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令和３年度第２回たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場利用者懇談会 

 

１ 日 時 令和３年１１月６日（土）午前１０時から正午まで 

２ 会 場 調布市文化会館たづくり９階 研修室 

      （調布市小島町２丁目３３番地１） 

３ 出席者 利用者 ３人 

      事務局 １０人 

〈調布市〉 

  佐々木文化生涯学習課長 

〈公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団〉 

吉田常務理事 土方調整担当理事 阿部事務局長 大割企画課長 

土井文化・コミュニティ事業課長 藤堂芸術振興事業課長  

佐藤企画課長補佐 常廣文化・コミュニティ事業課長補佐  

岡野芸術振興事業課副主幹 

 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回たづくり・グリーン

ホール・せんがわ劇場利用者懇談会を開会します。 

 進行については、お手元に配付した利用者懇談会の次第に沿って進行します。 

 初めに、本日の配布資料を確認します。 

 ひとつ目が利用者懇談会次第、２つ目が令和３年度第２回たづくり・グリーンホール・

せんがわ劇場利用者懇談会の要望事項等対応表です。 

 続いて、次第２、財団挨拶、常務理事の吉田よりご挨拶申しあげます。 

○吉田常務理事 

 常務理事の吉田と申します。よろしくお願いします。 

 本日はお忙しい中、今年度２回目となります利用者懇談会にお越しいただき誠にありが

とうございます。 

 この間、新型コロナ感染症の拡大により、長い間、通常どおりの事業ができない状態が

続いていましたが、幾分か落ち着いてまいりましたので、計画していた事業を再開してい

るところです。この間、施設利用に関しては、皆さんに大変御不便をおかけしたと思いま
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す。本当に御協力ありがとうございました。 

 現在、１０月１４日から市民文化祭が開催されています。感染対策をしっかり行い、生

け花や絵画、写真など、観覧の部や、歌や踊りの発表の部も順調に行われています。 

 先日、市内の３つの公民館の文化祭を観覧しました。コロナ禍でも一所懸命に工夫を凝

らして活動を継続している成果を見ることができ、改めて文化活動を継続することの大事

さを痛感しました。それぞれの地域に合った文化活動であり、３館とも個性ある企画でし

た。 

 人と人が接触するのが難しいという長い期間において、財団でもオンライン配信や、ネ

ット申込み、パソコンやスマホを使った事業が格段に進みました。市民の方々もそれを良

く受け止めていただき、参加も順調にしていただいています。 

 調布よさこいに関しては今年も実際に集まっての開催はできませんでしたが、市民の皆

さんに登場してもらい、まちのお祭り感を出すような演出をしたほか、各事業所にも御協

力いただいて、財団の活動のひとつである地域コミュニティの活性化にもつながったもの

と考えています。 

 せんがわ劇場の指定管理は３年目になります。小さい劇場で人数が半分しか入れられな

い中ですが、音楽事業は常に満席状態で、先日は久々に市民参加演劇という公演が実現し

ました。市民から体験談を募集して、それを基に脚本を書いて、演者も市民の中からオー

ディションで選出していく市民参加型の演劇ですが、こちらも新しい形で届けることがで

き、１２月には子どもたちも楽しめるようなクリスマス演劇も上演されますので、ぜひ足

を運んでいただければと思います。 

 本日、限られた時間ですが、この懇談会をとおして、生涯学習の施設が市民に親しんで

もらえるよう、私たちも色々意見交換しながら努力してまいりたいと思いますので、忌憚

のない御意見をよろしくお願いしたいと思います。 

  

○佐藤企画課長補佐 

 本日の連絡事項です。この懇談会に際してのお願いなど、連絡事項が３点あります。 

 １点目、お手元に配布してあります出席者票に御記入をお願いします。特に、座席番号

の記入忘れのないように、お帰りの際には机の上に伏せてお帰りください。住所欄には町

名のみで結構です。または、所属団体名の記入、そして氏名をお書きください。 

 ２点目、この懇談会では情報公開用の会議録作成のため、録音をさせていただきます。
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これを要約したものをホームページで公表し、財団報「ぱれっと」には抜粋したものを掲

