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令和４年度第１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４年７月１３日（水）午後７時から午後８時３０分まで 

２ 会 場  調布市文化会館たづくり９階 研修室 

（東京都調布市小島町２丁目３３番地１） 

 

３ 出席者  利用者   ６人 

事務局  １０人 

〈調布市〉 

  福山文化生涯学習課長、山田文化生涯学習課長補佐 

〈公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団〉 

  宇津木常務理事、土方調整担当理事、榊事務局長、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、岡野文化・コミュニティ事業課長補佐、 

 

４ 資 料  令和４年度第１回たづくり・グリーンホール・せんがわ劇場利用者懇談会 

（令和４年７月１３日）要望事項等対応表【令和４年６月２９日現在】 

 

≪次第≫ 

１ 開会 

２ 財団挨拶   宇津木常務理事 

３ 出席者紹介  調布市及び財団出席者の紹介 

４ 連絡事項   発言者の注意事項 

５ 懇談  

６ 閉会 
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○佐藤企画課長補佐 

 定刻となりましたので、ただいまから令和４年度第１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。 

 本日は、新型コロナの新規陽性者が１万６，０００人を超えましたので、感染対策をし

っかりと行いながら、短時間での実施とします。 

 進行については、お手元に配布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。１つ目が利用者懇談会の次第、２つ目が令和４

年度第１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、財団挨拶、常務理事の宇津木より御挨拶申しあげます。 

○宇津木常務理事 

 本年４月１日から公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団の常務理事を務めて

いる宇津木と申します。 

 本日は、令和４年度第１回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。

２年半あまり続くコロナ禍において、私たち財団は市とともに市民の健康、安全・安心を

最優先に、感染防止の取組に専念しました。 

 新型コロナウイルス感染症という初めての経験の中で、市民の芸術・文化活動において

の施設の利用制限などにより、多くの団体や個人の皆様に大変不自由をおかけしています。

今年４月以降、感染者数の減少とともに、行動制限が徐々に緩和されてきた中ではありま

したが、現在、再び新規感染者数が急拡大し、第７波への警戒感が強まっています。 

 これまでの経験も活かしつつ、国や東京都、あるいは調布市の対応方針やガイドライン

に沿って、引き続き文化・芸術の振興を図りながら、生涯学習の推進、コミュニティの活

性化、さらには共生社会の充実に努めます。 

 昨年末以降、施設面では市と連携を図りながら、グリーンホールでは今年１月から３月

までの期間、大ホールの非構造部材の改修、天井等の安全対策に関わる工事を実施しまし

た。文化会館たづくりは今年４月からくすのきホール、大会議場、映像シアターで改修工

事を実施しています。そのほか、エレベーター、エスカレーター、照明設備のＬＥＤへの

更新、さらには非常用電源設備の整備なども順次実施しています。 

 工事期間中は何かと不便をおかけしていますが、今後とも安全、快適に施設を利用でき

るように、計画的な施設整備に取り組んでいきます。 
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 事業面では、感染防止対策に留意しながら、イベント等を実施しました。主な事業とし

