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第３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：２０１４年１２月１９日（金）午後６時～午後７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（市民部長） 

③経過報告                            

④閉会 

 

配布資料：本日の次第 

 

出席者（敬称略） 

  （委員）：前島正光、岡本宏、鎭目義雄、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 

(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、本吉担当係長、

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：坂倉所長、尾留川担当係長 

営繕課：渋谷係長 

 

①  開会 

 本日は、年末でご多忙の中、当検討委員会にご出席いただきありがとうござい

ます。本日、司会を務めさせていただきます町田市市民部市民総務課宮崎と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

＜配布資料の確認＞ 

 

② 挨拶（市民部長） 

 こんばんは。市民部長の榎本と申します。本日はお忙しい中ご出席頂き、誠に

ありがとうございます。前回 5 月に開催して以来 7 ヶ月が経過しております。秋

くらいに開催予定としておりましたが、遅れてしまい、申し訳ありませんでした。

今回 7 ヶ月間の経過報告をさせていただくとともに、懸念されておりました、老

朽化や狭隘、駅からのバリアフリー等に対する町田市の考え方や取り組み状況に

ついて説明させていただければと思います。また、正式に今後の取組は 2 月以降
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を予定しています。そこから再構築ということをこれから説明させていただけれ

ばと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

それではこれ以降の議事進行については委員長にお願いいたします。 

 

③ 経過報告 

 

【委員長】 

これからの進行は私のほうで進めさせていただきます。本日配られているのは

次第のみです。今、お話がありましたように、経過報告を事務局からよろしくお

願いいたします。 

【事務局】 

経過を報告させていただきます。5 月 22 日の第２回基本計画策定検討委員会か

ら今日まで検討していたことと、当事業がどのような到達点にあるか、今後の進

め方について、ご報告ご提案をさせていただきます。 

まず、一つ目、5 月 22 日から取り組んで来た事についてご説明させていただき

ます。まず１点目は、町田市庁内の関係部署との連携について、課題の洗い出し

を行ってきていたという点です。基本方針の中では、｢その他の機能や配慮すべき

事項｣として、今後検討していく必要があると表現されています。また、町田市の

中でコミュニティセンターを含む公共施設を整備するにあたり、貸出施設以外の

行政需要があるのかないのかを精査し、少ない経費でより効果的な施設にしてい

く必要があります。先日も、庁内連絡調整会議を開き、庁内約 19課に集まっても

らい、課題の洗い出しを行いました。 

そのため従来 1,200 ㎡を目指すと話しておりましたが、現在のところプラス機

能ということも含めて、1,400㎡程度の延床面積で検討していきたいと考えており

ます。これについては、付加すべき機能、例えば高齢者に対しての窓口等、そう

いったものも検討して、2月の検討委員会では報告させていただき、行政側の要望

だけでなく、委員の皆様の意見を伺いながら検討をしていきたいと考えています。 

２点目は、庁内での調整は、機能をどのように上乗せするかだけでなく、次の

視点でも検討を進めています。まず、１つが敷地問題。2つが小田急線玉川学園前

駅からのバリアフリー、3つがまちづくり、4つが商店街活性化等です。これらの

内容を当検討委員会にフィードバックしたいと考えております。 

３点目がコミュニティセンターの建て替えをきっかけとしたバリアフリー実現

についてです。これは一つの手段です。駅からコミュニティセンターをつなげる

デッキについて、どのように設置するのか、アプローチの取り方等を建設部と市

民部が中心となって行っています。測量や地質調査、概略設計の契約準備中です。

これを行うにあたり、小田急電鉄株式会社と協議を進めていきたいと考えており
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ます。 

