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報告にあたって 
 

継承と創造に向けて 

 

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  

委員長 前 島 正 光 

 

玉川学園地区は学校法人玉川学園というキャンパスがあることから文教地区として

落ち着いた閑静な住宅地になっています。 

そのまちの玄関とも言える小田急線玉川学園前駅を降りると駅前の急傾斜地の緑が

非常に印象的で、その上に位置する「玉川学園コミュニティセンター」はその緑の中

に静かに佇んでいます。 

当施設の老朽化と狭隘の要因による建替と傾斜の急な地形から生まれたバリアフリ

ー化への強い思いを基に地元を中心に、南大谷地区も含めて新しいセンターの建替と

バリアフリー化の検討が重ねられてきました。 

その長年の様々な熱心な討議を経て今回の検討委員会の開催に至り、今後の方向性

について最終的な結論を出すに至りました。 

検討委員会は１０回の開催を重ねましたが、その間に４回開催された建替市民会議

（市民ワークショップ）において、地元の方々の非常に熱い意見をいただきましたこ

とに対して改めて謝意を表します。 

その意見を受けて検討委員会は、各委員の立場から主張を出し合いながら熱心な討

議が行われ、ここに意見集約が出来たことは大変嬉しく思います。 

次世代、そして更にその次の世代まで、末長く安全で使いやすく市民に愛される新

しい施設に生まれ変わることによって、今まで以上に地域コミュニティの核として地

域の方々だけでなく多くの町田市民に愛され親しまれる施設になることを切に願って

おります。 

 新しい施設の建設に伴って、現在の景観を大事にしながら、更に価値ある新しい景

観を生み出す勇気と決断が求められていると思います。 

今回の建替は次世代のまちの核を造るとも言え、その重要性と立地条件ならびに新

施設に課せられる要求度が高いことから、設計者ならびに施工者はそれぞれ高い能力

が求められます。 

したがって、その選考にあたっては高い能力が見極められる選定方法を切に願うと

ころです。 

最後に当委員会委員各位ならびに町田市事務局関係者の皆様のご努力とご協力に深

く感謝申し上げます。 
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1. はじめに  
 

（1）検討委員会の役割と構成 

 

 「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」（以下、「検討委員会」とい

う。）は、町田市の委嘱を受け、町田市が「玉川学園コミュニティセンター建替基本計画」（以

下、「建替基本計画」という。）を策定するため必要な検討事項を、住民・利用者の立場から検

討し報告する役割をもつ。 

 そのため、検討委員会は、住民･利用者の意見を代表できるよう以下の構成となっている。  

 

学識経験を有する者  ２名 

玉川学園・南大谷地区町内会自治会連合会の代表 ４名 

近隣の市民団体の代表 

玉川学園コミュニティセンター運営委員会  ３名 

玉川学園地区まちづくりの会 １名 

 玉川学園地区社会福祉協議会 １名 

         ※委員名簿は「関連資料」に掲載 

                                

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

（2）本報告書の内容 
 

以上の役割を果たすため、検討委員会は委員会を１０回開催し検討を行うとともに、住民か

らの意見･要望を聴取するための建替市民会議や、住民を対象とした基本計画案報告会を開催し、

可能な限り住民意見の把握に努め、その結果について本報告書に記載する。 

本報告書は、建替基本計画の主要な構成部分である 

①建替における基本的な考え方 

②設計に盛り込むべき事項 

③事業の進め方等 

について、住民・利用者の考え方を示したものである。 

したがって、今後、町田市が建替基本計画を策定する際は、本報告書の内容･考え方、及び検

討経過が最大限尊重されるべきものである。 

委嘱 

報告 

 

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 

玉川学園コミュニティセンター 

建替市民会議 

報告 意見聴取 

検討委員会の位置づけ 
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２.検討の経緯 
 

2-1検討委員会に至る経緯 

 

 玉川学園コミュニティセンターの建替について、検討委員会発足に至るまでの経緯は以下の

とおりである。 

 

検討経緯 

2007 年 11 月 

町田市は「町田市中期経営計画 重点政策プラン」において重点施策の

ひとつとして「コミュニティ活動を高める」を掲げ、その施策を具体化す

るための重点事業である「地域コミュニティ施設整備」の中に「地域セン

ターの建替 ２センター」を明記。 

2008 年 9 月 
地域住民が主催する「玉川学園文化センター建替えを考える住民懇談

会」において「玉川学園文化センター改築委員会」を発足。 

2009 年 
町田市は、建替予定の地域センターが成瀬センターと玉川学園文化セン

ターであることを公表。 

2010 年 9 月 

玉川学園文化センター改築委員会は、住民へのアンケート調査などを通

じて意見を反映した「玉川学園文化センター改築についての要望書」を町

田市に提出。 

2010 年 4～ 

2011 年 3 月 

町田市は、玉川学園文化センター建替の基礎資料とするための基本調査

を実施。 

2011 年 8 月 
町田市は「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」

を作成。 

2011 年 11 月 
町田市は、地元住民 11 人を委員とする「玉川学園文化センターの建て

替えに関する基本方針策定懇談会」を設置。 

2012 年 2 月 
懇談会は「玉川学園文化センターの建て替えに関する提言」を作成し、

町田市へ提示。 

2012 年 3 月 
 懇談会の提言を受けて、町田市は「玉川学園文化センターの建替に関す

る基本方針」を作成。 

2014 年 1 月 
町田市は、建替基本計画を検討するため、地域の団体代表、コミュニテ

ィセンター運営委員、学識経験者の計 11 名からなる検討委員会を設置。 
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2-2建替に向けての地域の取り組み 

 

(1) 改築委員会による要望書 
 

 「玉川学園文化センター改築委員会」（以下、「改築委員会」という。）は、玉川学園文化セン

ター運営委員会を母体として、2008 年 9 月に発足した。 

 改築委員会は、地域の諸団体「玉川学園文化センター運営委員会」「地元町内会・自治会」「地

元商店会」「玉川学園地区まちづくりの会」からの計 18 名で構成され、玉川学園文化センター

改築に関する意見・要望のまとめを目的とした組織である。 

 発足以来、地域住民参加による「住民懇談会」の開催、アンケートなどを行い、2010 年 9 月

には『「玉川学園文化センター改築」についての要望書』を町田市に提出した。 

要望の主な内容は、次のとおりである。 

 

1)住民要望（老朽化対策、バリアフリー化、建物のランドマーク化等）の周知徹底 

・基礎調査（＊）にあたり、老朽化対策、バリアフリー化、建物のランドマーク化等、住

民の要望・意見を事前に市の担当者、調査業者に周知徹底願いたい。 

＊玉川学園文化センター建替の基本調査として、町田市が 2010 年 9 月～2011 年 3 月に実施した。 

別紙：住民の要望・意見 

(1)建物全体に
ついて 

古い・狭い・危険(災害対策)→早期建替え、拡張、耐震 
◇会議室=①部屋数が不足 ②照明・空調等設備が古い ③LAN 設備の設置 
◇ホール=①狭い、拡張が必要(せめて 200 名収容) ②照明・音響・空調設
備の刷新 ③更衣室の設置 ④可動式舞台・同椅子の設置 ⑤地下駐車場
の設置 
◇新設スペース=①コミュニティスペース ②アトリエ(絵画・陶芸室) ③
音楽室 
◇災害・環境等=①耐震設備 ②太陽光発電 ③地下貯水槽 ④豊かな緑 

(2)バリアフリ
ーについて
(当文化セ
ンター最大
のテーマ) 

急坂で段差が多くたどり着くのに疲れる、利用し辛い。→バリアフリー設
備の完備 
①エレベーターの設置 ②エスカレーターの設置 ③駅からのブリッジ
(歩道橋)の設置 ④建物内は緩やかなスロープ(高齢者・弱者に優しい設
備〉 

(3)市役所出張
所について 

①図書館 ②駐車場 ③キッズコーナーの設置 ④建替え、近代化の実現 

(4)建物の姿・
全体像 

玉川学園地区のシンボル(文化、芸術のメッカ)となる建物 文教地区に相
応しい当地区のランドマークとなる建物 

(5)共同事業化 
「文化センター建替え事業」を住民・町田市・玉川学園・小田急電鉄 4 者
の共同事業と位置づけ、４者が協力し合い、本事業を推進し、将来の駅前
再開発に結びつけて欲しい。 

 

2)敷地面積の拡大（駐輪場の一部吸収） 

・スペース拡大は住民多数の強い要望である。駐輪場は一部を残し、残りスペースを文化

センター敷地と合体させ、文化センター敷地面積を拡大できないか調査・検討願いたい。 

※スペース＝敷地規模 

3)隣接地（花壇）の借用 

・センターは、玉川学園の花壇の後背地にある。できれば市が同校から花壇用地を借り受
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け、センターの用地に充当していただきたい。 

