
第７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８月６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 玉川学園コミュニティセンターの諸室・外部空間のあり方 

（第５回、第６回検討委員会での検討結果から） 

４ 「玉川学園コミュニティセンター建替基本計画案報告書」の構成について 

５ その他 

  ・「玉川学園コミュニティセンター建て替えだより№３」について 

  ・検討委員会等のスケジュールについて 

６ 閉会 

 

配布資料 

 本日の次第 

資料 1：コミュニティセンターの諸室・外部空間のあり方(案) 

(第５回・第６回検討委員会での検討結果から) 

資料２：「玉川学園コミュニティセンター建替基本計画案報告書」の構成案 

資料３：検討委員会等スケジュール(案) 

    玉川学園コミュニティセンター建て替えだより№３ 

追加資料：玉川学園二丁目自転車駐車場の取り扱いについて 

 

 

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) 

    内山市民部長  

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 

営繕課：徳重担当課長 

 (コンサルタント)：大戸、塩脇、中村 

 

傍聴人 ２名 

 
 

 

 

 



 

１開会、２市民部長挨拶以降、委員長の進行で検討委員会が進められ、３玉川学園

コミュニティセンターの諸室・外部空間野あり方についての説明がコンサルタント

からあったのち、以下の意見交換が行われた。 

 
 

 

３ 玉川学園コミュニティセンターの諸室・外部空間のあり方 

 

＜資料１の説明＞ 

 

（委員長） 

報告案をまとめていくにあたって、この資料１の表現について言葉遣いも含めて

少し神経を使い、確認しながら進めていきたい。 

 

今迄の意見が①〜③にまとめられている資料１のＰ１「２．コミュニティセンタ

ー諸室のあり方」から。 

①は「会議室」という名称は実際の使い勝手を考えた名称にした方が良いという

考え方。 

②は、面積が２００㎡追加された場合、適宜必要な諸室の増床を考えるという事。 

③は、安全な動線計画を考慮する（視覚的に明確である事や災害時の避難経路に

ついても神経を使う）という考え方。 

これらは基本的な考えなので問題ないと思う。 

 

【ホール】 

講演会や大きな会議、音楽会、映写会、展示会の他、卓球、太極拳、ヨガを始め

とする軽スポーツ、フラダンス、ダンスといったレクリエーション活動等の想定さ

れる活動の用途により床や空間の作り方が変わってくる。 

その次に「音楽会の生演奏」とあるが、「上質な音」という文言から、プロあるい

はレベルの高いアマチュアの方々の演奏を想定した音響性能を備える、ようにとら

えられる。また、「残響時間を適宜調整出来る」というところでは、お金をかけてで

も残響時間を調整できるようにするのか、これらは大変重要な事なので再確認をし

たい。副委員長のお考えは？ 

 

（副委員長） 

一つは音の問題、もう一つは床の振動について、と大きく二つの性能について問

題になる。Ｐ４表中、「性能、主な備品」欄でホールの機能の共通事項として音響性

能とある。ヴァイオリンやピアノ、声楽の演奏などには適度の残響が必要であり、

一般的には残響時間が２秒強あるといい音に聴こえると言われている。しかし、そ

の状態のまま講演会等他の用途に使うと音が響きすぎて音が不明瞭に聴こえる。で

は調整すればいいとなるが、長い残響時間を短くするのは至難の業で、お金もかか

るし実施している所は少ない。通常は講演会や会議等の残響時間が 1．2 秒などとい

った短い音響性能とし、音楽の際には PA(public-address)と呼ばれる音響設備を使っ



て残響時間を調整する方法もある。２つの相反する要望に対してはどちらか一方を

選ばざるを得ない。また、ダンスやスポーツなど何でも出来る、とあるが、建物を

一体型でつくろうという事になると、振動が他の部屋に伝わる可能性がある。普通

は床の振動を切るために「浮き床」にするという方法はあるが、本当にそこまです

るのか。 

 

（委員） 

残響については生演奏の際に共鳴板(反射板)を楽器の後ろに置くだけでも全然音が

違ってくるので、残響調節という事は考えなくてもいいと思う。 

学校等の体育館で子ども達に生演奏を聴かせるときには卓球台やホワイトボード

等を反射板として使っている。 

 

（委員長） 

演奏者の後ろに反射板を置くと、音を前にはね返す効果はあるが、音はあちらこ

ちらに反響もするので、上にも反射板を設置し、上に上った音を前に出す様な事も

必要になる。何も無いから卓球台を使うというならいいが、これから計画するので

あれば、そういった事も考えたつくりを本来するべきである。良い音を聞かせる為

には残響という事だけではなく、客席へ均等に音を流していく為の装置ということ

も必要だと思う。あとは、副委員長からも話があったように話し声と生演奏では残

響時間が違うので、ホールの使用目的が明確にならないと使いにくいものになって

しまう。できれば残響時間は短く設定しておいて、あとは電気的に残響時間を長く

する様な装置を付けるという事も可能である。 

 

（副委員長） 

建物につけることなく機器で出来るので、予算はそんなにかかることではない。 

 

（委員長） 

ヴァイオリン等の弦楽器やフルートなどの楽器は比較的良いが、バンドだと音量

がかなり大きくなるので、音は部屋全体の気積によって聴き易くも、聴き難くもな

る。そういう事もある、という事を考えて実際何に使うのかという事を決めなくて

はいけない。 

 

（委員） 

生演奏を聴かせるだけでなく、ダンスやヨガなど、現在行われているものと用途

は変わらないが、今８０人のところが２００人位になることで、どうすれば音のこ

と等全て出来るのか分からないが、機械を使わずスピーカーやマイクを使わない、

生演奏にとって良いホールという考えである。 

 

（副委員長） 

通常の「一般的な音楽会」と書けば問題ないと思うが、「生演奏」と書くので難し

くなると思う。ちなみに音楽専門のホール、鶴川のポプリホールだと残響時間が２

秒程度あると思う。書き方を少し工夫して一般の方が住民の活動に支障のない、音

楽会等で使われる、とすれば問題ないと思う。 



（委員長） 

今までも色々な事に使っているので何でも使える様なホールにしていいというの

は一つの考え方だが、そういうホールだとプロの演奏家はやりたがらない、そうい

う方々が来ない事を前提としてホールをつくっていいのかという事を再確認したい。 

 