て、「映画のまち調布シネマフェスティバル２０２２」では、映画を作るまちとして、市

内の映画関連事業者や産業・観光部門とも連携を図りながら、技術者にスポットを当て、

今年２月から３月にかけて開催しました。４回目の開催となった今回のシネマフェスティ

バルですが、今年の来場者数は、過去最高の２万２，０００人を超えるなど、市民の認知

度も高まって、「映画のまち調布」の魅力を高める事業となっています。 

 「調布国際音楽祭２０２２」では、未来へつなぐ音楽祭として先月６月に開催しました。

バッハ・コレギウム・ジャパンをはじめ、市内の桐朋学園大学、市民の演奏家、市内中・

高生による吹奏楽、そして市民のボランティアなどの協力によって展開しました。グリー

ンホールを中心に、その他の会場でも、せんがわ劇場ではワークショップを、深大寺の本

堂や布多天神社の境内、あるいは調布駅前広場などでコンサートを実施しました。３年ぶ

りにイベント制限が緩和されている中で、今年は定員まで観客を入れて事業を開催しまし

た。１０年目の節目に当たるこの音楽祭は、ＮＨＫ交響楽団をはじめ、豪華なアーティス

トによる演奏とともに、キッズプログラムやジュニア招待など、誰もが楽しめる多彩なプ

ログラムを通して、市内外から多くの来場者を迎えることができました。 

 本日は短い時間ですが、日頃からたづくり、グリーンホール、せんがわ劇場を利用して

いる皆様から率直な意見、要望等を伺いながら、今後の施設運営や事業に反映していきま

す。 

 今後も私たち財団が、豊かな芸術文化を育むまちづくりに寄与できるよう、有意義な意

見交換をどうぞよろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 続いて、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、お手元に配布の出席者票に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。もしくは、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、録音をします。録音を要約し

ホームページで公表し、また、財団報「ぱれっと」には抜粋した形で掲載します。 

 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者数が増えているた

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。
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また、参加者を制限していることを御承知おきください。 

 初めて参加の方もいるので、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している方々と意見交換し、寄

せられた御意見などにより、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。 

 昨年１１月に行った利用者懇談会での御意見等に対するその後の対応については、本日

のお手元の配布資料、要望事項等対応表の右側の欄に太字下線で、「令和４年６月２９日

現在」と記した対応状況の部分ですので、確認願います。 

 ここからはお１人ずつ、先ほどの要望対応表についての質問も含め意見などをいただき

ます。出席者全員からお話を伺いますので、理解、協力をお願いします。全員が話す時間

を取るため、時間を配分しますことをあらかじめ了承願います。  

○Ｂ 

 私たちは、たづくりができてからずっとここを会場として、名称は変わりながらも、た

づくりまつりを実施してきました。一昨年、２０２０年のコロナのときから、コロナ対策

ということで規模を縮小せざるを得ない状態が続きましたが、今年、ようやく接種会場の

利用とか突然の中止もなくて、むらさきホールを使ったイベントもできて、元の形に大分

近づきつつあるお祭りになりました。久しく実施できなかったので、コロナ対策をしなが

らも、集える場が実施できて、市民にも喜んでもらえたと自負しています。公民館はじめ、

たづくりの皆さんにも大分協力いただきました。ありがとうございました。 

 去年辺りはワクチン接種会場で、むらさきホールとかギャラリーが使用できず、みんな

の広場を使用し、文化生涯学習課のアドバイスもあって実施できました。 

 改修工事によってギャラリーでの展示も十分できるとして、工事が終わってから初めて

の会場でしたが、くすのきホール前エスカレーターと階段が通行不可となっていた。エレ

ベーターに人数制限があったので、ギャラリーへの動線が確保できず、南北の移動が滞っ

て、参加した人が片方だけ見て帰る状況ができて非常に残念だった。 

 せめてくすのきホール側の踊り場だけでも通すことができれば、大分変わったのだろう

なと非常に残念に思います。参加者からもそのような意見をいただきました。エレベータ

ーが改修になってから、２階にも非常に移動しにくい状況が生まれ、開始時期には並んで

しまう。密にならないように配慮すると、ますます移動しにくくなった。 

 私たち主催も、今まではギャラリーに本部を置きましたが、移動しにくかった。くすの
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きホール前エスカレーターとエレベーターの改修工事とぶつかってしまって、今でもギャ