４点目は、学校法人玉川学園との交渉についてです。この中では、まだ結論は

出ていませんが、延床面積 1,400 ㎡程度のコミュニティセンターが建替可能な敷

地確保と、センターと玉川学園前駅を繋ぐデッキの設置、それからエレベーター

の設置について、町田市と学校法人玉川学園と小田急電鉄株式会社が協議をして

いく必要性について、お互い同じ認識を持っています。この件については引き続

き協議を進めていきます。 

５点目は、敷地確保についてです。学校法人玉川学園との交渉とは別に、庁内

の敷地に係る各課と協議を行いました。その結果、2015 年 2 月の建替基本計画策

定検討委員会検討再開までには、概ね 1200 ㎡の延床面積で検討できる方向です。 

 

 二つ目として以上のことを踏まえ、現在の到達点について 3 点説明させていた

だきます。 

１点目として、延床面積 1200㎡程度のコミュニティセンター建設を検討できる

状況となっています。更に学校法人玉川学園との交渉で延床面積約 1400㎡を目指

します。 

２点目として、玉川学園前駅からのデッキ建設とエレベーター設置で、バリア

フリーが可能となっています。 

 ３点目として、「その他の機能や配慮すべき事項」、公共施設整備にあたっての

庁内施策需要の洗い出しを行い、一定の時期に町田市としての考え方を示せる準

備をしています。 

 

 三つ目として、建替基本計画策定検討委員会の検討の進め方について説明した

いと思います。本日は大きな方向性について説明させていただき、来年の 2 月の

検討委員会から議論に入っていければと思います。 

 まず、現在の条件について、建替基本計画策定における現在の条件は以下のと

おりです。 

１点目として、延床面積が 1200㎡～1400㎡程度の確保が見込まれるが、未だ確

定していない状況です。検討委員会再開時も最終確定しない中で、検討を再開せ

ざるを得ない状況です。 

 ２点目として、相当な傾斜をもつ斜面地での建設であり、「下の道」（駅前道路）

と「上の道」（北側道路）との連続性を考えると、かなりの切り土が生ずることが

予測され、土地利用のあり方を十分精査する必要があります。かなり難しい工事

になることが想定されます。どのように建物の空間構成を図るのか、難しい課題

です。 

 ３点目として、アプローチの方法についても複数の選択肢が考えられるので、

平面図を決められない状況です。 

 ４点目として、今話した土地利用やアプローチの方法等は、専門的な見地から



 4 

の精査が必要です。 

 ５点目として、町田市としての公共施設整備の考え方、併設すべき機能をよく

すり合わせ、市民意見を反映しつつ、コミュニティセンターとしての役割を拡充

していく論議が必要です。 

 以上のことから、明確な平面図・立面図を描く方法の基本計画策定よりも、市

民がどのような活動をどの程度の頻度で使用するのか、またコミュニティセンタ

ーの将来的なあり方等を考慮し、大枠の機能・配置の考え方を示す、ゾーン配置

を描く方法の基本計画策定のほうが、現状に適していると考えます。 

 その上で、現在の条件により適合した基本・実施設計の契約方法について、例

えばプロポーザル方式も一定のメリットがあると考えています。ワークショップ

についても、基本計画策定段階で行うのがよいか、または設計において行うのが

適切なのかの検討も行っています。 

 以上のことも含めて、2月の建替基本計画策定検討委員会で設計段階も含めたロ

ードマップを提案したいと考えています。 

 

【委員長】 

今事務局から説明があった内容について、ご意見や質問がありましたら出して

いただきたい。 

一つ目として、建物の規模については 1,200㎡で見通しがついた。さらに 1,400

㎡を目指していきたい。バリアフリーについては、駅からのデッキとエレベータ

ーを検討している。三者協議を続けている。 

二つ目として、建物へのアプローチは複数の選択肢をもって検討を進めている。 

庁内で協議をして、町田市の考え方をまとめて来年に提示する。 

三つ目として、2月に委員会を再開する時にはロードマップを示すことが出来る。 

という報告がありました。 

今の報告の中で質問がありましたら、お願いします。 

【委員】 

庁内での検討はどういうメンバーでどういう検討をしたか。また、今後のディ

スカッションの条件として、５点とあったが、面積の問題、土地高低差の問題、

アプローチ方法について、町田市の公共施設としてという問題について、残りの

問題が何か確認したい。 

【事務局】 

残りの１点は、アプローチに複数の選択肢や土地の高低差といった条件に対し

て、専門的な検討が必要になるという点です。 

また、庁内の連絡会については、4 つのカテゴリーで集まっていただきました。

1つ目が敷地について、2つ目がコミュニティセンターの施設機能。例えばこれに

あたっては住民のサービス担当部門、健康課や児童青少年課等に呼びかけていま

す。3つ目は駅を中心とした街づくりや商店街の活性化について、産業観光課等に
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呼びかけています。4つ目はバリアフリーについて、交通事業推進課等に呼びかけ