（委員） 

多目的ホールとすると、そのような要望は一度でたが、みんなが使えるようにし

ておいたほうが良い。 

 

（副委員長） 

多目的ホールでプロが出来ないか、というと以前玉川学園さくらんぼホールでプ

ロのジャズトリオが来て演奏していたので、専門的なきれいな音がでるかと少し違

うが、一般の人が聴ける程度には出来る。 

 

（委員） 

そのジャズの演奏はどんなジャズでどんな編成か分からないが、しみじみとした

ジャズだとしたら、玉川学園さくらんぼホールでは良さが少し分からないと思う。 

玉川学園さくらんぼホールは音も筒抜けで音楽には大変無理な構造である。した

がって、より音楽ホールという機能を上質な物にしたい。 

 

（副委員長） 

音楽に耐えうるホールとすれば良いのではないか。 

 

（委員） 

今のコミュニティセンターの残響時間はどれくらいか？ 

 

（副委員長） 

測っていないが１秒半くらいだと思う。ただ人が大勢いると残響時間は短くなる。 

 

（委員） 

玉川学園さくらんぼホールではなく、もう少し音楽に耐えうるホールで多目的と

いうことである。 

 

（委員） 

何故ここで「音楽ホール」が必要なのか。市の施設では市民ホール等もあり、生

の演奏会を開く様なケースは、そういうところが主に使われるだろうと思う。プロ

が来て演奏する為にお金を多くかける必要はないのではないか。仲間内で演奏会を

やるとか町の人たちが主に使う。そこへ、セミプロも来てやるという事はあるかも

しれないが、本当の意味の生演奏を聴くのであれば、専門的なところで聴いてもら

えればいいのではないか。 
 

（委員長） 

それも一つの考え方であるが、建物は非常に長い期間生きていく、その時に、も



う少しこういう事を考えておけば良かったと後から言われるのが嫌であるし、玉川

学園という地域に建てられる建物として、ホールをどう考えるかという事をしっか

りしておかないといけないのではないか。 

ある施設でプロが来て、こんなところで演奏出来ないと帰った、ということがあ

った。本当に良い音を聴きたいと思ってもそういう場所でやってもらえない、とい

うこともある訳で、それは今委員が発言した様に、そういう事を求めなくてもいい

と言う考え方なら何も問題ないが、もう少しハイレベルな建物を作っておけば良か

った、と後から言われるとどうなのかと気になった。 

 

（委員） 

「生演奏」というとあまりにも幅が広い。小学生の音楽レッスンも生演奏である。

それとも、プロのフィルハーモニーのようなものを想定するのか。要するに「生演

奏」という言葉だけが生きて非常に混乱をしていると思う。レベルを示すべきでは

ないか。 

 

（委員） 

「生演奏」という話が第５回の「この地域は音楽家が多いので、そういう人達が

来て演奏するなら、もう少し音響の良いものが欲しい」という意見から来ているの

であれば、これから基本設計に入っていく段階で、どの程度の残響時間であれば良

いのか、たとえば今のセンターの残響時間程度でいいのか、そういう人達に、ヒア

リングして決めていく方法もあるのではないか。 

 

（委員長） 

残響時間は、結局どんな音楽を求めるかによって変わって来る。突き詰めていえ

ば、このホールをどういうホールにするのかという考え方が大事である。 

 

（委員） 

ここのホールは本当にいい響きである。ピアノには向かないがフルートやギター

にとっては大変良いホールである。全部木で出来ていて、しかも細い木が埋まって

いて凹凸があり、天井は高い。これを壊してそれ以下のものにはしてほしくない。

今の音響を保って定員２００人にして欲しい。 

現在の音響を是非調べて、それを生かしてほしい。講演会でも何の違和感もなく、

マイクも必要ないくらい本当に良い。よく考えて作られている。ただ一番問題なの

は奥行きが無いことである。 

 

（副委員長） 

現況の音響特性を維持する、と書けば良い。現況の残響時間はそれほど難しくな

く調べられる。 

 

 

（委員） 

さくらんぼホール並では少し劣る。 

 



（委員長） 

いずれにしても、多くの方に使って頂かなくてはいけないので、言葉を選びなが 

ら決めたい。 

 

（委員） 

考えてみたら演劇が無い。音楽ができるということは演劇もできるのだろうが、

演劇独特の何かがあるだろうと思う。そういう事も考え、演劇も加えた方がいい。 

 

（委員長） 

その辺を踏まえて文言を整理していきたい。 

 

（委員） 

Ｐ２の②「軽スポーツに耐えられる床構造を備えるものとする」というのは、こ

の「床構造」はどこの事を言っているのか？ホールの床構造をそのようにして、隣

の会議室などに伝わらないようにするという意味か？  

 

（委員長） 

少し補足すると、この床構造についても完全に絶縁して振動が全く伝わらない様

にするやり方や、そこまでやらなくてもかなり効果を高められるやる方もある。委

員会としてはっきりさせておかなければならないのは、ここで軽スポーツをやると

いう事を認めた上で、その振動が床に伝わらない方策を講じるよう設計側の方に要

求する、という考え方を明確にするという事であろう。いずれにしても、出来るだ

けいろんなものに使って頂きたいとは思う。 

 

（副委員長） 

いろいろなスポーツ系については、床構造において振動が他に影響を及ぼさない

様に配慮する、と考えれば十分だと思う。ホールが下層階に配置され、その下に部

屋は無いという状況であれば比較的対応し易いと思う。①と②は少し文章をまとめ

る。 

 

（委員長） 

そこは文言を少し整理する。Ｐ２－③にある「２００名収容」ということについ

てだが、もう少し人数が少なくても、という意見があるかもしれない。当初から

「２００」という数字は出て来ているが、委員会の要望事項として、「２００名収

容」を最優先とするか、最大「２００」名程度として２００かもしれない、１７

０かもしれない、それを容認する、とするのか再確認したい。 

 