ラリーを使う人たちはきっと大変だと思います。特に私たちは、南北ギャラリー両方を使

ったので、そう感じました。 

 コロナ対策の関係で言えば、また第７波で大変ですが、今まで利用制限については、１

か月ぐらいで次の対策の方向が出ていたのですが、５月過ぎからは、後ろに縛りがなく、

また広がってきたこともあって、いつまで宣言が続くのかという不安が使っている人たち

にあるので、情報は早めに伝えてくれれば非常に助かる。 

 東京都の方針や調布市の方針に基づくのは十分承知しているが、今まで小さな会議室で

できたものが、人数制限で大きな会場にしなければならず、使用できる会場が限られてし

まう。コロナでキャンセルができると言われている分だけ、逆にぎりぎりまでは予約して

おき、結局使用できず解放している。各団体は確保が困難で非常に困っているので、その

対策がうまくとれればよい。難しい要望で申し訳ない。 

 戻ります。グリーンホールの建て替えは、前回の利用者懇談会でも質問した。昨年度か

ら検討会を立ち上げる、もしくは、今年の第１四半期には立ち上がるだろうという話だっ

たが、回答を見たところ、今年度の第４四半期に立ち上がると記載がある。 

 我々はせめて今の規模を維持したいと思っている。駅前広場は、公園ではなく道路の位

置づけのため、外階段を壊すという当初の計画のまま実施されるかもしれないという情報

しか伝わらず、もし壊されれば、グリーンホールが今のキャパでは使えなくなると、私た

ちは非常に心配している。半分ぐらいのキャパしか入らないとするとイベント会場として

非常に使いにくい。 

 例えば、電気通信大学の「第九」は４０年ぐらい前から実施し続けている。コロナのた

めに去年の暮れは実施できなかった。事業ができなくなると、調布の文化、あるいは市民

の取組についても大きな影響を与えるので、ぜひ市民の意見を反映した計画で実施するよ

うな対策を考えてください。 

 文化協会でも、３年ぐらい前には、毎年調布市長との懇談の場があって、そこでも私は

発言している。コロナ関係でそういった会話の場もほとんど中止になって、意見を届ける

場が確保されていなくて心配している。よろしく対応をお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。たづくり施設改修の件については御意見として賜ります。 

○土方調整担当理事 
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 他の団体からも同じような御意見をいただいています。皆様に迷惑をかけて申し訳ない

のですが、いましばらくお待ちいただきますようよろしくお願いします。 

○Ｂ 

 最初は会場が確保できたということで喜んでいましたが、使い勝手の悪さで非常に支障

が出ていたものですから。 

○土方調整担当理事 

 申し訳ありません。いましばらくお待ちください。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 御意見ありがとうございます。グリーンホールの建て替えに関して、今の状況を説明し

ます。 

 要望事項等対応表にも記載がありますが、今年度の第４四半期を目途に検討会を立ち上

げる方向で進んでいます。 

 昨年度も検討会立ち上げに向けて動きがあったものの、少し遅れているのは、やはりコ

ロナ禍の影響を受けているためです。グリーンホールは、単独ホールとして市の財政負担

のみで建て替えるのではなく、財政負担の抑制とか、建て替えに伴ってにぎわいの創出を

図りたいということで、民間活力活用による建て替えを考えています。 

 その際、市で当初、オフィス需要などを見込んでの民間活力の活用を想定していました

が、コロナ禍でオフィス需要の減少、事業者の参入意欲が下がっていることがサウンディ

ング調査でも見えていることを踏まえて、実際に事業化に向けて、事業者の参加意欲の喚

起も含めて取り組む必要があるということで、その辺りのサウンディング調査を再度かけ

ることに時間を使っていました。 

 今年度についても、民間活力活用に向けた取組、どのようにしたら事業化できるのかと、

ホール機能検討を併せて行っていく必要がありますので、現在このようなスケジュールで

行っています。 

 駅前広場については、当初の計画のとおり７年度の完成に向けて整備を進めています。

階段の撤去については、もちろん階段だけ撤去してそのままということは我々も考えにく

いので、それに併せて整備、建て替えが進んでいくように事業を進めます。 

○Ｆ 

 今の説明に関連して教えてください。昨日、スマホを見ていたら、調布市グリーンホー

ルホール機能検討支援業務委託事業者候補選定プロポーザルが７月７日に締め切られたと
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いうニュースが出ていました。今のグリーンホールの使い方を業者に検討させるプロポー

ザルを締め切ったと読めますが、関連がよく分からない。市でどう考えて、グリーンホー

ルをどうするかというのと、７月７日に締め切ったプロポーザルとはどう関連するのか説

明願います。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 ホール機能検討のプロポーザルは、私どもの課で取り組んでいるものです。この中で、