載します。 

 なお、発言者の氏名は公表しません。 

 ３点目、本日の利用者懇談会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

開始３０分後に５分ほどの休憩とドア開放を行い、全部で１時間程度の実施とします。ま

た、参加者を制限していることを御承知おきください。 

 初めての御参加の方もいらっしゃると思いますので、利用者懇談会について説明します。 

 日頃、たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場を利用されている方々と意見交換し、

お寄せいただく御意見などにより、より良い運営を目指すことを趣旨としています。 

スムーズな進行を心がけますので、御協力のほどよろしくお願いします。 

 ７月に行った利用者懇談会での御意見などに対するその後の対応については、本日お手

元に配布しています資料、要望事項等対応表の右側の欄に、太字下線で「令和３年１０月

２０日現在」と記した対応状況の部分になりますので、御確認ください。 

 それでは、ここからはお１人ずつ、先ほどの要望事項等対応表についての御質問も含め

御意見をいただきたいと思います。出席者全員からお話を伺いたいと存じますので、御理

解、御協力をお願いします。全員の方が話す時間を取るため、時間を配分することをあら

かじめ御了承ください。 

 それでは、発言の前には団体名、または町名とお名前をお願いします。 

 では、時計回りの順番でお願いしてまいりますので、私から見て左側の座席Ａの方から

お願いします。 

○Ａ 

 今、この懇談会についての説明がありましたが、その割に集まる人が少ないです。いつ

も決まったメンバーで、少し寂しいという感じですが、広報にもう一工夫するとか、前に

いらした方に働きかけるとか、そんな工夫も必要ではないでしょうか。 

 それから、ここ以外に利用者さんの意見を聞く場というか、機会はどんなものがありま

すか。ありませんか。 

○佐藤企画課長補佐 

 このような形で会を開いているのは年に２回になります。 

○土方調整担当理事 

 そのほか、メールや受付でメモを渡すなど、色々な方法があります。今まで来ていた方
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も、今、コロナとか色々な関係があり、メールでお送りいただく方もいます。 

○Ａ 

 そうした場合、その方の質問や御意見はオープンにはならないのですか。 

○土方調整担当理事 

 ご自身が参加した事業の内容についての質問などは個々でやり取りしています。意見や

質問について間口は広げていますが、特に今はコロナの関係があるので、控えている方が

結構いらっしゃると思います。色々な形で多くの方の意見を伺えるような形では努力して

います。 

○Ａ 

 たづくりの改修計画というか整備計画について、どこかのこのような会で説明されたと

いう話を聞いたのですが、そういうことはないのですか。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 たづくりの今後の長期にわたる改修計画ということですか。 

○Ａ 

 はい。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 今のところ、特に説明会等は実施しておりません。基本計画に維持保全計画という４年

ごとに全体の改修整備等を取りまとめたものを掲載しているのと、毎年度、３月に次年度

の予算に関して財政部門で予算の概要という冊子を作成しますが、その中で次年度に実施

する公共建築物の改修予定の一覧を出しているところです。広く説明会は実施していない

です。 

○Ａ 

 Ａと申します。いつも印刷室にしても、その他の部屋の利用にしても、大変お世話にな

りありがとうございます。 

 樹木の会で駅前広場の計画をこの５年半ぐらい市と意見交換してきたのですが、最近、

総合福祉センターの移転について検討会が３回開かれたりして動きがあったので、それに

つられてグリーンホールの計画についても色々なうわさが流れてきています。例えば、東

京芸術劇場に見学に行ったとか、令和２年度の報告に出ていますでしょう。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 東京芸術劇場には行っていませんが、これまでに幾つかホールは見学しています。 
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○Ａ 

