドバイザーの派遣や、地域選出の学識

経験者の参画などを含めた話し合いの継続的開催、関係する地権者等と積極的な調整を要望す

る。 

 

②専門家の積極的参画が必要である。 

・計画の当初段階から専門家の参画により、住民要望の強い「バリアフリー整備」「面積の拡張方

策」などをはじめ、建設に当たっての課題に対しあらゆる可能性を追求していただきたい。 

 

③次年度以降は、基本計画検討の体制を速やかに構築し、広く一般住民の意見を聞いて基本計画

の検討をすべきである。 

・次年度の基本計画では、住民代表・専門家・市が同一のテーブルにつき、具体的な計画を作成

すべきである。また、平成 24年 6月頃などできるだけ速やかに「基本計画策定委員会」を設

置し、早い段階で計画をとりまとめるよう要望する。 

・なお、検討に当たっては、検討経過を公表し広く一般住民の意見を聞く必要がある。 

・また、別に住民相互に討論する場を、複数回開催することも必要である。 
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資料 

１.開催経過 

 

第 1回懇談会  2011年 11月 18日 

・基本方針検討資料として「玉川学園文化センター建て替えに関する基本的な考え方」が市か

ら提示され、質疑が行われた。 

第 2回懇談会  2011年 12月 16日 

・懇談会を構成する各団体から文化センター建て替えに関する意見書が提出され、各意見書に

ついての説明ののち意見交換がされた。 

第 3回懇談会  2012年 1月 20日 

・第 1回、第 2回懇談会および意見書の意見を整理したうえ、建て替えの方針について討議し、

懇談会としての提言の方向が確認された。 

第 4回懇談会  2012年 2月 17日 

・建て替えに関する意見を集約し、懇談会としての提言を検討し、確認した。 

 

 

 

２.玉川学園文化センター建て替えに関する基本方針策定懇談会 委員名簿 

 

 氏名 推薦区分 

座長 山田 勝也 玉川学園地区町内会・自治会連合会 

 田上 義利 玉川学園地区町内会・自治会連合会 

 鎮目 義雄 玉川学園地区町内会・自治会連合会 

 松香 光夫 玉川学園文化センター運営委員会 

 久保田 洋 玉川学園文化センター運営委員会 

 田中 米司 玉川学園文化センター運営委員会 

 桑澤 利京 玉川学園文化センター改築委員会 

 玉木 信雄 玉川学園文化センター改築委員会 

 監物  博 玉川学園文化センター改築委員会 

 清瀬 壮一 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 

(敬称略) 



11  



12 

 

 

 