ホールを含めた建物全体をどのようにするか決めるのではなく、あくまでホール機能検討

のための業務支援を行う事業者を募集するという内容です。今年度は、事業化に向けた検

討と併せてホール機能検討を進めたいと考えています。具体的には、このプロポーザルの

中で事業者にお願いするのが、グリーンホールのほか、文化会館たづくり、せんがわ劇場

の３施設、それぞれの現状の利用状況の分析業務、ホールを含む近隣自治体の類似文化施

設の利用状況を分析する業務、今年度第４四半期に予定している検討会で使用する資料の

作成といった、我々をサポートする事業支援として委託をかける予定です。 

○Ｆ 

 我々みたいな利用者の意見を取りこぼさないようにお願いします。ずっと前より皆さん

から出ている主張です。専門家というのは、私は意外に信用していません。 

○佐藤企画課長補佐 

 続いてＣの方、お願いいたします。 

○Ｃ 

 最初に、たづくりの使い方の件です。先ほど、Ｂさんがおっしゃったことに関連ですが、

以前から休憩場所が少なかった。それでも１階、２階のくすのきホールの北のギャラリー

の入り口辺りに丸いテーブル、椅子があって、飲食できたり、飲食しなくても休むことが

できたのですが、工事の今の状況では１階、２階に椅子一つありません。展示室の前には

ありますが。 

 一頃、たづくりに一日中いる人にとって市庁舎の食堂がなくなったので、昼食難民が出

てしまうことが話題になっていました。今では昼食を持参しても食べるところがない。こ

れも昼食難民です。何か工夫して、例えば工事の状況に応じてそういった場所を設けても

らえないでしょうか。要望です。 

 それから、たづくりの工事は、いつまでを予定していますか。 

○大割企画課長 
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 くすのきホールなどの天井改修工事等が主要な理由で２階に上がれないのですが、それ