（副委員長） 

現ホールの利用状況や、１００人集まる会の少ないさくらんぼホールの運営状

況からするとも、２００人収容とした場合の活用率である。データはまだ出てい

ないが、年間どの程度かという調査を市に依頼している。２００人というと結構

大きな部屋だが、１年に２回しか使わない部屋を作っても意味がない。 

 



（委員長） 

この容量、収容人員も非常に大きな問題である。先ほどの音響と同じで、これか 

ら長期間この会館を使っていく上でもうちょっと広くすれば良かったと言われると

困るし、狭い方が、稼働率が高いと言うのであれば、それはそれで考え方もあるが、

ただ、広いにこした事はないという考え方もある。 

 

（委員） 

広いにこした事はない、ということは無いと思うが。 

 

（委員長） 

成瀬センターはホールが広く、社交ダンスにはちょうどいい大きさになっている。 

狭いということは用途を制限する危険性もある。 

 

（副委員長） 

予定面積１２００㎡のうち、約３分の１をこのホールに使うことになるなら、も

う少し他の部屋をとれば良かったという意見もある訳で、それほどこの２００人と

いうのは結構大きいスペースになる。あまり使われていないという状況は避けたい。 

もう一つ、平土間で２００名収容可能と言っている。それには下は平土間１５０

人、あと２階席がある場合はそこで５０人収容すれば良いという考え方もある。今

は、みなさんの要望が２００名収容となっていたので、そう書いてある。 

 

（委員） 

玉川学園コミュニティセンター運営委員からは１５０人と言う意見が出ている。 

 

（委員長） 

「最大２００人」と書いてあるので１６０でも１７０でも良いという事にはなる。 

 

（副委員長） 

これを書いておかないと設計者が分からない。段床では困ることになる。 

 

（委員） 

技術的に２階というのは可能なのか？ 

 

 

（副委員長） 

階高にもよるが、６ｍくらいあればなんとか５０人位は確保できると思う。ある

いは最大２００人の時はロビーを使うなど、工夫はできると思う。 

 

 

（委員長） 

２階席を作るとそこは観覧席にしかならず用途が固定化してしまう。たとえば別

の用途になっていて、オープンにすればホールと一体になる様なことを考えれば良

いが、単なる観覧だけだと勿体ない。 



（委員） 

今は２階部分に調整録音室があり、後ろの方は物置状態になっている。１年間で

２日くらいしか使わない道具がそこに置いてあり勿体ない。 

 

（委員長） 

今いろいろなご意見があったが、あまり限定した言い方をせずに、原文どおり

「最大」とし、大きくとれれば２００、とれなければ１６０とか１７０でも良い、

という言い方にしたい。 

 

（委員長） 

Ｐ２－④－１）に、卓球台や仮設の舞台、ピアノ等を収納出来る収納庫を設ける

よう書いてあり、次に、「ピアノは」と書いてあるが、ピアノだけではなく、舞台や

卓球台等も必要な時にホールに引き出せる様にという事である。 

それからＰ２－④－２）の「男女別更衣室・控え室」で、床はフローリングで、

となっている。これは清潔感のある部屋にしたいということから出てきた訳だが、

ここは逆にフローリングと指定するのではなく、清潔で清掃し易いという表現に変

えた方が良い、計画案の段階で表現をフローリングと固定してしまうのはどうかと

思うがそんな考えでよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

Ｐ２－⑤に「周辺」について、近隣に迷惑がかからないようにというのはもちろ

ん大事な事だが、「周辺」という意味が少し不明確になってしまいそうだが、どう捉

えたらよいか？ 

「近隣」も「周辺」にはなるので、近隣という言葉だけだと、かなり範囲が広くな

ってしまう。具体的に言えば、この敷地に接している、あるいは多少離れてはいる

かもしれないが、その周辺に対しての配慮をするという考え方でよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

Ｐ２の【会議室等】では「会議室等」というタイトルをつけながら、そうではな

いと記している。これは変なので、「多目的室」等、色々な用途で使える部屋を設け

るという考え方を文言として表した方がいいと考える。計画案としては括弧書きを

除いて「多目的室」としてよいのではないか。実際に建物をつくっていく段階で

「多目的室」とは別の言葉になるかもしれないが、この委員会ではそういう趣旨で

名前を付けた方が良いと考えるがいかがか？ 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

【和室】についてだが、ここもタイトルで「和室」としておきながら、和室は設

けないとしており違和感があるため、多目的室の項目①〜④まであるその次に⑤と



して書き加えてはどうかと考える。前回話があったように、和室を専用室として特

別使う用途もかなり少ないということである。 

【保育室】も「室」としていいのか、②で「保育コーナー」としていることから

もタイトルは「保育コーナー」で良いのではないか、独立した部屋がどうしても必

要という事であれば「室」と書かなければいけないが、広い部分の一角を使うとい

うくらいの位置づけにした方が、計画の段階では融通性がきいていいのではないか

と考える。この辺もそんなことでよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

【フリースペース】についてだが、「フリースペース」とあげながら「ロビー」と

いう表現がどこにもない。ロビー空間の一角としてフリーに使えるスペースがある

くらいのイメージの方があまり固定した空間を作るよりはセキュリティの関係から

も良いのではないかと考える。あまり目の届かない隔離された所をフリーに使うこ

とはセキュリティ面等問題があると思われるので、そんな考え方でよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

最後、③に「軽い飲食」とあるが、認めてよろしいか確認したい。 

 

（委員） 

飲食については反対。 

 

（委員長） 

この表現も難しいが、飲食そのものは絶対ダメとするのか、この「軽い」とは何

かだが、飲食を認めるという事になると、どんどんエスカレートしていく可能性も

ある。確か成瀬センターは禁止していなかったか。 

 

（事務局） 

一般的は町田市の施設では飲食禁止の考え方の方が多い。 

 

（委員長） 

 この辺はいかがか？ 

 