 何か着々と進んでいるというようなうわさも聞きます。駅前広場も今年度中ぐらいに修

正設計をつくって、全ての設計を今年度中に終わり、来年度は広場全体ではないですが、

共同溝の工事から始まるという最終段階に入っている。しかし、まだ市民参加を受け付け

るということで話をしていますが、グリーンホールが進んでいるのだったら、グリーンホ

ールの計画によっては、せっかく造った駅前広場も直されるかもしれないみたいなことが

あったので、今、計画は一体どれくらいなのでしょうか。佐々木さんともう一人、行政経

営部の所管の方からの出前講座では、ほとんど決まっていないというか、この１年間進捗

がない、大まかに言えばそのような話を聞きました。 

 市の中のことですが、駅周辺の公共施設について意思決定をする副市長トップの公共施

設マネジメント推進協議会があるということだったのですが、一番初めに来る駅前全体で

どうするかというグランドデザイン、ビジョンがなかなか見えてこない。安藤さんの設計

に数々の疑問が出て途中で変わったこともありますが、私はこの間の出前講座のときに、

そこから市民を入れたらどうですかと言ったのですが、さらに専門家のアドバイザーを入

れる必要があるのではないでしょうかということを提案したいのです。 

 例えば、最近はまちづくり支援機構とか、官民共同で実施していかなくてはならない時

代ですから、役所だけで決めるということはとても難しいと思います。そんなときに市民

と専門家のアドバイザーが必要かなと思って提言します。 

 もうひとつ、今年度の予算の中では見ていないですが、去年はたづくりとか駅前に関し

て、４つ、５つのコンサルと単年度の契約をしています。今、計画が進捗していない中で、

こういうコンサルの会社は何をしているのか、この前聞くのを忘れてしまったので、この

場で伺いたいです。 

 例えば、グリーンホール整備検討委託というのは、空間創造研究所に去年１年間、単年

度契約しています。公共施設マネジメント策定についてもプロポーザル形式で株式会社都

市設計連合という会社に委託し、駅前大型施設整備方針についてのコンサルは、プロポー

ザルで日本経済研究所というところに委託している。これは駅前広場とはまた違いますが、

本来であれば大きな目で見る必要があるのに、何でこんなにいっぱい違う会社に委託して

いるのか疑問です。今回進捗がないということを聞いたので、余計にそう思いました。い

かがでしょうか。 

○佐々木文化生涯学習課長 
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 全て私どもの部署で実施しているものではありません。公共施設マネジメント計画とい

うのは、市の各公共施設について、今後２０年から３０年の長期的、総合的なマネジメン

ト計画をつくっていきましょうというところを行政経営部の公共施設マネジメント担当で

行っていて、そのための検討調査委託だと思います。 

 グリーンホールのホール部分の検討について、公共施設マネジメント担当で空間創造研

究所に委託していますが、本来であれば、昨年、もう少し市民参加も実施しながらホール

機能の検討を行いたかったというところで、予算化して委託もしましたが、一昨年来のコ

ロナの影響があまりに大きく、ホールの具体的な検討を進める段階に至っていないところ

です。 

 昨年は、空間創造研究所さんには他のホールの事例を踏まえて、今のグリーンホールの

場所に新しくホールを造るとすると、どのような課題があるのかなど、洗い出しをしてい

ただいたところです。本来は市民参加も加えながら、総合福祉センター側で実施した検討

会のようなものを実施しながらホールの具体的な検討を進めたかったのですが、コロナの

影響もあり、そこが思うように進んでいないというのが現状です。 

 あとの駅前広場の関係などの委託に関しては、申し訳ございませんが、私は承知してい

ません。それぞれに我々市行政だけでは検討できない部分を専門家の方を入れて委託して

いると思いますが、そういう状況です。 

○Ａ 

 今年も同じところと契約していますか。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 空間創造研究所とは、今年は契約していないです。 

○Ａ 

 では、具体的に事業所と話し合うセッティングをするわけではないのですか。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 ホール機能だけではなく、プラスの施設全体の整備事業を進めていく上で、事業をもう

一度検討していきましょう、そのためのコンサルティングへの委託を公共施設マネジメン

ト担当が今年度実施するという中で、具体的にデベロッパーや大手の建設業者に対して、

事業への参加意欲というか、今の調布駅前広場のポテンシャルはどれくらいなのかを確認

していく作業をするところです。 

 コロナ前は事業者も、こんな良い場所だったらオフィスでも何でも入れることができる
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という感触だったのですが、やはりコロナで需要ががらっと変わってしまい、今オフィス