が１月までになります。 

○Ｃ 

 まだあと半年ですね。具体的な工事箇所が分かっているのでしたら、どこかに貼り出す

なり、ホームページ、市報にきちんと表示していただけたらと思います。 

 ４月からグリーンホールの天井を改修するとき、どこに何の表示もなかった。ポスター

ぐらい貼ってと言って初めて、この期間使用できないと貼りだす対応でした。具体的な工

事の日程が分かったら貼り出してください。 

 もう一つは、たづくり利用の際の施設受付について、優先順位はどうなっていましたか。

私のところに伝わってきた話では、行政として使う会議が入っているので、施設が使えな

いことがあったらしいのです。役所も狭いかもしれませんが、それで市民の利用がストッ

プされるようなら本末転倒かなと感じています。優先順位を教えてください。 

○大割企画課長 

 工事に伴って施設利用に支障がある場合については、ホームページ等で案内しています

が、分かりやすい案内に努めます。 

 施設利用の優先順位というか、市民の抽選に先立って行政利用とか財団の事業、公共性

の高いものを優先的に利用が入る場合がありますが、内部の会議については行っていませ

ん。 

○Ｃ 

 わかりました。公共性の高いというのは、行政が主催して、市民を集めてやるとか、そ

ういうものですね。 

○大割企画課長 

 そのとおりです。 

○Ｃ 

 わかりました。 

 それでは、先ほどの方やＢさんが聞かれたことに関してですが、先月６月２３日に、ホ

ームページのトップページの項目の中で、グリーンホールについての将来イメージ作成の

ための委託先をプロポーザルで募集する。もう一つは、グリーンホールのホール機能の検

討・支援について委託先をプロポーザルで募集する。その２つが発表されたわけです。そ

れは、この３月議会で予算化されていたグリーンホールについての４つの中の２つでした



 - 9 - 

から、予算を使うのだなと思ったのですが、びっくりしました。 

 私たちは、１月２７日の「樹木の会からのお知らせ」No.１３６というチラシに、グリ

ーンホールの建て替えについて、行政経営部の企画経営課と、福山さんの前任の文化生涯

学習課長に何回か取材して、今、グリーンホールについては、事業者の反応が鈍い、そし

てサウンディングもうまくいかなかったので、全く決まっていない、階段をどうするかも

決まっていない、建て替えるかどうかも決まっていないみたいな言い方をされた。私たち

は、仕切り直しするのかな、市民参加できるかなと思っていたのです。ところが、突然、

６月２３日のプロポーザルでの募集だったので驚きました。 

 ６月２３日の告示で募集して、７月７日に締切りでした。募集はどうだったのか、応募

状況について教えてください。 

 その中の１つは、将来イメージについての図面を作ってほしいと。それは何かと言った

ら、サウンディングをやり直すためのプレゼン資料ということでしたので、びっくりしま

した。そういったものは、業者が単年度ごとに入れ替わっていることを覚えていますが、

今まで何年もかけて作ってきたのではないか。それについて委託先に任せるのかというこ

とで、企画経営課長たちに聞き取りをしました。この件については対業者のチラシなので、

住民参加はしませんということでした。 

 もう一方の、ホール機能に関する検討支援の委託業務は文化生涯学習課の発注なので、

今日の会で内容を少し聞いて、この後、色々教えてほしいのですが、ホール機能の検討こ

そ、どんな機能が必要か、利用者が一番身にしみてよく知っています。先ほどみたいに、

椅子が欲しいとか、休むところが欲しいとか、利用者に聞くことが一番です。 

 それが今日の要望事項対応表にあるように、今年度の第４四半期に３回程度検討会を行

うということでした。募集要項を読みましたが、最後にある程度決まってからの報告では

ないでしょうか。今の世の中において、利用者、市民が自分たちが使うものに参加してい

くのは基本の基、それこそ一丁目一番地です。それを、今から特別なことはしないで、第

４四半期、来年１月から３月の時期に検討会を３回やる。これは、私たちとしてはとても

納得できません。 

 私たちがたづくりまつりで、「住民参加のまちづくり」という、ほかの自治体などでア

ドバイザーとして活躍している講師の講演会を行いました。その講師が、ぜひ行政の方に

聞いてほしい、学んでほしい面もあると言っていたので誘ったのですが、残念ながら１人

もお見えになりませんでした。 
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 つまり、７日締切りで、８月半ばにプレゼンテーションによる審査で決まると聞いてい

ます。今のところ応募はどれくらいですか。それが決まってしまった段階から、専門家と

行政、市民を入れた場を作ってください。ほかの自治体はやっています。今評判になって

いる下北沢の劇場は三者でやっています。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 まず、プロポーザルの応募状況ですが、事業者の経済活動にも直結する部分です。この

後、申込書類の審査等々もあるので、締切りは７月７日ですが、それ以降の状況について

は、しかるべきタイミングでホームページに公表します。 

○Ｃ 

 ８月１２日と１８日ぐらいですよね。ちょっとずつ違っていましたね。プレゼンテーシ

ョンの審査までにはということですか、その後ということですか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 プロポーザルを実施するときは、それぞれ資格審査が終了して、２次審査に進まれたタ

イミングですとか、それぞれのタイミングで公表になりますので、それに準じた公表を行

っていく予定です。 

 先ほどの第４四半期に検討会では遅いという意見ですが、まず前提として、利用者の意

見を取り入れた新しいホールの建設は私どもも行いたいと思っていて、ぜひ事業化したい

と考えています。ただ、先ほどの繰り返しになりますが、この事業化自体が市単独ではで

きない大規模な工事になるので、事業化するためには、一緒に事業を行ってくれる、手を

挙げてくれる事業者の募集をこれからしていかなければなりません。手を挙げてもらうた

めの準備として、第１から第３四半期の間で準備をしている状況です。 

 それによって、そもそも事業化できるのかどうかの見極めが必要です。民間事業と一緒

に事業化ができそうであれば、これまでも利用者と意見交換していますが、改めて具体的

なホール機能の検討と併せて、複合施設としての建築を検討していますので、施設全体の

コンセプト等についても検討する必要があります。それを検討会という場で行っていきま

す。こちらには、施設の利用団体、有識者等で構成していきます。 

○Ｃ 

 意見交換はどういう団体としていますか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 これまで行ってきたのが文化協会、桐朋学園の先生方、バッハ・コレギウム・ジャパン、
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青少年吹奏楽団、さるすべりシニアなどです。平成２８年度辺りから利用者と随時意見交