・花壇用地の借り受けが可能となった場合、新文化センターはどんな絵が描けるのか、調

査・検討願いたい。 

4)建替事業の共同事業化（住民・市・学校法人玉川学園・小田急電鉄） 

・文化センター建替え事業は住民・行政の「協働事業」であるが、住民の要望事項（拡張、

バリアフリー等）を解決するためには、学校法人玉川学園と小田急電鉄から全面的支

援・協力を得ることが不可欠である。 

・市・住民・学校・電鉄４者の「共同事業」として本事業を推進すべく、市は、早急に学

校・電鉄とコンタクトをとり、協力関係を構築願いたい。 

 

 

 

 

(2) 懇談会の提言 
 

「玉川学園文化センターの建て替えに関する基本方針策定懇談会」（以下、「懇談会」という。）

は、地元住民の代表（玉川学園地区町内会・自治会連合会、玉川学園文化センター運営委員、

玉川学園文化センター改築委員会、玉川学園地区まちづくりの会、玉川学園地区社会福祉協議

会）計 11 名で構成され、2011 年 11 月に発足した。 

2012年 2月にまとめられた懇談会の「玉川学園文化センターの建て替えに関する提言」では、

センターの方向性に関する地元住民の要望が示された。 

主な内容は、次のとおりである。 

1)検討の前提 

・文化センターの建て替えは、速やかに進めるべきである。 

・文化センターを、地域活動や地域の文化の発信基地、地域のまちづくりに貢献する拠点

と位置づける。 

・周辺の景観を損なわないよう最大限配慮する。 

2)施設本体 

・建設地は「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を

検討すべきである。 

・他地域の人々の利用や交流は望ましいが、地域住民の利用をまず考えるべきである。 

・だれもがいつでも利用できる「フリースペース」、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。 

・現在の証明発行窓口・図書室機能の存続は必要である。 

3)今後の展開 

・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。 

・建て替えにあたっては、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。 

・基本計画の検討は、専門家の積極的参画と広く一般住民の意見を聞くことが必要である。 
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2-3 「建替に関する基本方針」の策定 

 

「玉川学園文化センター建替に関する基本方針」（以下、「建替基本方針」という。）は、懇

談会の提言を受けて、2012 年 3 月に町田市によってまとめられたものである。建替の基本的

な考え方を示すもので、建替基本計画検討にあたって基礎となるものである。 

 

【玉川学園文化センター建替に関する基本方針】(抜粋) 

 

①建設地 

『現在地』 

〇センターの建て替えに際しては、現在地が玉川学園地区のほぼ中心に位置すること、

駅から近いこと、センターが長年にわたり現在地で親しまれており、地元住民からも

現在地での建替を要望されていることから現在地での建替を前提とする。 

 

②規模 

『敷地：現有地＋駐輪場』 『建物：機能に見合った適正な大きさ』 

〇駐輪場の敷地を利用した場合も駐輪場が併設（規模は未定）されることとなるため、

地域センターとしては依然として小さな規模とならざるを得ない。また「現有地＋駐

輪場」では、施設へのアクセス、特に現在階段のみとなっている駅前方面からのアク

セスについて、特段の工夫を必要とする。 

〇そこで、新センターをより充実させるべく、さらに建物面積拡大（＝敷地面積拡大）

の方策を検討し、隣接地の地権者へも働きかけていくこととする。 

 

③コンセプト 

『◎「受け皿」から「受け皿＋発信基地」へ』 『◎地域のまちづくりに貢献する拠点』 

〇これからは地域住民の文化活動の「受け皿」としての機能だけでなく、地域活動や地

域の文化の「発信基地」としての機能も持つセンターを目指していく。 

〇新しいセンターは、地域が行政に要望するだけでなく、地域自らが地域のまちづくり

を考えるための拠点としての役割を担っていくことを想定する。 

〇さらに、将来的に、新しいセンターでは、駅前至近の立地を最大限に活かす「広い地

域の交流拠点」も目指していく。 

 

④機能 

『現状＋独立した行政窓口＋多目的空間』(地域センター＋児童図書室＋駅前連絡所＋多

目的機能スペース) 

1)地域センター・児童図書室 

〇ホールについては、さまざまな用途で幅広く利用されており、利用者の関心が高いこ

とから、計画段階で十分に議論していくこととする。 

〇児童図書室では、利用ニーズに応えるため、書架の増設や閲覧スペースの充実を図っ
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ていく。 

2)駅前連絡所 

〇証明発行窓口を駅前連絡所へと転換した場合、かなりの利用者増が見込まれる。そこ

で、証明発行窓口機能の利便性を高めて、夜間、休日に利用できる駅前連絡所機能へ

と拡充を図っていく。 

3)多目的機能スペース 

〇新しいセンターには、情報発信や地域のまちづくりに利用できる多目的機能スペース

を設置することを目指していく (だれもがいつでも利用できる「フリースペース」、地

域活動団体の拠点となる「コミュニティスペース」など)。 

 

⑤利用者 

『地元住民が中心』 

〇センターが地域の活動拠点であることに変わりはなく、今後も地元住民の利用が中心

となる。 

〇将来的には「広い地域の交流拠点」として、他地域との交流も視野に入れることとす

る。 
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３.検討委員会の検討経過 
 

3-1 検討委員会の検討経過 

 

 検討委員会は、2014 年 1 月に発足し、2014 年 5 月から 12 月、敷地取得交渉の経過を見るた

めの中断を経て、2015 年 10 月までに計 10 回開催された。 

また、検討過程において、2015 年 5・6 月には市民意見の聴取を目的として「玉川学園コミ

ュニティセンター建替市民会議」（以下、「建替市民会議」という。）を、同年 10 月には、基本

計画案骨子の報告と意見聴取を目的に「建替基本計画案報告会」を開催した。 

 

 検討委員会の検討経緯 

開催年月日 回数 内容 

2014 年 1 月 10 日 第１回検討委員会 建替基本方針の説明、検討の進め方の検討 

5 月 22 日 第２回検討委員会 (町田市から経過報告) 

  ※2014 年 5 月～同 12 月 検討委員会中断 

12 月 19 日 第３回検討委員会 (町田市から経過報告) 

2015 年 2 月 20 日 第４回検討委員会 検討の枠組みの確認 
 

5 月 20 日 第 1 回建替市民会議 町田市と検討委員会共催で開催 

5 月 24 日 第 2 回建替市民会議 第１・２回のテーマ：「施設の中身を考えます」 
 

6 月 24 日 第 3 回建替市民会議 町田市と検討委員会共催で開催 

6 月 28 日 第 4 回建替市民会議 第３・４回のテーマ：「施設のまわりを考えます」 
 

6 月 30 日 第５回検討委員会 諸室のあり方の検討(市民会議の意見を踏まえて) 

7 月 16 日 第６回検討委員会 外部空間のあり方の検討(市民会議の意見を踏まえ

て) 

8 月 6 日 第７回検討委員会 諸室・外部空間のあり方検討(方向性まとめ) 

9 月 17 日 第８回検討委員会 諸室・外部空間のあり方(基本計画案の骨子)決定 
 

10 月４日 
建替基本計画案報告

会 

町田市と検討委員会共催で開催 

検討委員会から住民へ基本計画案の骨子の報告と意

見交換 
 

10 月 15 日 第９回検討委員会 建替基本計画案報告会での意見検討、「建替基本計画

に関する検討報告書」の検討 

10 月 29 日 第 10 回検討委員会 「建替基本計画に関する検討報告書」の合意 
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①第１回検討委員会 

日時：2014 年 1 月 10 日(金) 午後 6 時～8 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)委員紹介 

2)委員長選出、副委員長の指名 

3)事業の経過報告及び検討の枠組み検討 

概要： 

○町田市から 11 名の委員への委嘱を行った後に、委員の紹介が行われた。 

○委員長の選出が行われ、前島委員が選出された。その後、前島委員長の指名で副委員長とし

て岡本委員が選出された。 

○検討委員会としての議事に移り、建替事業のこれまでの経過、建替基本計画検討の枠組み・

検討スケジュール等について事務局から報告され、了承された。 

 

 

②第２回検討委員会 

日時：2014 年 5 月 22 日(木) 午後 6 時～8 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：経過報告 

概要： 

○町田市から建替事業の進捗状況について報告があった。 

・隣地地権者との用地取得交渉がまとまっておらず、2015 年 4 月から開催予定の建替市民会

議についても一旦白紙に戻すことで参加予定者へも説明済みであること、今後用地交渉に

更に努力する旨の説明があった。 

○検討委員と町田市の間で質疑応答があり、内容は以下のとおりとなっている。 

・今後の予定としては、隣接地も含めて敷地が固まってから検討委員会として検討を進める

方向となったが、それまでは適宜状況を報告するよう町田市に要請して閉会となった。 

 