（副委員長） 

以前、市民からカフェを設けてほしいと言う要望があった。カフェは近くにあり、

それに変わるもの、という事で軽食程度ならよいとか、軽い飲み物だったら飲める

という方が、人が集まり易いのではないのかと思う。人に使ってもらうための仕掛

けとして何が必要か。○○がダメ、と言うのでは市民の方は使いにくいと思う。 

 

 



（委員） 

若いお母さんたちからは子どもにちょっとおやつ等をあげられるといい、という

要望が多い。その代わり後始末はする、ということである。 

 

（委員） 

問題は後始末である。後始末をきちんとするという事を前提にしたオープンなら

良いと思うが、誰が後始末をするのかという事になると、気が付いてもやらない人

が多いと思う。食べた人が責任を持って片付けて帰るという事を徹底すれば、食べ

る事自体は良いと思う。変な所で食べるより、こういうスペースがあってみんなで

食べられて談話出来るのであれば利用する方も多くなる、その代わり後始末だけは

きちんとしてほしい。そうしないとゴミを分別せずに捨てたり、今、道の駅などで

も問題になっている。そこを徹底すれば良いと思う。 

 

（委員） 

飲食の可否というのは、ロビーの事だけの話だが、部屋の中、多目的室とかホー

ルの中での飲食は問題ないのか。 

 

（委員） 

ロビーでの軽い飲食は良いが、会議室等では飲食はよくない。 

 

（副委員長） 

コミュニティセンターは食事も介したコミュニティ活動としても使うのではない

か。計画案【多目的室】の③で食事会も出来るスペースを設けるとなっているので、

その場所はいいと思う。 

 

（委員） 

現在、議論している軽い飲食の可否についてはロビーの事だけと考えていいか。 

 

（委員） 

会議室を含めた他の部屋で食事をする事は今まで議論してこなかった。例えばこ

ういう所では、お弁当をとって会議の間に食事をするとか、自然にどこでもやって

いるような事を禁じてきている。 

ちょっと事例としては飛躍するが、私どもの持っている自治会の集会場でも、制

約があまりにも強すぎるのもどうか、ということで、後片付けをきちんとして、自

己責任として酒も飲めるようにした。結構利用している。何でもいけないというの

もどうかという感じがするが。 

 

（委員長） 

この件は施設完成後、運用規定を作る際に盛り込む事と考える。施設をつくるに

あたって、飲食に関する設備を設けるかどうかについては今迄、議論されていない。

一般の会議室やホール等については申し込み制のため、誰が使ったかはっきりわか

るが、ロビーについては誰が来るかわからない。誰もが入れる場になるので、不特

定多数の人が来た時に、表現は悪いが、飲食まで認めるのかということである。 



例えば、自動販売機は設けても良い、飲み物だけはそこで飲んでも良い、食事に

ついては運用規定の中で決めてもらうという考え方もある。 

 

（副委員長） 

現在、空調はエアコンを使っているが、例えば料理を使った活動となると、匂い

の問題もあるので換気設備は変えなければいけない。どういう設備を設けて欲しい、

換気回数はこうしてほしいと本来は書くもので、運用規定はあとでいいという訳に

はいかない、と考える。 

したがって、そういう事が可能な様に機械換気設備を設けておく、としておかな

いと、設計者側には伝わらない。運用規定だけですむ話とすまない話がある。一般

的には食べさせなければ換気しなくてもいいので、このような空調でも良いが、絶

対匂いが抜けない。 

ただし、みんなが気持ちよく使う為の換気設備となると、何回換気という換気の

規定に沿わないと使いにくいとなるかもしれない。今迄、基本計画案の中であまり

設備について触れていないが、触れなければいけないと思う。特に健康管理設備に

ついては触れるべきで、これも追加事項として必ず議論したいと考えている。 

 

（委員） 

大きな自動販売機が置かれるのは反対だが、お水とコーヒーぐらいの小さな自動

販売機ならいいと思う。 

 

（委員長） 

それは希望として伺っておく。 

 

（委員） 

大きな物を設置するとゴミ箱を設置しなくてはいけない。業者が入ってゴミ処理

の為の作業が始終行われることがとても不快と考える。 

 

（副委員長） 

住民の方々が３から４時間とか、長い方は半日くらいいらっしゃるので、当然喉

も乾くし、夏には何か飲まないと危ない。全部禁止してしまうと、全く使いにくい

建物になってしまうので、使う人たちにどういう配慮するか。その辺の配慮の仕方、

委員会としての心遣い、それをどう書くかという事である。 

 

（委員） 

やはり、一般的に利用する人は自動販売機がないとここはなんだという話になる。 

 

（委員） 

今は町田市だけではなく公共の色々なコミュニティ施設ではどこでも置いている。  

常識の範囲内で置くという事で、業者が入って来てもやむを得ない。 

 

（副委員長） 

町田市役所にあるような給水機も良いと思う。健康上の配慮をきちんとしておか



ないと、使う人は使いにくいと思う。 

 

（委員長） 

いずれにしても、使い易い安全な施設にしたいということである。 

次の【地域活動室】は、「おおよそ７０㎡程度確保する」とある。これは、社会福

祉協議会や地区協議会での活動を活発にするための拠点なので、ご理解頂きたい。 

Ｐ３【図書室】は従来通りの児童図書室を基本として考えるが、大人向けの図書

についても検討していく。記載された文言だけだと内容が分かりにくいが、あまり

具体的な議論にはなっておらず、今後それを含めて検討していこうという考え方だ

けを示せばよろしいか。 

 

＜異議なし＞ 

 

（委員長） 

その次の【防災備蓄倉庫】と【証明発行窓口】については今、空欄になっている。

これについても何らかの形で触れていかなくてはならないが、防災備蓄倉庫につい

ては、どんな表現の仕方をしておいたらよいか？ 

 