換をしていて、グリーンホールの整備に向けた色々な状況についても、情報共有しながら

進めてきています。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、３０分過ぎましたので、ここで５分間の休憩を取らせていただきます。 

 

     （暫時休憩） 

 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、時間になったので、再開します。ここからお１人５分以内で発言をお願いし

ます。 

 では、Ｄの方、よろしくお願いします。 

○Ｄ 

 樹木を守る会で階段のことなどでも、先ほどＣさんが１３６号の話をしましたが、グリ

ーンホールが一体どうなっていくのか非常に関心を持っています。 

 今度はプロポーザルのことです。サウンディングの結果でどうなるか。先ほども、一緒

にやってくれる事業者が見つかるか分からないと言っています。それなのに、一方で機能

検討という話をしていますが、雲をつかむような話で、機能の検討を一体どうやってする

のか。検討プロポーザルというのは、一般論としての機能を検討するのですか。 

 先ほど、ほかの施設との利用状況を調べると言っていましたが、それだけではなくて、

今度はどういうものにするかという話をするのが機能の検討です。一般論として、音楽ホ

ールとしてこうしたい、ほかにプラスアルファ、色々な機能が欲しいというのは出てきま

すが、事業者が決まらないうちに話しても無駄です。民間の人と一緒にやりたいと言って

いるが、それがつかまるのかどうか、いまだに未定なわけでしょう。その機能を数か月で

どうやって並行させていくのか。信じられないのですが、具体的にどういうイメージでや

っているのか教えてください。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 サウンディングの結果について、令和３年度に実施したものは、思わしくない結果であ

りコロナの影響を受けて、当初見込んでいたオフィス需要が低下したのは事実です。ただ、

市としては、当初掲げた令和１０年度までの建て替えはぜひ実現したいので、その実現に
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向けて、今取り得ることを進めています。 

 並行してという話がありましたが、令和１０年度の建て替えを見据えると、ホール検討

も一朝一夕でできませんし、この間の意見のとおり、色々な方と意見交換しながら作り上

げていく必要があるので、そちらの結果をあまりにも待っていては、そちらも間に合わな

くなるので、今年度中に何とか整備の方向性を定めていきたい、それと併せてホール機能

検討も進めたいということで事業者選定を進めています。 

○Ｄ 

 よく分からないのですが、片方では、まずサウンディングのための資料作りをやる。そ

れができてからサウンディングでしょう。だから、機能はその先にあると思うので、サウ

ンディングの結果はもちろん分からないし、まずサウンディングの資料ができて、サウン

ディングをして、その結果を待つわけでしょう。そうでなければ、グリーンホールが一体

どういうものになっていくのか、事業として誰が参加するのか、イメージができない。い

るのか、いないのか、誰が入ってくれるのかまるで分からないところで、機能の検討をど

うやってやるのですか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 私どもが申すホール機能検討は、分かりやすく言うと、ホールの大きさ、どういった設

備が必要か、施設の中での配置がどうなっていると利便性が高いかを全て含めてホール機

能と言っています。また、複合施設で整備を考えているので、複合施設の下層部にホール

があるのが良いのか、上層部にあるのが良いのか、建設面での制約等もあるので、その辺

りも検討する必要があります。 

○Ｄ 

 よく分からないのですが、上にあるのが良いのか、下にあるのが良いのかというのは、

誰と一緒にやるかで変わってくるでしょう。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 ホール機能検討の中で出そうとしている結論は、それを基に今度は設計していただく、

その大もととなるものを作っていくことがホール機能検討と言っているものです。 

○佐藤企画課長補佐 

 恐れ入ります。５分の時間を過ぎましたので、次の方に回したいと思います。 

 それでは、Ｆの方、お願いします。 

○Ｆ 
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 事前に出している私の議題に沿ってお話しします。 