 

③第３回検討委員会 

日時：2014 年 12 月 19 日(金) 午後 6 時～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 

議題：経過報告 

概要： 

○建替事業の進捗状況について報告がされ、その内容について審議した。 

・町田市から、隣地地権者との交渉中であるが、玉川学園前駅からのデッキ及びエレベータ

ーの設置、新たな用地取得によるセンター延床面積約 1,400 ㎡の確保を目指していること

が表明された。 

・また、町田市は、用地交渉等の進捗予定を鑑み 2015 年 2 月頃から検討委員会での検討開始

を予定しており、その際に、今後の検討の進め方などを提案させていただきたい旨の報告
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があった。 

・町田市と検討委員の質疑応答があり、町田市の方針について了承された。 

 

 

④第４回検討委員会 

日時：2015 年 2 月 20 日(金) 午後 6 時～8 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)事業の進め方について 

2)基本計画(検討委員会案)検討の進め方について 

概要： 

○町田市から、建替事業全体の進め方について、2015 年度中に建替基本計画を作成し、2019

年 3 月開館を目途に事業を進めたいとの報告があった。 

○町田市から検討委員会における検討の進め方について提案された。提案された主な内容は以

下のとおりである。 

・検討委員会の役割は、建替市民会議その他を通じて市民意見を反映した上で「建替基本計

画案」を作成し、2015 年 10 月を目途に町田市に報告する。また、検討する上での条件と

して、延床面積を約 1,200 ㎡として検討し、敷地の拡大が可能となった場合は 1,400 ㎡と

して考える。 

○検討の結果、検討委員会としては以上の方針に沿って検討を進めることとし、市民意見反映

の機会として、建替市民会議の外に新たに 2015 年秋に「基本計画案報告会」を開催すること

となった。 

 

 

⑤第５回検討委員会 

日時：2015 年 6 月 30 日(火) 午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)建替基本計画検討の進め方について 

2)玉川学園コミュニティセンターにおける諸室のあり方・イメージについて 

概要： 

○委員の任期延長に伴い、町田市から各委員に改めて委嘱状が交付され、委員長・副委員長に

ついても引き続き前島委員・岡本委員が担うことになった。 

○5 月 20 日・24 日に開催された建替市民会議第 1・2 回（テーマ 1：「施設の中身を考えます」）

の結果を踏まえて、コミュニティセンターの諸室のあり方・イメージについて検討した。検

討事項は以下のとおりである。 

・諸室の機能は多目的に使えることを基本とし、ホール、会議室、ロビー・フリースペース、

図書室、備蓄倉庫等について検討した。 

・ホールについては、多目的利用を前提に最大 200 名程度収容の平土間、音響性能の充実、

更衣室の設置などが確認された。 

・会議室については、多目的利用を前提に、調理に対応する部屋、音楽に対応する部屋を含
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み、30 名程度の部屋 1 室と 10～15 名程度の部屋を何室か設ける方向となった。なお、和

室は、現施設及び近隣施設の実績等から専用の和室としては設けず、畳マット等で対応す

る考え方となった。 

・フリースペースは、ロビーの一画に数人で落ち着いてミーティングができるスペースとし

て設ける。 

・図書室については、現在の児童図書室を基礎に、大人向けにも幅を広げていく方向で考え

る。 

・その他、防災備蓄倉庫、地域活動室について検討した。 

 

 

⑥第６回検討委員会 

日時：2015 年 7 月 16 日(木)  午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)玉川学園コミュニティセンターの諸室のあり方 

2)敷地利用、アプローチ、景観等のあり方について 

概要： 

○前回に引き続き、諸室のあり方について検討した。検討の結果は以下のとおりである。 

・図書室の大人の利用、ホールの規模は定員 150 名程度でも良いのではないか、地域活動室

の地区社会福祉協議会の利用等について意見が出されたが、次回、諸室全般について確認

する。 

○6 月 24 日・28 日に開催された建替市民会議第 3・4 回（テーマ 2：「施設のまわりを考えます」）

の結果を踏まえて、敷地利用、アプローチ、景観等のあり方について検討された。主な検討

事項は以下のとおりである。 

・主として施設周辺も含んだバリアフリー化について話され、まち全体のバリアフリー化に

貢献すべきとの意見、一方でまち全体の課題は別の機会をつくって検討すべきとの意見な

どが出された。 

・検討の結果、施設及び周辺のバリアフリー化はコミュニティセンター利用者のためだけで

はないとの考え方が確認され、バリアフリー化のひとつとして駅とコミュニティセンター

を結ぶデッキを設ける考え方はあり得るとの方向で今後検討を進めることになった。 

・ついで、既存自転車駐車場、施設利用者用の駐車場・駐輪場、敷地内外の樹木の扱いなど

について検討した。 

 

 

⑦第７回検討委員会 

日時：2015 年 8 月 6 日(木)  午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)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 

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」の構成について 
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概要： 

○これまで検討してきた諸室及び外部空間のあり方についてのまとめの議論を行った。結果は

以下のとおりである。 

・ホールについて、音響性能は現ホールの性能を目安に、軽スポーツ利用の場合振動が他室

に伝わらないよう配慮する、大きさについては「最大 200 名程度」との表現にする。 

・会議室については、名称を「多目的室」とする。 

・フリースペースについては、ロビーの一画に設けることとし、飲食については自動販売機

設置する程度とする。 

・その他、防災備蓄倉庫、証明発行窓口については、町田市の考え方でより明確に表現する。 

・施設周辺のバリアフリー化については、デッキ、エレベーターの設置について検討したが、

主として景観の点から異論も出され、結論には至らなかった。次回委員会としての結論を

出す方向で検討する。 

 

 

⑧第８回検討委員会 

日時：2015 年 9 月 17 日(木)  午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)玉川学園コミュニティセンター建替基本計画案の骨子について 

2)建替基本計画案の報告会について 

3)基本設計以降の進め方等について 

概要： 

○町田市から、隣地地権者との交渉がほぼまとまり、建築可能延床面積が約 1,450 ㎡に増加し

たとの報告があった。 

○今後の進め方について検討された。内容は以下のとおりである。 

・デッキについては、検討の進め方も含めその必要性について議論されたが、報告会での意

見も踏まえて次回報告書の原案を元に議論する。 

・延床面積の増加に対応して、多目的室がポイントになるとの認識が確認されたが、具体的

には今後検討する。 

・基本設計以降の進め方については、基本設計の過程での設計者と住民との対話が必要との

意見が多く出された。 

 

  

⑨第９回検討委員会 

日時：2015 年 10 月 15 日(木)  午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)建替基本計画案の報告会について 

2)建替基本計画に関する検討報告書について 

概要： 

○10 月 4 日に開催された「建替基本計画案の報告会」の結果について、事務局から報告された。 
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○「建替基本計画に関する検討報告書」（案）を基に、諸室のあり方、外部空間のあり方、基本

設計の進め方、その他留意点等について検討した。内容は以下のとおり。 

・諸室のあり方については、多目的室の室数を現状（5 室）に鑑み「できるだけ多く」確保

する。地域活動室の利用団体の中での地区社会福祉協議会の位置づけは今後検討していく、

また報告会で指摘のあった「いこいの間」は、町田市の施策並びに施設の運用問題である

ため、報告書では特に取り上げない。 

・外部空間については、デッキ設置にあたって住民説明の際の検討委員会の役割など、課題

は残ったが、報告書原案でおおむね了承された。 

・基本設計の進め方等については、プロポーザル方式に限定はしないが、設計者と住民の対

話を重視して進めることが望ましいなどの表現とする。 

・その他の留意点については、文化の発信基地としても広報のあり方が重要との指摘があっ

た。 

・また、設備として、シャワー室は、警備員室に限らず軽スポーツ利用などを考慮すると今

後は重要になるとの指摘があった。 

 

 

⑩第 10 回検討委員会 

日時：2015 年 10 月 29 日(木)  午後 2 時～4 時 

場所：玉川学園コミュニティセンター第 2・3 会議室 

議題：1)建替基本計画に関する検討報告書について 

2)その他 

概要： 

〇建替基本計画に関する検討報告書案について、最終確認を行った。 

〇基本計画の考え方が基本設計に適切に反映されているかどうか意見を述べるため、検討委員

会委員の任期延長が市から提起され、了承された。 
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3-2 建替市民会議の開催 

  