（事務局） 

この場所は風水害時あるいは雪害時の臨時避難所と、玉川学園前駅の帰宅困難者

の一時滞在場所に指定されている。現在、この施設は帰宅困難者が全部入れる程で

はないが、それでも新しいコミュニティセンターには６千人分の毛布等を備蓄品と

して確保するため、一定の面積、約３０㎡程度を確保して頂きたいというのが町田

市側の提案である。備蓄品はコンパクトにまとめられるので、この程度あれば数千

人分の備蓄が出来る。帰宅困難者の場合１泊２日を想定し、簡単な軽食と毛布、ア

ルミ製のシーツ等を備蓄する。概ねそのような事である。 

 

（委員長） 

この部分は町田市とコンサルタントとで調整して記載してほしい。 

 

（副委員長） 

防災備蓄倉庫は２００㎡増床可能時には確保する、という書き方はできるのか？ 

 

（事務局） 

基本的に町田市では、新しいコミュニティセンターの機能として確保して頂きた

い。２００㎡増えなかったら確保しなくていい、という事ではないと思う。 

 

（委員） 

 必ず設ける、ということか。 

 

（事務局） 

 そのとおり。 

 



 

（委員長） 

これもどういう内容で３０㎡欲しいという所も含めて記載してほしい。 

証明発行窓口について町田市の考えは？ 

 

（事務局） 

「建替に関する基本方針」では夜間、休日に利用できる駅前連絡所機能とあるが、

市役所内部で実際どの地域にどのような機能を配するかということは十分検討され

ていないので、最低限現在の機能を継続するという所に留まらざるを得ないと考え

ている。建替市民会議での市民センターに昇格といった意見や、基本方針での機能

拡充という記述もあるが、今、町田市全体ではランニングコストなどの高騰から、

色々な公共施設について集約化あるいは機能の統合化が図られている状況であり、

機能拡充という事はなかなか難しく、この辺はもう少し中で詰めさせて頂きたい。

現状維持というところが一番可能性は強いと考える。 

 

（委員長） 

窓口業務というのは、これからの町田市の方針としては、できるものは民間委託

し、縮小する方向に行くのではないかと思うが、ただ現状通りという事では、表現

としてはやや足りない。行政としてこういう考え方を持っているのでこの地域の窓

口はこういうふうにしていきたいという町田市のメッセージが欲しい。 

 

（副委員長） 

最大で１日１００人ぐらいの利用者が住民票や母子手帳、各種証明書を取りにく

る。例えば今１７時で閉まっている窓口が２０時まで開いているとなれば、働いて

いる方もここで証明書がもらえる。「１００人」という数は思っているより少ないが、

もう少し増えてくれば駅前連絡所という意味・機能がもっと拡充すると思う。そう

いう視点をもう少し、町田市としてはしっかり持ってもらいたい。開館時間を少し

延ばしてくれれば、玉川学園・南大谷地区の住民だけではなしに誰でも使えるので、

この機能について町田市としての考え方をしっかり書いてもらいたい。 

 

（委員長） 

よろしくお願い致したい。それでは外部空間の話にいきたい。 

 

（委員） 

【保育室】だが、児童図書室と繋がるという「児童図書室」は「室」なのか、今

の様な「児童コーナー」でいいのか？「図書室」だと部屋になって、司書がいる、

というそれなりの感じにとれる。貸し借りは今まで通りであれば「図書コーナー」

になる、そういう意味合いか？図書室だと、「室」の感じになるのか。 

 

（事務局） 

町田市では、図書館所属の司書が置かれているところを図書「館」、それ以外の、

専門職はいないが図書は置いてある所を「室」としている。そういう図書が置いて

あるスペースの事を「図書室」としている。 



 

（委員） 

呼び方が、ということではなく、きちんとした部屋にするか、単なるコーナーに

するのか、ということである。 

 

（委員長） 

現在は管理されている方がいるが、そうでない場合はやはり部屋の形でセキュリ

ティを考えておく必要があると思う。 

 

（副委員長） 

今は、連絡所の方が見ながら対応しているので、その範囲で出来る事を、と理解

しているが、それでよろしいか？専門職が来て対応するという話ではないと書いて

おく。 

 

（委員） 

児童図書のコーナーに関して、要は、常駐している職員が目を通していなければ

ならないので、駅前連絡所と隣接してそういうコーナーを設けるか、部屋として設

けるのかという事だと思う。 

 

（副委員長） 

もう少し詳しく設計条件として書くとすれば、町田市職員が滞り無く管理が出来

るスペースのあり方、こういう範囲で留めるという事である。それとも全く違う部

屋があって、誰かが見ていなければならない話なのか、大人の対応まで入れていい

のかどうか。その辺を、町田市にしっかり記述してもらいたい。 

 

（委員） 

副委員長の発言のような表現を書いて頂いた方が良い。 

 

（副委員長） 

町田市の問題として、こうしたい、こうすべきと書いてくれないと。単に住民の

意見をまとめるだけでは設計の条件にならないので、もう少し積極的に返して頂き

たい。 

 

（委員長） 

町田市の方はもう少しよろしくお願いしたい。では、外部空間について進める。 

 

【バリアフリー実現の考え方】については、文言そのものを少し修正しなければ

ならない所が何箇所かある。例えば①４行目の「バリアフリー化の実現に資する」、

とあるところは、必ずしも、バリアフリーというのは完璧に出来るわけでは無いの

で、可能な限りバリアフリー化を図るというくらいの表現にしておかないと難しい

のではないか。この辺は表現方法を考えた方がいいと思う。 

②のデッキについては、前回、委員の発言にもあったように、他のルート、今地

上を歩いているルートの整備等についても以前からあるので、その辺を配慮して、



※印の文章も、手を入れた方がいいと思う。 

デッキをつくるという事は、この施設と駅を繋ぐという目的だけではなく、この

周辺に住んでいる方の利便性を図るという大きな役割があるという委員の発言もあ

った。 

 

あとはもう一つ、この玉川学園前駅周辺の交通の安全を図るために今まで検討し

て来た経緯もあるという事で、必ずしもデッキありきではない、という委員の発言

もあった。いずれにしてもこの施設と駅、あるいは町田市と小田急電鉄㈱という関

係だけではなく、学校法人玉川学園との関係もあり、今後のまちづくりにも絡んで

くる事なので、具体的なデッキの設置については、関係者との調整が必要だという

事を、文言として入れておかなければいけないと思う。 

ただ、この委員会として、デッキを設ける事を前提に考えていくのかどうかとい

うところである。ここは本日、方向を決めてまとめていきたいので忌憚のない意見

を出して頂きたい。 

 