ています。 

【委員】 

現在の敷地で整備すると考えているが、バリアフリー等の条件が厳しく、専門

家の力を借りながらやるということは、かなりコストがかかるということになる。

現敷地でコストがかかってもやれる見込みはあるのか。 

【事務局】 

かなりコストがかかることが予想されます。どれだけ費用がかかってもやると

いうことは申し上げられません。難しいけれども、専門家の力を借りながら進め

ます。そういった意味では先程お話した、プロポーザル方式等を活用し、検討の

土台に載せたいと思っています。 

【委員】 

将来的な機能を検討することになっているが、コミュニティセンター等で、今

まで建替えが終わったところについて、どういった機能が併設されているのか。 

【事務局】 

色々な面があります。これまで市民部で整備している中で、2015 年の 3 月にオ

ープンする忠生市民センターには防災対策として備蓄倉庫を併設しています。玉

川学園についてもそういった機能が必要になるかもしれません。また、図書館分

館や母子健康診断施設もあります。鶴川市民センターでは保健センターもありま

す。成瀬コミュニティセンターでは図書館の貸出コーナーの配置を予定していま

す。 

その他庁内の連絡会議で話を聞くと、高齢者の相談コーナーが必要ではないか

という話もあります。 

このように考える必要性は 2 つあります。まず、公共施設を作るときに、高齢

者の相談施設は別予算で作るという時代ではありません。税金を効果的に使って

施設を造る必要があります。また、行政側からの需要だけでなく、市民からの要

望をキャッチボールしながら進めていきます。そういった意味では地域性がある

かもしれません。 

【委員長】 

これは二月以降の課題でいいか。かなりしっかりディスカッションが必要。 

【事務局】 

二月段階で一定の整理が出来ればいいが、そこで完結しないようにしたいと思

います。 

【委員】 

二月にまとまった提案が町田市からくるというように聞こえるが、私達が意見

を言える場面がないように思うが、この検討委員会でもっと話す場を確保してい

ただきたい。 

【事務局】 
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これまでの縦割りの行政になるのでなく、市民の方々を中心に検討を進めても