建替市民会議は、玉川学園コミュニティセンターの建替にあたって、市民の広範な意見を聴

取することを目的とし、町田市及び検討委員会の共催で開催された。 

広報紙「建て替えだより№２」及びホームページでの広報にて参加者を募集し、同一テーマ

各 2 回、計 4 回開催した。各回は、３グループに分かれ参加者相互の意見交換も含め、活発な

議論が行われた。 

なお、各回の終了前 15 分ほどを使って、各グループから代表を選出し、検討結果を 5 分程度

発表する機会を持った。 
 
 

玉川学園コミュニティセンター建替市民会議の内容・日時等          ※参加者数は延べ人数 

① 

第１テーマ 

 

 

～センターでどんな活動が

したいですか、どんな部屋が

ほしいですか～ 

５月 20 日(水) 

午後 7 時～9 時 

参加者 17 名 

町田市庁舎 

２階市民協

働おうえん

広場 

若者、子育て世代、高齢者な

ど各世代にとって、どんな部

屋・スペースが必要か、また

部屋相互のつながり方等を

話し合います。 

② 

５月 24 日(日) 

午前 10 時～正午 

参加者 35 名 

玉川学園さ

くらんぼホ

ール 
 

③ 

第２テーマ 

 

 

～センターは、地域に対して

どうあればいいですか～ 

６月 24 日(水) 

午後 7 時～9 時 

参加者 15 名 

町田市庁舎 

２階市民協

働おうえん

広場 

施設利用の便利さ、地域への

役立ち(バリアフリー、駐輪

場等)、さらに建物の姿・形、

駅前の景観や緑などのあり

方を話し合います。 

④ 

6 月 28 日(日) 

午前 10 時～正午 

参加者 29 名 

玉川学園さ

くらんぼホ

ール 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の中身を考えます 

施設のまわりを考えます 
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【建替市民会議での意見（要約）】 
 

①諸室のあり方：「施設の中身を考えます」  

第１回・第２回（5/20、5/24） 

1)施設としてのあり方 

・個人でも気軽に利用できる施設でありたい 

・情報発信拠点として育成したい 

・防災拠点としての機能も考慮したい 

2)建物全般 

・周辺の緑との調和、周囲への開放性を重視すべ

き(内部の活動が外から垣間見えるなど) 

・設備・情報機器の充実を 

3)施設管理 

・住民の自主管理も視野に検討を 

4)バリアフリー 

・バリアフリーを第一に重視すべき 

・一方で、バリアフリー重視のあまり建物として

の魅力が阻害されないよう留意すべきとの意見

も 

5)案内・サイン 

・高齢者・障がい者にも分かり易い案内サインを 

 

【求められる基本機能・諸室】 

6)ホール 

・定員 200人程度の中規模な、多目的に使えるホ

ール(この意見が多い) 

・舞台の設置、楽屋・更衣室の充実を 

7)会議室 

・IT対応など設備の充実を 

・間仕切りなど融通性の高い多目的に使える部屋

が必要 

・一方で、他の部屋の声が聞こえない防音性の高

い部屋を(との意見も多い) 

8)和室 

・多目的スペースとしての活用が可能 

9)ロビー 

・待ち合わせ、個人で気軽に立ち寄れるスペース

がほしい 

・飲食可能なカフェテリアの設置を 

10)フリースペース 

・予約なしで簡単な会合・交流に使えるができる

スペースを 

・各種展示スペースの充実を 

11)コミュニティスペース 

・地域の活動団体の共用スペースとして、事務機

器の充実を 

12)図書室 

・児童図書室の充実  

・地域との連携(地域の蔵書の活用など) 

・大人向けの図書館機能(システム)の充実を 

13)証明発行窓口 

・支所機能など証明発行窓口の機能拡充を 

 

【望ましい機能・諸室】 

14)スポーツ施設・設備 

・若者のダンス、高齢者の軽スポーツに使えるス

ペースを 

15)子どものためのスペース 

・保育スペース、トイレなど子ども用設備も充実

を 

16)調理室 

・本格的調理機器のある調理室を 

・食事会など、食を通じた交流の場としての充実

を 

17)音楽室 

・音楽設備や防音設備の充実した音楽練習やダン

ススタジオとしても使いたい 

18)工房・工作室 

・市民に開かれた工房があるとよい  

19)その他 

・守衛室の充実/葬祭場利用/高齢者向け医療設備 
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②外部空間等のあり方：「施設のまわりを考

えます」   

第３回・第４回（6/24、6/28） 

1)施設としてのあり方  

・若者も含め誰もが気軽に利用できる交流の場で

ありたい 

・地域のシンボル、活動が外からも見える施設に 

・地域の情報や活動の成果を発信できる施設に 

・将来を見据えフレキシブルに使える施設に 

2)敷地と施設規模の考え方  

・敷地条件とバランスのとれた施設規模を(規模の

限界は認識すべき) 

・規模が不足する場合は、他の土地も活用するな

ど「サテライト施設」の検討も 

3)地域としてのバリアフリーのあり方  

・駅から高台の北側道路まで、歩行者が不自由な

く行き来できるバリアフリー整備を 

・屋外エスカレーターの検討もすべき 

・踏み切りの改善・コミュニティバスのルート設

定などまちづくりの観点からの取り組みも必要 

4)駅～施設間のアプローチのあり方  

・地域のバリアフリー実現のため駅と施設の間の

デッキ(歩行者用の橋)が必要 

・商店街への影響や景観上の問題からデッキは望

ましくない 

5)自転車等駐車場のあり方  

・駐輪場利用者の減少を考慮して、現況の自転車

駐車場の機能は必要性の検討を 

6)施設利用者用駐車場のあり方  

・施設利用者用の駐車場は、高齢者・障がい者用、

資機材の搬出入用に必要 

・送迎車やコミュニティバスの停車スペースが必

要 

7)周辺住宅地への配慮  

・周辺住宅地への音漏れ対策にも配慮が必要 

・敷地内の夜間のたまり場化や騒音など治安面で

も配慮を 

 

 

8)施設建築物のイメージ、景観面での配慮  

・斜面地形・既存の緑を生かし、周囲になじむ建

物に 

・内部と外部が有機的に連続する開放的な建物に 

9)周辺の緑について  

・現在の緑、花壇を生かした施設に 

・樹木は残したいが、枯れた木などは柔軟に対応

を(移植や新たな植樹など) 

10)防災拠点としてのあり方  

・防災機能は、各町内会等との役割分担の検討を 

・避難場所など玉川大学との連携も検討を 

11)行政機能について  

・証明発行から、各種届け出など行政機能の充実

を 

12)計画の諸要素について  

・センターを中心に散策コース等の設定を 

・各種案内表示の充実 

・ベビーカー置き場の設置など 

13)事業・計画の進め方について  

・事業の各段階で住民への情報開示を 

・市民公開型の設計の進め方を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建替市民会議  2015年 5月 24日  
玉川学園さくらんぼホール 



17 

 

3-3 建替基本計画案報告会の開催 

 

「建替基本計画案報告会」は、検討委員会として「建替基本計画に関する検討報告書」をま

とめるにあたり、住民にその骨子を報告し、意見を聴取する目的で開催した。 

 

日時 ：2015 年 10 月 4 日(日) 午前 10 時～正午 

場所 ：玉川学園さくらんぼホール 

議題 ：建替基本計画案の報告と意見聴取 

参加者：参加者 44 名、検討委員会委員 10 名 

概要 ：（当日の質疑応答の概要は次の通りである） 

 

①デッキについて 

(デッキ設置あるいは検討の進め方に賛成でない意見) 

【質問】 クリスマスには、駅前道路から玉川学園のクリスマスツリーが見える景観があった

が、デッキによってそれが見えなくなるということもある。デッキの予算が別であるなら、

駅前景観について議論する別の場をつくるべきではないか。 

【回答】 

（検討委員会）検討委員会は、コミュニティセンターに関する検討を役割とする委員会である

が、デッキの件は、広域も含めて使いやすくする為の方向性として出した。駅前を総合的に

検討する機会はつくっても良いと思う。 

【質問】 デッキは景観を阻害する。道路の横断は、自由に渡れる横断歩道にすれば足りるの

ではないか。駅南側の住民がセンターに来る場合、駅を抜けていくことはあまりなく、踏み

切りを使うことが多い。 

【回答】 

（町田市）町田市としては、事業化に進む際にご意見として受けとめさせていただく。 

（検討委員会）デッキは、センターへの行き来、周辺地域のバリアフリーに寄与する。景観に

ついては、時代と共に変わるものであり、今後愛着のある景観をどうつくっていくか、検討

してゆけば良いのではないか。 

【質問】 駅前の景観はこの地域の財産。エレベーターのみで代替えできないか。デッキに関

しては駅前整備の一環で考えれば良いのではないか。 

【回答】 

（町田市）検討委員会として考え方を出していただいたものである。町田市はそれを受けて事

業化していく。その際にご意見として受けとめていきたい。 

【質問】 駅前の事業計画は切り離してほしい。デッキ以外の方法は検討していないように見

えるが、柔軟に考えてほしい。 

【回答】 

（町田市）デッキについては両論あるが、別に検討することになると 2019 年開館には間に合わ

ないと思う。再度委員会で検討したい。 

【意見】 デッキについては結論を出すべきではない。 
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【意見】 デッキは「結論ありき」ではなく、検討してほしい。 