（副委員長） 

バリアフリー化という話では、町田市の基本構想が２０１２年に出されているが、

これは構想だけで具体的な方策は出ていない。今回のコミュニティセンターの建設

において、バリアフリー化に関して、出来る事をやった方が良いと個人的には思っ

ている。皆さんの意見、住民からの意見の中にもそういう意見がいくつかあり、そ

れをうまくまとめるとバリアフリー化の改善に資する、という結論にする方が望ま

しいのではないか。これは施設だけではなくて、これは委員からも発言があったが、

建設地後背の文化構成ゾーンへのルートが、郵便局のなかよし坂前のルートしかな

いので、毎朝お子さんを連れて歩くお母さんの姿等を見ると、もっと改善してあげ

たいと本当に思う。ここにバリアフリー化された新たなルートが出来れば選択肢が

増える。その事が大事である。その一環としてこのセンターが地域に寄与できれば、

この地域の往来の改善に繋がると思う。 

 

（委員長） 

他にご意見あったら出してほしい。 

 

（委員） 

施設とその道路面との段差をどう解消するかという事は、いわゆるデッキ以外に、

例えばエレベーターを付けるという方法もある。現実的に今年の７月以降見ていて、

この施設を利用する人に関しては特に北側の方は北側から来るであろうし、駅から

来る人は今、現実的には降りて道路から階段を上がって行くであろうが、５丁目、

６丁目の人たちや７丁目、８丁目の人たちは、第１、第２踏切を通って前の道路を

来て２階に上がって来る。そうすると、そこに単純にエレベーターを付けるだけで

良く、デッキ自体が必ずしも解決策にならないと思う。だが、エレベーターの設置

は、まず、必要なんだろうと思う。 

それから、デッキを付けるという事は、第６回の資料５と６に記載されているよ

うに仮に駅舎の床の高さでデッキを造るとなると現状の敷地面を２メートル下げな



ければいけない。また、デッキのルートは今ある階段の位置にくると思う。市の方

でボーリング調査した後が見えるので、おそらくデッキはそこをルートと考えてい

ると思う。そうすると、在使っている階段は無くすのか、左側の階段の位置も変わ

って来る。レベルが変わるという事は、前の花壇のレベルも触らなければいけなく

なるなど、どれだけの影響があるか、今の段階で検討したうえで、説明をしてもら

いたいと思っている。そのことは、前回委員会が終わったあとに市の担当者にメー

ルを送ったが、まだ返事を頂いていない。この前の絵はかなり大雑把で、メリット

しか書いていない。どういうふうにデメリットがあるかも含めてしっかり説明して

もらわないと、今この段階で私個人としては判断出来ない。 

 

（副委員長） 

今、町田市と学校法人玉川学園がどういう交渉状況か全く分からない状態で結論

出そうしているので、委員会としての結論を出しにくい。本当はこの用地の状況等

が分かればはっきり言えるが。ただ前回、駅と直結する事がもし出来れば、それが

後背にある厚生福祉ゾーン等に行き来するための選択肢として増やす事が出来れば、

これは一つの解決方法だという意見があった。駅とこの施設だけが繋げる話ではな

くて、後背地を含めた地域全体の往来の自由度を改善すると考えれば、技術的なこ

とは残されているが、一つの方向かと考える。 

 

（委員） 

エレベーターを設置すれば済む、それでも一つの解決策になる。エレベーターで

この道路に降りるということは、降りた人が駅舎に行く事も自由であり商店街の方

に行く事も自由である。 

 

（副委員長） 

前回は、せっかく駅の高さ４、５ｍくらいまで上がったのであれば、まっすぐ来

た方がいいという話だったと思う。わざわざ下まで降りる必要が無いのではという

のがデッキの最大のポイントだと思う。 

 

（委員） 

５丁目６丁目の人からするとそこにエレベーターがあれば上がれるので、どっち

もどっちである。 

 

 

（副委員長） 

第１、第２踏切を通る、通らない、あるいは駅を通る、これは住民自身の選択で、

どこ通るかは全く分からないことであり、出来た暁にはそこを往来する回数が増え

る可能性があると期待して作る。 

 

（委員） 

そうするとかなり人の流れが変わる。それが良い事かどうかという事も含めて検 

討してほしい。人の流れが変わるという事はこの中心市街地の雰囲気も変わるとい

う事で、その辺りをどの様に考えていくかということが大切ではないか。 



 

（副委員長） 

この委員会の中で出来る事は、与えられた期間の中で想定しながら委員会の方向

を出す事であり、新たに色々な作業が出て来て検証するという話になると、この期

間ではとても終わらない。 
 

（委員） 

長い将来の話ではないかと思っている。 

 

（委員） 

この先このまちに住む人達のために、本当に今デッキを作る事がその人達のため

か、もう少し考えて頂きたい。今世の中では、デッキを外す方向に動いているし、

止めた方がいいのではと考える。それよりもエレベーター等で建物の一部として何

か作る。駅からの人がこちらの北側の道に来易いようにとか、施設の建替で地域の

形を変えていくようなことまでもこの検討委員会で考える必要があるのだろうか。 

 

（委員） 

一つには、任意団体である玉川学園改築委員会で行った住民説明会ではデッキを

作ってくれという意見は随分強い。古い、バリアフリー、狭い、この３つの解決が

建替のための３本柱である。その中の大きな要素であるバリアフリーにおいてデッ

キ設置を止めたらこのバリアフリー対策の価値は半減する。 

そういう事はまちづくり全体の一環としてやるべきだという議論もあったが、そ

ういう事を言っていたら１００年たってもダメだと、私個人としては思うし、そう

いう意見もあった。 

 