とホールの合築は難しいのではないか。ホテルなども、どこのホテルも厳しい状況で、今

すぐにホテルをというところも厳しいという声も聞こえています。具体的に事業者と対話

しながら、実際のところを今年度実施していきたいと考えています。 

○Ａ 

 長くなりますので、ありがとうございました。 

○Ｄ 

 前回もグリーンホールの建て替えについて、意見を集める場というか、検討会の立ち上

げの時期を聞きました。私は常々、福祉センターの問題がどこまで確定したのか、その都

度聞いていますが、なかなか確定している状況ではない、福祉センターを全面的に移転し

た跡地を使ってグリーンホールの改築という話でした。 

 その都度出ているのがセットバックの問題で、あそこを相互通行にしなければいけない。

どうもそれは駅前のロータリーの問題で、いつも決定事項のように聞いています。しかし

あそこを決定されると、どうしてもセットバックも必要になるだけではなくて、例えばた

づくりや市役所に来る動線の問題で交通が非常に激しくなり、来る人たちの安全面だとか

歩道を渡る時間だとか、様々支障が出てくる。一方通行のままにしておくことによって安

全も保てるだろうし、セットバックする面積を広くしなくても済むのではないかというと

ころを利用者としては望んでいます。それが今の市の全体の計画、ロータリーは既に決ま

って覆せないのか、あるいは今から市民の要望として吸い上げられる可能性がどれほどあ

るのか、そういう働きかけは市の中ではされているのかどうかをぜひ教えてもらいたいと

思います。 

 今、佐々木課長から、グリーンホールをオフィスビルと複合の建物にしようとすること

がコロナの影響で難しい状況が生まれてきているとありました。まず、私たちが聞いてい

たのは総合福祉センターの移転が確定しないとグリーンホールの検討も始められないとい

うことでしたが、今の時点でその状況は全く変わっていないのか、少し前進しているとこ

ろもあるのかを教えていただきたいと思います。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 総合福祉センターについては、市の考え方を夏前に福祉健康部でパブリックコメントを

実施したところです。今、市の考えとしては、京王多摩川駅前に京王電鉄が開発する施設

の中に総合福祉センターの機能を移転するという方向性、こちらは昨年来実施してきた検
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討会での議論を踏まえて、最終的にそういった形の考え方の案をまとめてパブリックコメ

ントを実施しました。しかし、まだまだ意見が色々出ているということですので、いま一

度、福祉健康部で色々な利用団体の方と意見交換をしているとのことです。これを年内ぐ

らい続けるのか、私も細かいスケジュールは分からないのですが、今、丁寧に利用者の方

々と意見交換しながら進めていると聞いています。 

 区画２号と言われる総合福祉センターの前の道路については、駅前広場の計画ではない

ので、関連性はありますが、必ずしも駅前広場のスケジュールと合わせてということでは

ないと聞いています。駅広は市の計画として令和７年度完成ということで市を上げて取り

組んでいますので、そこを目指して動いていますが、区画２号をそこまでに間に合わせる

ということではないので、総合福祉センターの協議が整って、新しい総合福祉センターが

できて機能が移転した後に実施していく。そこを相互通行にするのかどうか、駅広のロー

タリーの部分が、色々な市民の皆様の意見を伺う中で当初の計画よりかは小さくなったと

いうところで、なおさら相互通行にする必要があるとか、そういうやり取りもあったとい

うように聞いています。しかしそれも決定ではなく、日々関係機関と協議していると聞い

ています。 

 ただ一方で、昔、京王線が地上に出ていた頃は京王線の駅の南側に道があって車が通行

できたのですが、今、東急の前から上がって西側に抜けていく道がないという声が割と市

民から届いていると聞いています。南から南口の広場に上がってきた車が、以前は駅前の

線路のすぐ南の道を通って市役所前通りに抜けられたのが、今はその道がなくなって歩行

者しか通行できない形になっているので、車が西側に抜けていく動線がないと、市民の方

からそういう道を造ってほしいという声もあると聞いていますので、そういうところも踏

まえて全体としてどうしていくのか今後協議していくのかなと思っています。 

○Ｄ 

 そうすると、グリーンホールの検討会などについては、前に話を伺ったときには年度内、

あるいは年度を改めて検討会がスタートするかもしれないという話をされていましたが、

今の話のとおりその状況は変わりないと。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 はい。 

○Ｄ 

 コロナの問題もあって、様々な利用制限の中で活動しにくいサークルだとか事業がある
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ものですから、国の方向性を都が反映し、それを市が反映してくると、結果が出てくるま

でに利用するサイドとしては随分やきもきしているところがあるので、そういう情報が早

く伝わってくればいいなという希望を持っています。 

 コロナが下火になったとはいっても、本当に下火になっているのか我々も疑心暗鬼なと

ころがあるので、市の情報は非常に注目して早く知りたいと思っています。今のところコ

ロナ対策では、グリーンホールのホームページに掲載されるのが市の発表の中では一番早

いのかなと思って見ています。使いやすい対策は必要かもしれないが、市民が活用しやす

い施設であってもらいたいと思っているので、情報を早めにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 Ｄさんのおっしゃった、国が方針を出して、それを受けて都が方針を出して、それを受