(デッキ設置が必要との意見) 

【意見】 この地域は高齢者が多いため、小田急の駅からセンターへ行くには橋ができると良

いという意見は以前から出ている。 

【意見】 デッキについては市民会議後にいろいろ聞いてみたが、「ほしい」という声が多かっ

た。 

②工事中の仮設施設について 

【質問】 工事中の仮設施設はどう考えているか。現在広場になっている所に仮設の施設をつ

くって欲しい。 

【回答】 

（町田市）駅前連絡所は仮設をつくるが、コミュニティセンターは近隣施設を利用していただ

きたい。 

③いこいの間について 

【意見】 「いこいの間」については、「ふれあい館」の代替え施設として使っている経緯があ

る。必ずしも「いこいの間」を残せと言うことではなく、フリースペースにいこいの間の機

能を付け加えて欲しい。 

【回答】 

（町田市）今後の運用の中で考えていきたい。 

④図書室について 

【質問】 児童図書室だけでなく、町田市の図書館システムの一部として組み込めないか。貸

出システムの件は、大人も本を借りられるのかどうかを知りたい。 

【回答】 

（町田市）町田市としての図書館構想においてこの地域に「分館」をつくる構想はない。その

ため、予約して借りられる方法を庁内で検討している。 

⑤ホールについて 

【質問】 ホールは、現在のように木の内装を持続させてほしい。仮設の舞台は利用しにくい

ので、自動化できないか。200 席は広すぎるのではないか。更衣室は、多目的室を利用する

ことでも良いのではないか。音楽用にはホールと多目的室(1 室)しかないので、ホールも練

習用に使える場であってほしい(それには広すぎるのでは)。 

【回答】 

（検討委員会）内装については、防火の制約から燃えにくい素材しか使えない限界がある。昇

降式舞台の件は、最近は軽い仮設舞台もあるのでどうか。収容人員については 200 人との意

見が多かったためである。 

⑥多目的室について 

【質問】 多目的室の数が少ない。現在 5 室あるが、3 室程度になってしまう恐れがある。 

【回答】 

（検討委員会）多目的室の室数については、なんとか増やす方向で検討していきたい。 

⑦地域活動室について 

【意見】 地域活動室は、地区協議会用としては広すぎないか。 

⑧隣接住宅への影響について 
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【質問】 (隣接地居住)日照などの影響が気になるが、新しいセンターの階高はどうなるのか。 

【回答】 

（検討委員会）設計者に要望として伝える。ただ、敷地は第一種低層住居専用地域なので、高

さが 10ｍを超えることはない。 

⑨その他 

【意見】 多くの人にアンケートをとるなど調査してほしい。デッキについては、災害時には

多くの人が乗るので荷重対策などデッキの安全性検討や地盤の調査、事例などの検討をして

ほしい。 
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４.建替にあたっての基本的な考え方 
 

4-1 検討委員会における検討の条件 

 

(1)敷地 
  

敷地について、当初は「①現コミュニティセンター部分」及び「②現自転車駐車場部分」を

敷地として検討を行ってきたが、9 月開催の第 8 回検討委員会で「③現市道部分」及び「④学

校法人玉川学園からの取得予定部分」が利用可能となった旨、町田市から報告を受け、計約

1,440 ㎡の敷地として再度検討を行った。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①現コミュニティセンター部分 

市道町田 128 号線 

市道町田 407 号線 

②現自転車駐車場部分 

③現市道部分 

④学校法人玉
川学園からの
取得予定部分 

市道町田 219 号線 

市道町田 408 号線 

市道町田 408 号線 

市道町田 407 号線 
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(2)施設建設の条件 
  

施設建設の基本条件として建築可能延床面積を約 1,450 ㎡として確定、また玉川学園二丁目

自転車駐車場は、町田市の施策を受けて、現在の機能を継承し複合施設として併設することと

した。 

 備えるべき諸室は、「建替基本方針」で明らかにされたように、現況施設から継承すべき機能

として、1)地域センター(ホール、会議室等)、2)児童図書室、3)証明発行窓口の諸機能とした。 

 

 

 

(3)建替に対する市役所内の意見 
 

 第 5 回検討委員会で町田市から内部調整の結果、建替にあたっての必要なスペース、機能

等の報告があった。検討にあたって考慮すべきものとして位置づけた。 

関係各課の意見・要望は以下のとおりである。 

 

1)専用スペースがほしいもの 

・地域活動室(地区協議会) 

・防災備蓄倉庫(避難、帰宅困難者の一時滞在用) 

 

2)スペースを活用して付与したい機能 

セルフ予約資料受け取りコーナー（研究中） 

・15 人から 20 人程度の高齢者の体操スペース 

・高齢者のための栄養講座を開ける調理室 

・高齢者の相談を受け付ける窓口 

 

3)その他の意見 

・ホール：文化活動を行えるだけのスペース確保 

・環境負荷低減のための機能導入・配慮 

・施設から発する騒音・振動・悪臭等の防止対策 

建設地 現在地 

敷地 現有地＋隣接自転車駐車場の敷地＋現市道部分＋学校法人玉川学園から

の取得予定部分：計約 1,440 ㎡ 

延床面積 建築可能延床面積：約 1,450 ㎡ 

付帯施設 玉川学園二丁目自転車駐車場を併設 

備えるべき諸室 建替基本方針より：現況施設から継承すべき機能 

地域センター(ホール、会議室等)、児童図書室、証明発行窓口 
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4-2建替に当たっての基本的課題 

 

(1)地域の特色 
 

①地域活動とコミュニティセンター 

玉川学園・南大谷地域は、1929 年の学校法人玉川学園の創設を機に住宅地としての開発が始

まり、その後戦後の郊外の都市化とともに急速に住宅地として整備されてきた。『丘の会』を起

源とする『玉川学園町内会』に、その後周辺に開発された住宅地の『自治会』を加えた『玉川

学園町内会自治会連合会』が中心となり、住民による地域活動が極めて活発で、駅前の駐輪・

駐車秩序健全化活動、コミュニティバス導入、市内で最初の地区社会福祉協議会設立等々、他

の地区に見られない特色ある活動を続けている。2013 年 5 月に南大谷地域と一体となり「玉学

園・南大谷地区町内会自治会連合会」として衣替え、また 2015 年 7 月には玉川学園・南大谷地

区協議会が発足、現在のコミュニティセンターはその活動拠点のひとつとして重要な役割を担

ってきた。 

 

②地域の人口動向 

2020 年以降人口減少が予測される町田市域で、最も高齢化が進んでいる玉川学園南大谷地域

は、玉川学園地域における宅地の分割等により若年層世帯の流入、南大谷地域における農地等

の宅地化などの要因もあり、今後も少子高齢化の傾向は続くものの、地域コミュニティの持続

に支障をきたすことはないと想定される。 

また、町田第五小学校、南大谷小学校の生徒数の将来予測をみると、今後数年間児童数は減

少するものの、大きな減少はないと想定されている。また平均世帯人員が、1990 年 2.75 人/世

帯、2015 年 2.16 人/世帯(住民基本台帳)と減少していることから、単身世帯が増えていると予

測される。 

また、玉川学園前駅の乗降客は、玉川学園の学生・生徒数の増加、周辺地域での集合住宅の

増加等により、この 10 年間で４千人ほど増加している。 

以上のように、玉川学園・南大谷地域においては、少子高齢化は進むものの、今後も比較的

多様な世代が共住する地域として持続するとみることができる。 

 

玉川学園・南大谷地区の人口予測 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町田市未来づくり研究所 
2015 年 7 月 

高齢者・年少人口を割合で見る
と、玉川学園・南大谷地区の 65

歳以上高齢者比率は 2015 年
26.8％(市全域 24.7％)、2060

年で 39.8％(市全域 37.5％)、 

14 歳以下年少人口は 2015 年
12.1％(市全域 13.4％)、2060

年で 8.8％(市全域 10.6％)と予
測されている。  

人 
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地区内小学校の児童数推移予測 

 

 

 

 

 

 

資料：町田市教育委員会 
2015 年 8 月作成 

 

 

玉川学園前駅の乗降客数推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関東交通広告協議会 

 

 

 