 財団の行事として、市民カレッジは非常にありがたいと思っています。私自身、過去に

６０講座以上受講して、非常に良い勉強をしています。この講座をさらに有効化するため

に、講座の第１回の後、講座修了後、アンケートで色々意見を出していますが、必ずしも

財団から、そのコメントに対する反応はありませんし、次の講座でも活かされていないと

思うことがありますので、それをお手元の議題のように提案して、要望を入れていただき

たいと思う次第です。 

 １つは、「実際の講座の内容が、受講案内に書いたものと一致したものであること」と。

受講者から見ると、受講希望を出す判断は受講案内しかありません。ところが、受講案内

に書いてあることと、実際の講座内容が全く違う場合が過去に幾つかありました。受講者

からすると、財団は一体何を供給した、極端に言うと詐欺ではないかという講座も実際に

あります。 

 その例は二、三ありますが、「バレエの招待」のＮ講師。講師からの一言で、バレリー

ナの美しい演技に酔いしれましょうと書いてあったので、てっきり実際のバレエの動画を

見せて、バレエとはこういうものだと分かると思って受講を申し込んだら、動画の映写も

なくて、第１回の後で講師に、なぜ動画を見せてくれないのかと言ったら、勤務先の名古

屋美大から資料が持ち出せないので、お見せできないという答えでした。講師としては、

最初は動画を見せるつもりだったが、情けない答えでした。何回かやった講座で、動画の

映写は皆無、話だけでバレエの美しさを理解させようとしましたが、私から言うと、全く

の詐欺という講話に終わった。 

 それから、昨年の「ショパンとシューベルト」のＴ講師。第１回で音楽的個性の発展と

うたいながら、音楽的個性の説明は全くないという講座でした。さっき申しあげたように、

受講するかどうかは案内書しか判断資料がないので、講座の内容が案内書と食い違う場合

は、受講料を返すぐらいの覚悟で財団としてやってくれないと困ります。 

 一遍依頼したものは断りにくいですが、受講者からすると、受講案内に書かれたそのも

のが聞けるということで受講するわけですから、講師にもそういうことを徹底していただ

いて、財団としても講座内容を把握して、今まで私が２回経験したような、何のために受

講料を払ったのかという講座にならないようにしてもらいたい。 

 ２番目は、講師は受講者に分かるような話し方をしてもらいたい。そのためには、話が

どのように聞こえているかを講師自身の耳で聞いて、改善できる方策をとる必要がありま
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す。前に「ショパンとシューベルト」のときに、私がアンケートの中に書きましたが、ぜ

ひ講座の録音を財団として通してやっていただいて、講師に渡して、ガマの油的に、自分

の講話が受講者にどう聞こえているかを認識させ、改善させてください。 

 受講者が録音、あるいは録画してはいけないという指示がありますが、財団として、そ

の講座がどういう講座であったかを把握しておられない。受講者から苦情が出た場合に反

論できるように、講話の録音など、財団として講座の把握をぜひやっていただきたい。 

 余談ですが、私が話の内容で一番感心したのは、日大の永野講師。この方は、言いよど

み、言い直しは全くなく、講座の後で、「非常に感心しました。どういうことで見事な話

術を体得されたのですか」と聞いたら、若い頃、話し方が全くなっていないとけなされて、

発憤して古典落語を聞いて話術を研いたという話を聞きました。講師とは、今でも年賀状

の交換をし、研究論文も送っているぐらいの仲になりましたが、財団の市民カレッジの講

師全体がこのレベルまで達してくれれば良い。それはちょっと無理ですが、せめて財団と

して講座の内容がどうだったかを把握する手順をぜひやっていただきたい。 

 ３番目は、後で見てどういう話だったかが分かるレジュメにしてもらいたい。これは先

週の「日本の庭園」のレジュメですが、題目が書いてあるだけ。講座の後で、これはレジ

ュメになっていない。後で受講者が読み返して、内容を思い出せるようなレジュメにして

くれと言ったら、帰りのエレベーターの前で、よくぞ言ってくれたという受講者が３、４

人いました。受講者として不満を持ちながら、その席では発言されないことがあります。

特に題目しか書いていないレジュメとか、「ショパンとシューベルト」もそうでしたが、

Ａ４判に１０行しか書いていない。手抜きもいいところというレジュメの講師もいます。 

○佐藤企画課長補佐 

 短めにまとめていだだけますか。 

○Ｆ 

 あと、新型コロナが下火になってきましたので、講師はぜひマスクを外して講話しても

らいたいと思います。 

 当面は以上です。 

○土井文化・コミュニティ事業課長 

 市民カレッジをたくさん受講いただき、本当にありがとうございます。今まで色々な意

見をいただいて、それもより良い市民カレッジの運営に反映する努力をしていますので、

今後ともよろしくお願いします。 
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 今回こういった意見に当たっては、先週の「日本庭園の鑑賞のススメ」の進行とかレジ