けて我々市としてどうしていくか考えていくというところで、市として一番大きな施設が

たづくり、グリーンホールであるので、生活文化スポーツ部で東京都の方針を受けて、こ

ういう形でいこうといったところで最終的に市の会議にかけてという形になるので、どう

してもご案内が遅くなってしまっていて御迷惑をおかけしますが、今後もなるべく早く市

としての方針は決定できるようにしていきたいと思っていますので、よろしくお願いしま

す。 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、３０分経過しましたので、ここで休憩を挟みます。前の時計で４０分から再

開しますので、よろしくお願いします。 

 

（暫時休憩） 

 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、お時間になりましたので、再開いたします。 

○Ｇ 

 私は、こちらの場で毎回、グリーンホールの建て替え問題と照明のＬＥＤ化についても

お話をしていました。前回、令和３年度第１回のときに私は参加していなかったですが、

多分その前に出たと記憶しています。ホームページには第１回、今年７月９日の要望事項

等対応表を９月１０日現在で載せていただいています。 



 

- 10 - 

 

 まず、ＬＥＤからお話しします。照明のＬＥＤ化については、今後の要望というところ

に今年度のＥＳＣＯ事業の中で諸室のＬＥＤ化を行う予定ですと書いていただきました。

何かのときに佐々木課長にお会いしたときに、そういうＬＥＤ化もやろうとしていますと

いう話を個別には伺ったことがありますが、本日もこの部屋に入ってきて上を見上げます

と、まだ天井は蛍光灯がついています。９月にも資料を更新してくださっていますが、今

日の資料を見るとやはり抜けている。前回も抜けているという指摘をしたと思います。 

 恐らくＥＳＣＯ事業は、照明だけではなくて空調とかも含めて、トータルでエネルギー

の費用を削減するためのスキームということで、割と大きな事業と思っています。なので、

今年度そういう大きな事業をなさっている、それがまだ継続しているということであるは

ずです。このように課題とそれに対する対応をせっかく表にして出していただいています

から、まだ継続して終わっていないことに関しては、要望に対してこのようにしています

とか、そういうのが良いアピールの機会になるのではないかと思います。ＥＳＣＯ事業と

いうのは、そのスキームをぱっと一言で市民が理解するというところもなかなか難しいと

思っています。だから、私にだけ話をしてもしようがないですし、広く周知して取組をし

たほうが良いのではないかと思っています。 

 コロナの話も最初の御挨拶の中でいただきました。２０２０年１月頭からのコロナ禍の

状態。あと、今の状況としては、今年４月に市長と議会が一緒になって、２０５０年、調

布市はゼロカーボンシティ調布を目指すということを発表されました。コロナ禍というと

ころも大きいですし、２０５０年のゼロカーボンシティ調布を本気で目指すのであれば、

ありとあらゆることをやらないといけないと思っています。市や公共施設の維持運営に関

わる方々が本気でそういうことを取り組んでいかれようとしているかを注視して見守って

いきたいと思っています。 

 先ほどのＬＥＤ化のＥＳＣＯ事業とかはそれに関わるところと思っています。今日は資

料を持ってこなかったですが、２０１７年に出していただいたときは、公共施設の中で、

たづくりが１８％だったか、一番エネルギーを消費しているという資料があり、やはりエ

ネルギーの削減に取り組まなければいけないのではないかという指摘をしました。今回、

ゼロカーボンシティ調布という宣言をされましたが、やはり良いことはどんどん実行する

ということをもっとスピーディーに進めていっていただけたらと思います。 

 前も言いましたが、照明はイニシャルコストがかかったとしても、買取りで実施したと

しても、２年ぐらいかければ元が取れるぐらいの計画で実施していると思います。公共施
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設、大型商店、家庭もそうですが、特に公共施設は付けたり消したりという照明もできな