(2)施設計画の基本的課題 
 

①地域の活動拠点、将来的には広域的交流の拠点 

現時点では地域住民主体の活動拠点として、建替基本方針に示された地域センター、児童図

書室、多目的機能スペース、駅前連絡所などの機能、行政上の要請である防災備蓄倉庫、通勤・

通学者用の自転車・バイク置き場等が、合理的な判断に基づき過不足なく確保されることが必

要である。 

また将来的には、駅前に立地する利点を生かし、広域的な交流拠点としての利用を想定し計

画されることが望まれている。 

 

②地域活性化への貢献 

「誰でも気軽に立ち寄れる」、「住民が利用したい、利用しやすい」というような魅力ある施

設として、施設内部の活動が外部から垣間見える開放的な、より多くの市民に利用される施設

づくりと運営を通して、地域並びに玉川学園前駅周辺の活性化に寄与することが望まれる。 

 

 

市内小学校児童数は 2016 年
22,675 人から 2021 年 19,233

人と約 15.18％減少すると予測
されている。これに対して玉川
学園・南大谷地区では 1,197 人
から 1,030 人と約 13.95％の減
少と予測されている。 

人 

 

年 

人 

 

年 
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③平常時・非常時の安全性確保 

安心して安全に施設を利用できるよう、見え隠れ部分(死角)をつくらないことや、夜間の照

度確保等の日常的な防災・防犯対策に加えて、災害時の対応に向けて、避難し易い避難動線の

確保非常用電源や防災備蓄倉庫の確保など災害対策を講ずる必要がある。 

 

④多様なニーズに柔軟に対応できる施設計画 

多様な世代が暮らす地域として、施設への要望は多岐に渡っている。また施設は完成後長期

にわたり活用され、この間に施設へのニーズも変化していくことが予測される。計画に当たっ

ては諸室の機能を固定し過ぎることなく、柔軟に対応できる“多目的な利用ができる施設”と

して計画されることが望まれている。 

 

⑤健康対策 

  今後の公共施設づくりにおいては、「健康的な施設づくり」も重要な要素である。ヒートショ

ックの起きにくい温湿度調節、諸室の機能に応じた換気回数の確保、石綿等有害物質混入建設

資材の使用禁止、建築資材・家具等におけるホルムアルデヒド等有機溶剤の使用制限、ドアレ

スの便所出入口・抗菌便器の採用等可能な限り健康対策を講ずることが必要である。 

 

⑥長期的な活用に配慮し、維持管理費の低減に資する対策 

長期間の利用に耐えうる建築材料を採用するとともに、確実な品質の確保が必要となる。ま

た、外壁断熱の徹底、分散型空調システムの採用などの環境負荷低減対策により、完成後の維

持管理費の低減を図ることが重要である。 

 

⑦景観の創造的継承 

駅前に広がる高低差 16ｍほどの斜面地に植えられた樹木と、施設及び住宅の身近なスケール

感、そしてコミュニティセンターを拠点とした住民の活動風景が、地域のシンボルとして長く

地域住民から親しまれてきた。建替にあたっては、このことを踏まえ、建設によって既存樹木

が伐採された場合があっても、新たな植栽等により身近に自然が感じられる風景として再生・

継承されることが望まれる。 

 

⑧自然と一体となった住宅地に調和した建物 

 『斜面地に沿って連続する緑の景観と、住宅地とが調

和したスケール感』がこの地域のシンボルであること

を十分認識し、建物の具体化に当たっては、創意工夫

により、敷地・擁壁・建物をできる限り一体的に扱い、

『適度な分節によって住宅地のスケールに適合させ

る』ことが望まれる。また、『自然を身近に感じられる』

よう、要所に緑化が施され周辺の景観と連続して感じ

られるよう配慮することが望まれる。 

 

 
現コミュニティセンター周辺の自然環境 
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(3)施設外部空間の課題 
 

①誰もが施設に不自由なく往来出来る配慮 

『誰もが何時でも気軽に利用できる』『誰もが立ち寄れる』といった施設のねらいに即して、

施設への往来は、徒歩・車いす・車などの交通手段や健康状態に関わらず、どこからでも施設

に不自由なく往来出来る方法を選択できるよう配慮することが望ましい。特にベビーカー利用

者、車いすや杖の利用者・高齢者等身体に不具合を抱える利用者等には特段の配慮が必要であ

る。 

 

②施設周辺の歩行者の往来の改善に寄与 

建設地後背地には、玉川中央幼稚園、ころころ児童

館、町田第五小学校、町田第３高齢者支援センター、

玉川学園さくらんぼホールといった、教育・文化・厚

生施設が集中している。今回の施設建設が、駅前道路

（市道町田 128 号線）と北側道路（市道町田 219 号線）

の高低差 16ｍを介して、教育・文化・厚生施設への往

来の負担軽減に寄与することが望ましい。 

 

 

 

③施設利用に過不足のない駐車場・駐輪場の確保 

 『誰もが何時でも気軽に利用できる』方策の一環として、施設利用者専用の駐車場（障がい

者用・思いやり駐車区画を含む）・駐輪場を設置する必要がある。 

玉川学園さくらんぼホール 
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4-3 建替のコンセプト 

 

 新しいコミュニティセンターのコンセプト(基本理念)は、建替基本方針で次のように述べら

れている。 

【「受け皿」から「受け皿＋発信基地へ」】   

～地域活動や地域の文化を、多くの人に知らせる場として機能すること～ 

現在のセンターは、地元住民の文化活動の場所「受け皿」としての機能が、その多くを占め

ている。しかし、建替を機に、これからは「受け皿」としての機能だけでなく、旺盛な行動力

や高い情報発信力という住民の特性を活かして、地域活動や地域の文化の「発信基地」として

の機能も持つセンターを目指していく。 

【地域のまちづくりに貢献する拠点】   

～地域のまちづくりを考え、話し合い、実践する場として機能すること～ 

 これからのまちづくりは、地域が行政に要望するだけでなく、地域自らが地域のまちづくり

を考えることも不可欠であることから、新しいセンターがその拠点としての役割を担っていく

ことを想定する。 

 

 

 以上のコンセプトを踏まえ、建設に際しての基本的考え方を以下のように整理する。 

 

①住民が集まり、楽しく交流し学ぶことの出来る場所であること。 

 新しい施設は、住民が気軽に訪れ集まることができるよう、施設へのアクセスにおけるバリ

アフリー実現に向けて様々な手立てを講ずるとともに、施設内部のバリアフリーの確立のみな

らず、入りやすい雰囲気づくり、外からも内部での活動が垣間見られる空間づくりなどを進め

る。 

 

②地域の景観を向上させ、人々に親しまれる場所であること。 

 新しい施設は、地域の景観をリードする建物であると同時に、緑などの景観と、周辺環境と

の調和を重視した、地域住民に親しまれる建物でなければならない。 
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５.コミュニティセンター内部空間のあり方 
 

5-1諸室の考え方 

 

〇 必要な諸室は、従来の諸室の名称にこだわらず、各スペースに期待される目的、活動にふ

さわしい名称を付すことが望ましい。 

〇 諸室は、平常時・非常時を問わず、来館者、利用者に分かりやすく行きやすいよう、視覚

的に明確で安全な動線計画を考慮する。 

〇 諸室は、子どもから高齢者まで、誰もが利用できるよう配慮する。 

〇 施設内のエレベーターは、地域のバリアフリー化を推進するため、北側道路（市道町田 219

号線）との間のバリアフリー化に活用できるよう配慮する。 

 

 

5-2諸室のあり方及び構成 

玉川学園コミュニティセンター諸室の構成（整理表） 

部屋の名称 備考 

ホール 最大定員 200 名程度、平土間、仮設舞台、収蔵庫、更衣室 

多目的室 全室 IT 対応、できるだけ多く（1 室は音楽、1 室は調理・会食対応） 

図書室 児童図書室基本、大人用図書館機能は今後の検討 

保育コーナー 児童図書室と繋がる位置に「幼児コーナー」を設置 

ロビー 気軽な交流スペースとしてのロビー 

ロビー内に予約のいらない「フリースペース」設置 

地域活動室 地区協議会の活動スペース 

防災備蓄倉庫 風水害時等の臨時避難所、帰宅困難者の一時滞在施設 

駅前連絡所 他の駅前連絡所並の面積を確保 

 

 

➀ホール：多目的に使えるホール 

 現在、ホールの利用率は昼夜を問わず 90％以上あり、特に「音楽」と「体操・ダンス」での

利用が多い。現ホールの音響の良さは評価が高い一方で、狭さを指摘する声はきわめて多い。

また、スポーツ・音楽会・展示会・ダンス・町内会・自治会の総会その他多様な使い方が望ま

れており、若い世代の利用も含め新たな使い方にも対応出来るよう、余裕を持った広さの確保

を基本とし、ホールのあり方を次のとおり考えることが望ましい。 

〇 想定される活動としては、講演会・大会議・音楽会・映写会・展示会・演劇の外、卓球・

太極拳・ヨガをはじめとする軽スポーツ、フラダンス・ダンス(ポップ系のダンスも含む)等

のレクリエーション活動、災害時の帰宅困難者受入れなど、幅広く利用される多目的ホール

とする。 



28 

 