したがって、こういう絶好の機会を捉えて出来るのであれば、それを一重、二重、

三重にするように利用すれば良いという前向きの捉えかたで、デッキもエレベータ

ーもつくり住民の選択肢を多様化する。だんだん年齢的にもこの高低差を実際に上

がるのが大変になってくる。これからコミュニティセンター内の市の出張所も、選

挙のために期日前投票も広がってくる等、色々な層が増える。この施設の建て替え

を、利用者だけのためではなく、もっと広く色々な、利用者以外の利便性にも資す

るという絶好のチャンスであり、是非やるべきだと思う。委員会として意見を出す

のであれば私は是非デッキをつくるとしたい。 

 

もう一つは、これをやる前に小田急電鉄㈱と当然話し合わなくてはいけない。住

民と市の話し合いだけではなく、学校法人玉川学園と小田急電鉄㈱と４者が早く同

じテーブルについて、どうあるべきかという知恵を出しあうべきだと何回も提案し

て来た。当然このデッキを付けるという事になると、小田急電鉄㈱と直接、そこで

もまちづくりの、話し合いの良いチャンスが生まれる、という事も付け加えておき

たい。 

 

（委員） 

デッキを設置しながらコミュニティセンターも建て替えて、となると施設建設の



予算が削られていくのではないか。もちろん便利にするために、コミュニティセン

ターに入るためのエレベーターやエスカレーターを考える事はいいが、それ以外の

事は今、あまり考えない方がいい。 

以前はデッキを外すという方向は世の中には無く、便利になる為に作っていたが、

今は逆に外していっている時代である。そういう人工的な物を作るのは止めようと

いう動きに世の中がなって来ている時に、そぐわない事をしようとしているのでは

ないか。デッキを作るために、この駅北口の本当に素敵な緑がどんな景色になって

いくのか心配している。Ｐ３の一番下にも書いてあるが、景色はかなり変わって来

ると思う。この駅北口の緑を美しいまま保って行く方向に持って行ってほしい。 

 

（副委員長） 

学校法人玉川学園の花壇の緑を残して欲しいという希望はもちろんみんな思って

いると思う。でもそこに、将来とも緑が残るかどうかというのは学校法人玉川学園

の問題で、確約はできない。 

まだ交渉の経過を公表出来ない状況が続いているが、解決すれば容積は２００㎡

増えるし、その用地を何に使うか、バリアフリー化を中心とした駅前の動線の改善

という公共的な理由も町田市が玉川学園と交渉する際の背景にあるかもしれないと

いう想像はつく。 

 

（委員） 

そういう意味では、便利になるのだから当然その検討の中にデッキが入ってしか

るべきだと思う。デッキを世の中で外しているという意見があったが、私はあまり

そういった認識がないので、あまり緑、緑と言うよりも、全体にみんなが便利にな

る、バリアフリーになって使い易くなるなら、そちらの方を優先するのが私は良い

気がする。 

 

（委員） 

景観は主観の問題だという発言もあったが、以前まちづくりの会で１０年おきに

環境の調査を実施し、何故この玉川学園に住みたくなったのかというアンケートの

中で、駅を降りてこの北口の花壇を含めた緑を見てここに住もうと思ったという方

がかなり多かった。その良いと思っている事自体主観かもしれないが、そういう人

が多くいるという事はもう主観ではない。この町の原風景である。その部分を、仮

にデッキを付けて良くなるのであればそれは別だが、どう建物が位置するかという

のはとても大切な要素なので、例えばエレベーターを一つ付けて段差解消が出来る

のであれば、一時的にでもエレベーターで道路に降りて渡り、それで駅舎に上がっ

て行ってもそれほど不便はないのではないかと思う。デッキを付ける事によってこ

の道路に降りないということは、逆に言えばこの道路の商店街も含めて中心市街地

の往来が少なくなる。かなりそれは予測している。 

 

それから、５丁目６丁目から、例えばコミュニティバスで来られた方がどの様に

センターに来るかと言うと、普通はこの道路を渡って階段を上っていくであろうが、

その時にエレベーターがあれば上がる。わざわざ駅舎に上ってエレベーターを使っ



て、デッキを使って、という事は考えにくい。いずれ長い流れの中でデッキが必要

という話が出て来るかもしれないが、そういう考えがあったという程度に留めてお

いて、今現在出来る範囲の中で最低限のバリアフリーを図った方が有効だと思う。

１００年経ってもどうのこうのとおっしゃるが、この建物は出来れば５０年ごとに

建て替えるのはうんざり。出来れば長く持たせたい。次の世代の人たちがやはりデ

ッキは必要だと思えばまた要望は出て来るであろうし、地域の要望がどれくらいの

話かというのは、センター利用者たちだけのミーティングでは済まないと思う。一

応資料を作っておいたので、お渡ししておく。町田市の担当者はもう一度良く見て

最終的にまとめて頂きたい。最終的な話やまとめに関しては委員長、副委員長に一

任したいのでよろしくお願いしたい。 

 

（副委員長） 

他人の土地に対して、景観を保存してほしいという要望は言えたとしても確約は

してくれない４０年近く住んでいるが、駅の周りは随分変わった。昔は松も桜もず

いぶんあったが、今はここだけである。この部分も大部分は玉川学園の土地であり

センターの土地ではない。ここを建て替えたとしてもそんなに木を切る事はなく、

逆に残さなければならない木は、桜の木が２、３本あるくらいである。後は玉川学

園側である。玉川学園の校舎も昔の景観は無い。こんなに大きな駅もなく、北側か

ら南側へ繋がっている景観だった。駅の前には店がなくなり、駐輪場と駐車場、こ

んな寂しいまちはない。ただアンケートをとると、みんな玉川学園は良い景観・環

境だと言う。私もそう思う。これは地域全体の話であり、坂道があって、斜面だか

ら建たないのであり、結果として人口密度も建蔽率が約１ヘクタールあたり約１７

０戸くらいであり、環境が守られている。したがって、景観をこの部分の話だけで

しても意味はない。今の状況を考え、景観を作り替える、継承するという話だと思

う。デッキの話は、地域のバリアフリー化に加えて、朝夕の通勤時間帯の駅の混雑

緩和を解決出来る期待もある。デッキについて、頑にいけないという話ではなくて、

何が良くなるのか考えて頂かないといけない。このセンターが出来るというのは良

いチャンスではないか。町田市も投資してもいいと言うのであれば、２重、３重に

良いとこ取りをしようという事である。ネガティブな話ではなく、プラスの話とし

て結論付けたいと思う。 

 