いですし、一遍に替えるところが一番多く効果が出るところなので、遅かったと思います。

でも、どういうことをなさろうとしているか広く周知して、改善のところをまとめて出し

ていただければ、すばらしい施設になって、維持の改善がされているというところが一番

大きく言えるのではないかと思っています。それが１点です。 

 もうひとつはグリーンホールについてのことです。グリーンホールの建て替え計画が具

体的にどうなっているのかというのは、私はまだ良く分からないです。今年度、総合福祉

センターの整備に関する考え方（素案）が６月に出て、７月に市民への説明会がありまし

たので、参加しました。先ほども話が出てきましたが、公共施設の老朽化に合わせてそう

いうことはやっていかなければならないということがありました。今回はたづくり・グリ

ーンホール・せんがわ劇場利用者懇談会ですが、総合福祉センターの移転が令和６年度中

とその資料には書かれており、それが終わってからグリーンホールの建て替えがあるとい

うことですので、ここはグリーンホールの運営のテーマと非常に連動しているというとこ

ろで話しています。 

 総合福祉センターは、経年劣化対応と機能改善対応と区画道路の拡幅整備への対応とす

るというところがありました。先ほどのグリーンホールの建て替えの検討状況からすると、

特に総合福祉センターの建て替えの理由になるものが特別感じられない。むしろ総合福祉

センターの移転に伴って、利用者の方からすると、今の場所から京王多摩川の駅前に移転

してしまう場所の問題、立地の問題、使いにくさとか、デメリットのほうが非常に多い。

そうすると、別に移転しなくても良いのではないかと思いました。 

 なぜ移転しなければいけないかという本当のところはその説明会で説明はなかったです

が、グリーンホールの建て替えが頭をもたげていて、令和６年中には総合福祉センターを

移転してください、令和７年度中には駅前広場を完成してください、その次にグリーンホ

ールの建て替えが玉突きで事業として進むというところがありました。だとすれば、総合

福祉センターを移転しないためにはどうすれば良いかという一番の解決策は、先ほどコロ

ナでホテルのニーズとかオフィスのニーズが変わってきたという説明もあり、グリーンホ

ールの建て替えが本当に必要なのかどうか。それは行革プラン２０１９でまとまって、建

て替えという方針をひとつ調布市は持っているということですが、コロナ禍、ゼロカーボ

ンシティというところから考えれば、本当にそれで良いかどうか、もう一度考え直してい

ただきたいです。グリーンホールの建て替えをしなくても良いということになれば、総合
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福祉センターも移転しなくて良いということになり、そこの解決の一番の核になるところ

が、グリーンホールを現位置で建て替えをしなければいけないかどうか、そこにかかって

いるということが分かりましたので、そこをお願いしたいと思っています。 

 前に私が参加したときは、グリーンホールの解決策、経年劣化やバリアフリーの問題が

あると聞きましたが、そこは再生建築と言われているリファイニング建築という手法があ

ります。躯体を残しながら改築することにより、更地にして全面で建て替えてなくても、

建築確認までもう一回取ってよみがえらせることができるということで、全部壊して建て

替えをしなかったとしても使い続けることができます。具体的には、多摩地区で言えば清

瀬市のけやきホール、５００人ぐらいのホールを持っている公共施設ですが、築３４年ぐ

らいのときにやって２０１０年に再生建築で竣工していますが、そうやって使い続けるこ

とも可能です。前も紹介したのですが、こちらに出席されている方で視察に行かれている

方がいるのでしょうか。グリーンホールの建て替えはしなくても、選択肢のひとひとつと

してはそういうのがあります。 

 先ほどのゼロカーボンシティをどう考えるか。ＥＳＣＯ事業もそうですが、青木茂建築

工房のホームページを見ますと、躯体を８割残すということで建築すれば、産廃について

は５７％減、ＣＯ２も８４％削減が可能になるということが書いてあります。建て替えと

なりますと、そういう廃材がどうやって出ているかというところは今まであまり着目され

ていなかったのではないでしょうか。しかし、ゼロカーボンシティを目指すということで

あれば、使えるものは大事に使うというのを第一優先で考えなければいけないと思ってい

ます。 

 調布市は、グリーンホールを建て替えなければならない理由を市民に示して、本当にそ

うやってやらなければいけないのか問わなければいけないと思います。グリーンホールの

上にオフィスを造らなければいけないのでしょうか。グリーンホールの上にホテルを造ら

なければいけないのでしょうか。先ほどの御挨拶にもありましたとおり、こちらに出られ

ている方にとっては、文化活動の継続、グリーンホールの維持管理がメインのところであ

りますでしょうし、今の調布市のグリーンホールの利用者にとっても、文化の殿堂として

グリーンホールをずっと使い続けることができれば――オフィスが欲しいとか、そういう

ニーズが本当に市民にあるのかどうか、一番大事なところではないのではないかと思いま

す。 

 最新の市報を見ました。成人式の案内で、大人への階段としてグリーンホールの外階段
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の写真が載っています。調布市は、グリーンホールの建て替え、駅前広場の完成の前に外