〇 音楽会や演劇などに対応できるよう、現ホールと同等以上の音響性能を備えるものとする。

また、軽スポーツに耐えられる床構造とし、かつ振動が他の部屋に伝わらないよう配慮する。 

〇 着座で最大 200 名程度収容可能な平土間形式とし、高齢者でも設置しやすく収納可能な軽

量の仮設舞台を用意する。 

〇 以下の付属室を、ホールとのつながりに配慮して配置する。 

1) 仮設舞台、ピアノ、卓球台収蔵庫：仮設舞台、ピアノ、卓球台を収蔵し、必要なときに

ホールに引き出して利用することができるようにする。 

2) 男女別更衣室・控室：鏡・ロッカーを備えた清潔感のある清掃しやすい部屋とし、内部

はカーテン等で仕切られるように配慮する。 

〇 隣接地の住民に迷惑がかからぬよう、防音と遮音に配慮する。 

 

②多目的室：多様な活動に応える多機能型活動室 

 現在のコミュニティセンターの会議室は、一般的な会議やミーティングに加えて、映像を使

った学習会や音楽の練習、料理講習等多様に利用されている。 

以上のことから会議室については、住民の多様な活動に応えうるものである多機能型活動室

とする。そのため名称についても「多目的室」とする。 

現状における「会議室」の不足状況を鑑み、新しいコミュニティセンターにおける多目的室

は、可能な限り多く設けることを前提に、基本方針を次のとおりとする。 

〇 多目的室(ミーティングルーム)は、最大定員 30 名程度で分割可能な部屋が１室、定員 10

～20 名程度の部屋を可能な限り多く設置する。なお、施設の床面積に余裕が出た場合は、多

目的室を増やすことを最優先とする。 

〇 うち１室は、視聴覚室も兼ね、音楽の練習等に対応できる防音・遮音性能の高い部屋を設

ける(定員 10～20 名度)。 

〇 うち１室は、調理設備を備え、料理講習・高齢者の食事づくりや食事会など「食を介して

コミュニケーションを図る部屋」を設ける(定員 10～20 名程度)。 

〇 全室 IT 対応の設備(無線 LAN など)を設けるものとする。 

〇 他施設及び現施設の利用実績からみて和室は設けず、必要な際は畳マットを敷くなどで対

応する。 

 

③図書室：児童図書室を基本に、大人向け図書貸出機能を検討 

 現在の児童図書室は身近な図書室として、地元の児童に加えて、幼児や保護者にも親しまれ、

十分に活用されている。一方、町田市の図書館構想の中には当地区に「図書館分館」を設ける

構想はないのが現状である。そこで、大人向け図書貸出機能は将来の検討課題として、以下の

ように考える。 

〇 児童図書室を基本として設置する。なお、管理・運用については、現状通り証明発行窓口

の職員が対応できる範囲にとどめる。 

〇 「セルフ予約資料受け取り」システム(町田市で研究中)などを活用し、大人向け図書貸出

機能の導入も検討する。 
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④保育コーナー：大人の目の届く位置に「幼児コーナー」 

 センターの総床面積の制約、保育専用人員配置の制約などを考慮して、以下のように考える。 

〇 専用の保育室は設けず、従来どおり必要に応じて多目的室を保育室として活用するなど柔

軟に運用する。 

〇 児童図書室と繋がる位置に子どもが遊べる「幼児コーナー」などを設置する。 

〇 乳幼児連れの方が利用しやすいように、授乳・調乳・オムツ替えスペースを設置する。 

 

⑤ロビー：個人もグループも気軽に使えるスペース 

 個人やグループが気軽に立ち寄れて、簡単な飲食も可能でゆったりできるロビースペースの

要望は多い。また、予約によらない、数人の談話や交流・ミーティングなどに使えるフリース

ペースに対する要望も多い。そこで、基本的には以下のように考える。 

〇 ロビーは、気軽に訪れ交流スペースとして利用できるよう配慮する。 

〇 数名程度のグループ数組が、予約なしに利用出来る「フリースペース」をロビー内に確保

する。 

〇 飲料用自動販売機コーナーを設ける。なお、飲食については、施設運用の観点から別途検

討する。 

 

⑥地域活動室：地区協議会の活動スペース 

 他の地域センターの例を参考に、地域活動室については以下のように考える。 

〇 地区協議会活動用の数名分の執務・ミーティングスペース、資料収納スペースが確保され、

IT に対応したおおよそ 70 ㎡程度の部屋とする。 

 

⑦防災備蓄倉庫：風水害時等の臨時避難、帰宅困難者の一時滞在 

 町田市の計画に沿って以下のように考える。 

〇 玉川学園コミュニティセンターは、町田市地域防災計画において風水害時等の臨時避難所

及び帰宅困難者一時滞在施設に位置づけられている。また、新しいコミュニティセンターに

は玉川学園前駅帰宅困難者想定 6,100 人分の救護物資保管場所（防災備蓄倉庫）が求められ

ているため、30 ㎡程度の防災備蓄倉庫を配置する。 

 

⑧駅前連絡所 

 駅に近い立地に加えて、アクセスが改善されることにより利便性が更に向上するため、利用

者は今後増加が見込まれる。 

〇 現況の証明発行窓口については、他の連絡所と同程度の面積を確保する。運用については

夜間・休日利用も含め町田市で十分検討されたい。 

 

⑨その他の諸室 

1)シャワー室 

〇 軽スポーツ、ダンス、帰宅困難者の一時滞在など多様なニーズに対応して、シャワー設備

の設置は必要である。 
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2)受付・警備員室等 

〇 受付兼用の防災・防犯・エレベーター運行監視盤等が設置された警備員室及び隣接した仮

眠室等は、外部から採光が取れる位置に設置する。 

〇 また、清掃業者控室、道・用具庫、ゴミ保管庫等過不足のないように確保する必要がある。 

 

⑩活動を保障する家具・什器・備品・消耗品の整備 

〇 ホールに備え置くピアノ、多目的室のキッチン、視聴覚設備、全室に必要な IT 対応設備等

に加え、諸室の機能を果たす上で過不足のないよう、家具、什器、備品等を整備することが

望まれる。 
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６.コミュニティセンター外部空間のあり方 
 

6-1バリアフリー実現に向けて 

 

①バリアフリーに関する現在までの要望・意見 

○ バリアフリーの実現については、検討委員会の検討に先立って、以下の要望・意見が出さ

れている。 

  まず、2010 年 9 月 28 日に改築委員会から『「玉川学園文化センター改築」についての要望

書』が提出され、バリアフリーについて、「当文化センター最大のテーマ」として、エレベー

ターの設置・エスカレーターの設置・駅からのブリッジ（歩道橋）の設置等が要望されてい

る。 

  また、2012 年 2 月に玉川学園文化センター建替に関する基本方針策定懇談会から『玉川学

園文化センター建て替えに関する提言』が提出され、「駅から高台への地域全体に貢献するバ

リアフリー整備」が掲げられている。その考え方は、町田市による「玉川学園文化センター

建替に関する基本方針」にも引き継がれている。 

  このように、玉川学園コミュニティセンター建替をめぐる検討では、単にコミュニティセ

ンターへのアプローチだけでなく、地域全体のバリアフリーとして捉えられてきた経過があ

る。 

○ 基本計画検討とは別に、2013 年 3 月に町田市で策定した「玉川学園前駅周辺地区バリアフ

リー基本構想」では、「高齢者や障がい者、子どもなどだれもが、鉄道やバスを利用しやすく、

安全に安心して移動でき、施設が利用しやすいまちを目指し、坂の多い地区であることを踏

まえて、きめの細かい整備を推進する」ことを基本理念とし、さらに基本方針として「駅と

その周辺施設をだれもが利用しやすいまち」を目指している。 

 また上記の検討を行った町田市福祉のまちづくり推進協議会バリアフリー部会では、玉川

学園コミュニティセンターの建替時に、駅からのアクセス上のバリアフリーの検討を求める

意見が出されている。 

○ 上記のように、玉川学園地域の特性として高低差が著しく、住民の円滑な移動を妨げてい

る状況があるために、地域全体として、上下のまちを一体化し、円滑な移動を実現したいと

いう強い希望がある。 

  したがって、検討委員会としては、玉川学園コミュニティセンターへのアプローチを基本

としたバリアフリーの検討を中心としつつ、それと一体的な関係にある玉川学園前駅北口か

らのバリアフリー化についても検討する必要があった。 
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敷地の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉川学園コミュニティセンターと周辺の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バリアフリー実現に向けた考え方 