（委員） 

この緑を守りたい、という人たちの代表として私はここにいる。副委員長がイメ

ージしているものが私には全然見えない。人工的なものでなくて、木や花の様な自

然な物をまちに残しておく。玉川学園の緑がなくなってきた今、私は何とかしたい

と思う。 
 

（副委員長） 

他人の物は利用できないので、確約もできない。したがって、自分達が出来る事

をやって行くというのが今回の委員会の結論だと思う。デッキが出来ると環境が悪

くなるというのは何故なのか、環境が良くなるデッキを付ければいいのではないか

という意見も住民の中にあった。そういう事に影響の無いデッキを作ってほしいと



言う意見もあった。 

 

 

（委員） 

歩道橋の評判が悪いのは上へ上がって向こうへ行けということである。これは向

こうの駅と同じ高さで繋がるわけで、広い道路で向こうへ上って行けというのと機

能的には全然違うと思う。歩道橋の評判が悪いのは、みんな年齢を重ねて来ると下

の道路を走る車をなぜ優先するのかというところからである。それ人を上へ上がら

せるのではなく、車を下に通せということである。しかし向こうの駅から同じ高さ

で来られるのであればこれは便利になる。 

 

（委員） 

きちんと解決しないと基本設計に影響する。 

 

（副委員長） 

町田市がまだ書いていない証明発行機能、駅前連絡所については駅前にあるメリ

ットを最大に使うための機能をここに結集して頂きたい。そうすれば駅から繋ぐ意

味が出て来る。玉川学園住民のための政策ではなく、町田市民であれば誰でも使え

る駅前連絡所であるというところを補強してほしい。 

例えば町田市にある駅前連絡所は鶴川、南町田、町田駅前の３箇所でこの３箇所

しか駅から直接来られる所が無い。こんな素晴らしい機能はないと思う。そこは委

員会では結論が出せない。 

 

（委員長） 

景観の視点での話、それからまちづくりでの視点の話、色々あった。この辺も踏

まえた上で少し整理をし、もう１回、私と副委員長で少し整理をしたうえで、町田

市とも協議して次回最終結論を出したい。 
 

（委員） 

本格的でなくてもいいので、デッキやコミュニティセンター、前の花壇の絵を見

せて頂くと分かる。 

 
 

（委員長） 

具体的な絵を描く事がこの委員会としては出来ないし、あまり具体的な絵がある

とそちらの方に目がいってしまうのでやめたほうがよい。ただ次回までに考え方だ

けはしっかり整理しないといけない。 

次に自転車等駐車場と書いてあるが、これについては町田市の考え方があるので

市から報告してほしい。 

 

＜追加資料「玉川学園二丁目自転車駐車場の取り扱いについて」説明＞ 

 

 



（委員長） 

今の報告についてなにかご質問等あるか 

 

 

（委員） 

センターを建て替えている間どうするのか？ 

 

（事務局） 

一時移設をしないといけないという結論になっており、移転場所は現在検討中で

ある。先ほど、全部の移設は難しいという話はしたが、一部機能を欠ける状態でも

仕方がないという話をしている。 

 

（委員） 

資料の概要の②に延床面積１４００㎡の玉川学園コミュニティセンター建設と書

いてあるが、１４００㎡になる目途が立ったという事なのか？ 

 

（事務局） 

与条件として整理しなくてはいけないものに、学校法人玉川学園との用地交渉と、

この問題とがあると思う。そちらの方は、現在交渉中でおそらく９月の検討委員会

では一定の方向性が報告出来ると思うが、今現在は申し上げられない状況である。

後段の方は町田市内部で建設部と市民部で協議して、このようにまとめたい。 

 

（委員） 

では、ほぼ規定の事実と考えてよろしいか。 

 

（委員長） 

次の周辺への配慮については騒音と防音の問題についてあるが、これだけで良い

か。この、建物周辺に対しての緑化や植栽など、そういう観点もこの中に配慮とし

て入れておいた方が良いのではないか。③としてそういう項目も入れたらどうか。 

最後の施設建築物のイメージについては特に問題はないと思う。いずれにしても、

もう１回、次回で全ての文言を確認いただく。 

続いて、次第の４、建替基本計画案の報告書の構成について説明をお願いしたい。 

 

 

 

４ 建替基本計画案の報告書の構成について 

 

＜資料２ 説明＞ 

 

（委員長） 

報告書の構成案は概ねこういう流れになっている。設計担当者の選定方法等は全

く議論しておらずこの辺も非常に大事な所であるので委員会としての要望はしっか

り次回まとめて行きたい。全体の構成で気になるところがあればご指摘頂きたい。



今、タイトルしか書いていないので、どんな内容になるのかというのは分からない

かもしれないが、おおよそ今説明があったような内容である。今まで検討していな

いということでは、７番の「その他、留意すべき諸点」についても、全く議論して

いない。ここで議論出来ない課題もあるかと思うが、ある程度の考え方は整理して

おく必要がある。 

では、次の５ その他にについてまとめて説明してほしい。 

 

５ その他 

 

＜資料３ 説明＞ 

 

（委員長） 

第８回検討委員会では報告会に対する対応を考える。また、今日議論に出た未解

決の部分も確定をしなくてはならない。それで大体報告会で説明する素案が出来る。

我々の考え方が明確になるので、報告書としての構成もだいぶ煮詰まってくる。 

 

（コンサルタント） 

ここで基本計画案の核心部分が固まらないと説明しにくい。 

 

（委員長） 

次回はそういう内容で進めて行く事になるが、実際に報告会での説明の仕方が非

常に難しいと思うので、かなり文言に気をつけないといけない。では今日予定して

いた次第は終了するので、事務局の方に戻したい。 

 

６ 閉会 