階段を撤去し、撤去するとグリーンホールの客席が維持できないから壊すというようなこ

とを言ったのを聞いたことがありますが、公共に資するものであれば、調布駅広場口の建

屋、交番、公衆トイレは、道路上であっても存在し続けることは可能です。公園も都市公

園条例により、道路上であっても存在させることも可能です。つまり市民が本当にそこに

必要なものであれば残せば良くて、大事に使うということが一番大事だと思います。 

 まず、グリーンホールの部分が、コロナ禍、ゼロカーボンシティ調布をうたったのであ

れば、本気でそれに対してどのような対応をするか。２０１９年に決まったからそれを進

めれば良いというのは、あまりにも世の中の情勢が変わってしまいました。こちらにいる

皆様は、たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場、文化を担って市民を支えてくださる

方々だと思いますので、そういう人たちの活動が止まったりしないように、そちらを最優

先で考え、調布市は建て替えと言っていますが、本当にそうなのか。グリーンホールをず

っと使い続けるにはどうすれば良いかもっと考えましょうというようなアプローチで、市

の建て替えをしたいと言っている人たちとやり合っていただきたいと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 そろそろお話をまとめていただければと思います。 

○Ｇ 

 分かりました。最後に、今日の関係者の方々と参加者の割合を見ても、エレベーターに

紙はありましたが、やはりいびつだと思います。くすのきホールも５００人規模のホール

ですし、図書館、自習室、各会議室、グリーンホール、年間を通せば万単位の人が利用す

る。今日、私は申しあげようと思って来ましたが、スタッフの方がボード、紙を持って、

今思っている良いこととか、改善してほしいことはありませんかという日を１日決めて、

スタッフの方皆さんで、みんなが使っているところのそばで聞いたら良いのではないです

か。そうしたら、色々な小さな声が集まって、こういう日に、そういうことをやったらこ

ういう声が出たということを改善の活動としてつなげっていったら。これはこれで良いの

かもしれないですが、少しやり方もあると思いましたので、それは運営の仕方で思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 いつもおっしゃっていただいていることなので、Ｇさんの考えはＧさんの考えとしてお
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聞きしていますが、グリーンホールを建て替えるから総合福祉センターを移転しなければ

いけないというのは違います。グリーンホールにしても、総合福祉センターにしても、建

物は躯体だけではないので、定期的に大規模修繕をしていく必要があります。総合福祉セ

ンターは大規模修繕をすると、そのために施設を止めなければなりません。なかなか総合

福祉センターという施設の機能は止められるものではなく、仮設なり別のところに移って

ということが必要になってきます。それであれば費用的なところも考えて、年数も４０を

経過しているため、移転を踏まえて検討したほうが良いのではないかというところです。 

 グリーンホールについても同じで、躯体そのものはまだもつかもしれないのですが、設

備的にはかなり古くなっているため、財団からは、いつも設備の更新も含めて市に御要望

いただくのですが、先ほどのリファイニング建築をやったとしても何十億という出費が出

るというところであれば、民間活力を活用して建て替えたほうが良いのではないかという

のが今の市の考え方です。 

 民間活力を活用するためには、その相手方はオフィスが良いのかホテルが良いのか、手

法について我々は検討しているところです。一方でこのままグリーンホールを存続させる

にしても、それなりの規模の改修費は今後必要になってくるので、それをどう捻出してい

くかという問題もあります。そういった中では、我々としては、今、駅前広場が整備され

るタイミングで新しくグリーンホールも更新するというところをひとつ選択肢として持っ

ていますので、その辺は御理解いただければと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、運営については財団から。 

○大割企画課長 

 最初に理事の土方から申しあげたとおりで、様々な方法で利用者の方々の御意見は伺っ

ているつもりですが、今おっしゃったような方法は参考にしたいと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 よろしいでしょうか。 