〇 前記の要望・意見を踏まえ、今回の玉川学園コミュニティセンター建替にあたっては、施

設内のバリアフリー化はもとより、施設への往来上のバリアフリー化に合わせ、駅周辺のバ

リアフリー化推進の一助となるよう配慮する。 

○ 現在、小田急線玉川学園前駅は北口・南口ともエレベーターが設置されている。したがっ

て、小田急線玉川学園前駅と玉川学園コミュニティセンターを直接繋げるデッキがあれば、

施設内を通り抜ける動線、及び施設内に設置するエレベーターを活用することにより、敷地

後背地に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間までのバリアフリー化を推進することが

出来る。 

○ またデッキによる駅からの利便性の向上は、建替基本方針に掲げられている駅前至近の立

地条件の良さを最大限に活かす「広い地域の交流拠点」となることを可能とし、施設の魅力

玉川学園コミュ
ニティセンター 

玉川学園前駅 

高台の「教育・
文化・厚生施設
ゾーン」 
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増大が期待される。 

○施設へのアクセス並びに住民の多様な通行方法に関する要望に応えるために、現行の移動経

路を保持することも必要である。 

○ 反面、検討委員会や建替市民会議では、デッキの設置による周辺の景観への影響や、駅前

通りへの人の流れの減少という懸念が出されている。 

〇 以上の状況を踏まえて、検討委員会では、施設並びに周辺のバリアフリー化及び施設への

アクセス方法について、以下のとおり報告する。 

1) 駅からコミュニティセンターを直接つなぐ為のデッキや、コミュニティセンター側から

駅前道路（市道町田 128 号線）への通行改善の為のコミュニティセンター側デッキに附帯

したエレベーターは、施設及び地域のバリアフリー化推進のために必要である。 

２) 北側道路（市道町田 219 号線）と駅前道路（市道町田 128 号線）をつなげている市道町

田 407・408 号線の通行については、現行から引き続き通行可能とすることが必要である。

特に市道町田 408 号線北側の階段部分については、デッキ設置場所にかかわらず、駅前道

路（市道町田 128 号）への通行を引き続き可能にすることが必要である。 

３) 敷地後背地に広がる教育・文化・厚生施設ゾーンとの間までのバリアフリー化を推進す

るために、コミュニティセンター内を通り抜ける動線並びにエレベーターを設置し、北側

道路（市道町田 219 号線）へのバリアフリー化を実現することが必要である。 

４) 施設内部のエレベーターについては、地域住民のバリアフリー化に資する観点から、運

用時間等については十分検討が必要である。 

〇 デッキの設置工事は、玉川学園コミュニティセンターへのアプローチとしての性格をもつ

こと並びにコスト面や工事による周辺影響の観点から、玉川学園コミュニティセンター建替

工事と一体的に、かつ同時期に行われる必要がある。   

〇 デッキ設置にあたっては、隣地地権者及び小田急電鉄㈱と十分協議を行うとともに、住民

に対して十分な説明を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北側道路と駅前道路
をつなぐ通路の通行
確保 駅からコミュニティ

センターをつなぐデ
ッキ並びにエレベー
ター 

通行可能とする 

アクセス路のイメージ図 
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6-2附帯施設 

①施設利用者用駐車場・駐輪場 

〇 コミュニティセンター利用者のための駐車場・駐輪場は、障がい者用・搬出入用車両など

計 4 台程度の駐車場を設ける。 

〇 また、商業施設の場合の駐輪場附置義務に準じて施設利用者用駐輪場を 20 台程度設ける。 

 

②玉川学園二丁目自転車駐車場の取り扱いについて 

〇 町田市の報告によると玉川学園二丁目自転車駐車場の利用状況は、自転車が半分以下の利

用であるものの、バイクについては 100％の利用となっており、相当な空き待ちもある状況

である。 

  また、玉川学園前駅周辺の放置自転車は、常時 10～20 台見られる状況であるとともに、玉

川学園前駅から 10 分以上離れたところに設けている町田市の無料駐車場には、常時 100 台以

上のバイクが駐車されている状況がある。 

  このように玉川学園前駅前の駐輪対策上、玉川学園二丁目自転車駐車場は非常に大きな役

割を果たしており、廃止・移転は困難な状況である。 

〇 検討委員会は町田市の報告を受け、玉川学園コミュニティセンター屋上部分に玉川学園二

丁目自転車駐車場を併設し、複合施設とすることが妥当と考える。 

  床面積は、延床面積を確保するために、容積不算入の範囲となる約 280 ㎡程度とする。 

〇 なお、屋上に設置する自転車駐車場については、景観の継承に十分配慮するとともに、玉

川学園前駅へ市民が往来する経路を阻害しないよう留意されたい。 

 

 

6-3周辺との関係 

①周辺への配慮 

〇 コミュニティセンターの活動に伴う隣接地等への騒音対策に配慮する。 

〇 敷地内の植栽および建物の屋上等の緑化を進め、周辺環境に配慮する。 

 

②施設周辺の自然環境等について 

〇 敷地内の樹木については、必要な樹木の保全を基本とするが、建設への障害などやむを得

ない場合は移植や新たな植樹など、緑豊かな環境の創造的継承を図る。 

〇 敷地内の現在の施設の記憶となる「ふれあい坂」の石碑、桜の記念植樹等できる限りの保

全を図る。 

〇 敷地周辺の樹木は、駅前のシンボルゾーンとして、可能な限り保全することを望む。 
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７.基本設計以降の進め方について 
 

7-1 設計者の選定について 

 

 設計者の選定にあたっては、次のような資質・能力を持った者が選ばれるよう求める。 

 

1)住民との対話による問題解決能力 

 玉川学園コミュニティセンターの建替事業においては、住民からの様々な要望・意見が出さ

れている。基本設計段階においては、町田市と協調し、具体的な提案を通して住民への説明・

対話を行い設計図書にまとめる能力が必要と考える。 

 

2)計画敷地の制約に対応できる技術水準 

 計画敷地は、高低差の大きい斜面地であり、地盤も堅い土丹層の上の表層は軟弱な粘土層と

なっている。これらの制約条件を踏まえ、適切な造成、雨水・湧水対策が講じられるなど技術

上の課題に対して対応出来る能力が必要と考える。 

 

3)多機能なコミュニティ施設の設計能力 

 玉川学園コミュニティセンターは小規模な建物ではあるが、多様な機能を有するうえに、町

田市が設置する自転車駐車場との複合建築物である。また、バリアフリー等周辺地域への配慮

が反映される必要があることから、コミュニティセンターに求められる目的と機能を十分に理

解し、設計に反映できる能力が必要と考える。 

 

4)工事予算並びに期間などのマネジメント能力 

 施設建設をめぐる社会的状況を十分理解し、関係者と協調し、定められた工事予算及び期間

内に目標の性能・品質を有する建物を完成することのできるマネジメント能力が必要と考える。 

 

 

7-2 基本設計作成時における市民意見の聴取について 

 

 基本計画策定検討では、「建替に関する基本方針」を基に、建替後のコミュニティセンターの

姿を「求められる」機能と「望ましい」姿として具体的な言葉で著した。 

 これらは、10 回にわたる検討委員会での検討、及び 4 回の建替市民会議の意見を反映して到

達したものである。 

 したがって、前述の「設計者の選定について」で示したとおり、設計にあたってはこれらの

考え方を設計者が適切に設計に反映させる必要がある。そこで、基本設計時においては、設計

者が基本設計に適切に反映していることを住民に報告し、住民の意見を聴取する場を設けてい

くことが必要と考える。 
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８.その他留意すべき諸点 
 

 

1)コミュニティセンター行事等の分かり易い広報等 

『誰でも気軽に利用できる』、『多くの人が集まる』という目的の実現に向けて、コミュニテ

ィセンターでの催事を十分に広報することが必要と思われる。 

今後、広報の具体的な方法について、活動を通じて多様な工夫が講じられていくことを期待

したい。 

 

2)建設予算・工期 

建設地は敷地内高低差約 10ｍ、駅前道路（市道町田 128 号線）と背面住宅地側の道路間約 15

ｍの斜面地に、また多くの樹木が立ち並ぶ第一種低層住居専用地域に立地する。この敷地の状

況、ならびに限定された建設資材の搬入経路、近接する住宅等への影響を減らす施工上の工夫

や工期、第三者への安全対策、また建設期間が 2020 年に開催される東京オリンピック直前の

建設需要が逼迫する中での工事になるためにこれらを反映した十分な予算措置が講じられ、ま

たそれらが検証されることが望まれる。 