らう為に、庁内の意識共有化を図りながら、進めていきたいと思っています。利

用者の方々の意見ももちろん反映していかなければいけないし、ワークショップ

でも、設計段階でも細かい意見反映を継続していきたいと考えているのでご安心

ください。 

【委員長】 

 市で検討を確定させるわけではないですね。 

【委員】 

前回の検討委員会で 2017年度オープンを目指すという話があったが、大丈夫な

のか心配になる。特に、プロポーザル方式は時間もかかるので、見通しがどうな

っているのか。 

【事務局】 

11月 7日の玉川学園・南大谷地区の市政懇談会で、2018年度のオープンを目指

すと回答させていただいております。その点、1年間遅れたことについて、大変お

詫びをしなければいけません。それは、今年度設計に入るということで 2017年度

であったが、現時点において、現実的に間に合わない状況となっています。 

普通の仕様設計では 2018年度に出来るのではないかと思いますが、先程お話し

したとおり、プロポーザルを選択することもありえるので、準備期間がかかりま

す。これよりもう少し伸びるということも現実的にあります。その分基本計画の

検討期間も短くするということも視野において工程を精査していきたいと思いま

す。そのスケジュールは 2 月に提案し、皆様方からご意見をいただきたいと思い

ます。 

【委員長】 

今の話だと 2月にマスター工程プランが出来るとうい流れでいいのか。 

【事務局】 

はい。 

【委員】 

時期を先に延ばしきれない。他の地域にくらべ、住民数に対しての施設の大き

さが小さいということがある。現在でも地域のコミュニティセンター利用度が他

より高い。利用出来ない利用者が結構残っている。さくらんぼホールやコスモス

会館を利用してカバーしている。その中で、利用の中身について、考えるのは大

きな問題。 

駅の近くで利用できるためには、駅周辺の他スペースで代替できるのではない

か。そういった考え方も課題として残っているのではないか。 

【事務局】 

検討すべき課題は多々あります。スペースの問題もありますし、広すぎる部屋

が使いにくいという声もあります。300 人のホールを 10 人で使っている等の現状

もあります。利用者の意見を反映して、間仕切りを作る等の作業をどこかで検討
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しなければならないとも思います。そういう事を丁寧にやっていきたいと思いま

す。 

【委員】 

駅からのデッキとエレベーターについて、小田急電鉄株式会社と話していると

聞いた。これは大きな前進。長年やってきた文化センターの総意。上と下で別れ

たこの街をエスカレーターで繋いで欲しい。利便が格段に向上する。エレベータ

ーだけではない検討をしてもらいたいが、お金の問題か、土地の問題か。あちこ

ちの街で乳母車も対応している。これは無理な話なのか伺いたい。 

【事務局】 

今のような話も今後ディスカッションしていきたいと思います。今現在のイメ

ージはデッキとエレベーター、センター内のエレベーターでバリアフリーを確保

したいと思います。 

ただ、今後検討していくテーマや、設計の中で現実的になることもあると思う

ので、引き続き検討してきたいと思います。 

【委員】 

バリアフリーという大きな問題をコミュニティセンターの利用者だけにスポッ

トを当てるのではなく、地域住民全体の利便にスポットを当てていただきたい。 

【事務局】 

それは同じ考えです。 

【委員】 

基本計画検討委員会は二月が最後か。ワークショップも出来ないと思う。 

【事務局】 

2月が最後でなく、スタートという認識。4月から 2回目 3回目と続けていく予

定です。検討委員の委嘱は 2015 年 3 月 31 日までとなっているが、引き続き皆様

に検討をお願いしたいと考えています。 

【委員】 

1,200㎡確保は庁内の調整で確保したのか。それと庁外との調整で確保したのか。 

【事務局】 

詳細については、踏み込めないが、庁内で確保するのが 1,200 ㎡。更に、近隣

との調整で 200㎡の上積みを計ります。 

【委員長】 

2月のいつ頃に次回開催となるか。 

【事務局】 

2月の中下旬となります。 

【委員】 

1,200㎡を確保出来たとの事だが、現在地プラスαを考えているということか。 

【事務局】 

その部分は学校法人玉川学園との交渉でと考えています。 
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【副委員長】 

前回の委員会から既に 7 ヶ月が経ち、市に対する不信感や計画に対する不安感

を感じ始めていたメンバーが私も含めていたと思う。11 月の市政懇談会で問いか

けて、市長はそれに対して現有地で出来る目途がたったと話して頂いたし、今日

の事務局の話を伺っていると、思っていた以上にうまく行っているように感じる。

まだバンザイとはいえる状況ではないが、行政、委員会や住民で意見を共有する

工夫を凝らして、皆で感動を共有出来る様な状況並びに結論を導きたい。 

普通の建設ではコスト・スケジュールが先に決まる。今回は流動的であり、そ

れらが決まらない中で話を進めることになる。委員会サイドも状況の変化に柔軟

に対応する必要があると思う。｢前回言ったじゃないか｣ということがないように

進めていきたい。 

【委員長】 

事務局にお願いがあるが、今日は聞いているだけだったので、何か気になった

点は問い合わせをしてもよいか。 

【事務局】 

会議録の作成後に内容の確認をお願いさせていただきます。また、ご意見があ

ればご連絡ください。 

 

 

④ 閉会 