○Ｇ 

 一番最初の要望事項を過去に出して、継続していることに対しては、まだクローズしな

いでほしいということを申しあげたのですが、それはどうですか。 

○佐藤企画課長補佐 

 私どもとしては、ＥＳＣＯ事業で照明のＬＥＤ化を実施するということが決まりました
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ので、その時点でこの表から外したのですが、Ｇさんの中では、まだ続いているとお考え

でしたので、終わるまでは載せるという形で今後は対応したいと思います。 

○佐々木文化生涯学習課長 

 ＥＳＣＯの件について、照明が一番大きなところではありますが、先ほどＧさんもおっ

しゃったように空調設備も実施するというところで、まさに今１１月から着工と。設備に

よっては並行してまだ設計しているところもあるので、今年度中を目途に、今回のたづく

りの設備更新型のＥＳＣＯ事業を実施すると、これだけの省エネ効果がありますとか、こ

んなことに取り組んでいますというまとめたものを市民の方に広く広報できたらと思って

いますので、そちらはまた別途実施したいと思っています。 

○Ｇ 

 御回答ありましたとおり、全然終わった話ではないではないですか。しかも大きな事業

で、こういうことをやっていますということは皆様のアピールポイントでもあります。こ

のように削除されると、なかったことみたいな感じに見えてしまいます。せっかく７月に

載っていたものが９月に更新されたというものも出ていて、そういうところはこの会の趣

旨である意見をくみ上げて改善への取組をするというところからすると、さっさと切捨て

というよりは、むしろ今継続していることはこれであって、このように取り組んでいてと

いうところは残していただくべきことではないかと思います。 

 それはお願いとして、今後もそのようにしていただいたほうが良いと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございました。それでは、そろそろ予定の時刻となりました。本日は多岐に

わたり、貴重な御意見を頂戴しました。今後のたづくり・グリーンホール・せんがわ劇場

の運営に生かしてまいりたいと思います。また、今後何かお気づきの点などあれば、７階

の事務室、またはお電話でも結構ですので、お気軽にお声をかけていただければと思いま

す。 

 次回の利用者懇談会は、令和４年７月中の実施を予定しています。今後、ホームページ、

広報紙「ぱれっと」などでお知らせします。 

 それでは、これをもって令和３年度第２回利用者懇談会を閉会します。本日はありがと

うございました。 

○Ａ 

 今日は１０時から１２時までではないのですか。 
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○佐藤企画課長補佐 

 １時間のところで入場は制限していますし、新規の方がいらっしゃらないので、１時間

で終わらせていただきたいと思っています。 

○Ａ 

 では、２回目の順番は回ってこないんだ。 

○土方調整担当理事 

 もし何か言い残したことがあるのであれば、簡単にお願いします。 

○Ａ 

 前回の要望事項等対応表を見ると、全部グリーンホールの建て替え計画について、それ

に対する対応が書いてあります。やはり皆さん、このことが今一番心配していることです。

私も先週、フォレスタの公演があったときに、３０分ぐらい１階の玄関の前にいたら、入

場するのにエレベーターがいっぱいですごく待つ。２０人、３０人と並ぶから階段で行っ

てくださいとイベント主催者さんが２人ぐらい外に出て階段に案内していました。だから、

階段がなかったら大変ですよね。ただ、そこの観客は高齢者が多くて、私みたいにつえを

ついている人が多かったので、その人たちが階段に回されるというのはすごくきついこと

だと私は思いました。ですから、エレベーターの増設ぐらいはせめてしてください。２階

までも行けないわけです。よじ登るような感じでいかなくてはならない。ですから、１階

から２階まで行けるエレベーターを増設してほしいと思います。 

 私はグリーンホールの建て替えではなくて、リファイニングで十分だと思っていますが、

詳しいことは分かりません。少なくとも出席した人の心の中にグリーンホールの利用の仕

方、建て替えのことへの不安が多いわけで、市でこれの担当である課として佐々木さんだ

け出ていらっしゃるというのは、やはり思い切ったことも言えないでしょうし、行政経営

部の経営企画課の方がせめて出てきてくださると、これについてみんなが聞きたいという

ことが分かっているわけなので、ぜひ次回からその方の参加を私は強く要望します。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございました。それでは、本日はこれにて閉会します。ありがとうございま

した。 

 

                                 ――了―― 

 