ュメの部分が大きかったと思います。実はＦ様の意見だけではなく、初回のアンケートで

も同じような意見がたくさんあって、講師にもそのときに確認して、７月２０日の講座は、

初回のレジュメの補足版を作成して配布予定ですので、よろしくお願いします。 

 また、初回のアンケートの中にもありましたが、早口の部分があって、メモが取れない

という意見も多数ありました。その部分も講師と確認して、進め方も７月２０日以降はう

まくできるよう調整しているので、よろしくお願いします。 

 次に、講師がマスクせずに、明瞭に聞き取れるようにしてもらいたいと。講座の場所に

よっては、距離が保てる場合はマスクを外したり、透明なパーティションで区切って、マ

イクで話して、なるべく聞こえるような形で実施していましたが、今日は都でコロナの感

染者数が１万６，０００人。また気をつけなくてはいけませんので、その部分はマスクを

しながらでも話が聞きやすくできる方法がないかとか、しゃべり方がないかを講師と相談

しながら、今後の市民カレッジの運営をしますので、よろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 続いて、Ｉの方、よろしいでしょうか。５分以内でお願いします。 

○Ｉ 

 先ほど話題があったとおり、７月７日の締切りで、機能支援とイメージ作成のプロポー

ザルがありました。この中身を拝見すると、機能支援のプロポーザルの仕様書があって、

その中の業務内容には、ホールプラン検討作成業務ということで、プランについては、低

中層部分にホール機能と飲食機能等を配置し、高層部分にオフィス機能を配置するプラン

と、低中層部分にオフィス機能と飲食機能を配置し、高層部分にホール機能を配置するプ

ランの２案を作成すると書いてあります。 

 前にお話しした方が、サウンディングしたら、オフィスとかホテルの需要がコロナで下

火になったところもあると聞きました。２０１９年に行革プラン２０１９の中で、グリー

ンホール建て替えと総合福祉センター移転の方針が出て、その後にコロナ禍になった。そ

の社会情勢の変化でも、調布市として全然変わっていない印象を受けます。 

 前の答弁にもありましたが、令和１０年度の完成というゴールラインが引かれて、それ

に対して高層ビルを何としても建てるのだと。調布市の方針が変わっていないので、オフ

ィス事業とかホテル事業があるないに関わらず、募集をかけるプロポーザルの中には、高

層ビルを建てて、その中にオフィスやホテル、ホールを入れた複合ビルに調布市が固執し
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ている。 

 社会情勢の変化を考えると、それは極めておかしなことです。それは、グリーンホール

の建て替えに対して、市民がもろ手を挙げて賛成している状況でしょうか。そういう説明

会があったと私は一切聞いていませんし、調布市が描いた青写真に従って邁進しているだ

けに見えます。一方で、総合福祉センターも方針が出てしまったので、ハザードマップで

京王多摩川の洪水危険地域であるとか、京王多摩川の駅そのものがカーブしていて非常に

危ない駅だという問題をはらみながらも、障害者の皆さんが困っている状況でも止められ

ない、そこに今すごく問題があります。 

 質問です。財団はどうか分かりませんが、なぜ今でも高層ビルにしなければいけないの

かをお聞きしたい。改修工事で済まそうとしないのか。バリアフリーと耐震に主な問題が

あると聞いたことがあります。 

 直近で言うと今年４月、多摩市のパルテノン多摩は改修工事で、お金は相当かかったと

聞いています。改修で席数を減らしましたが、私も見てきました。非常にデラックスな、

新築と見まがうような、音響のことも考えた非常に良いホールとして生まれ変わっている。 

 過去にこの場で提案したこともありますが、リファイニング建築と言って、清瀬けやき

ホールは、躯体を残しながらホールの構造を変えて、５００人規模のホールを改修でよみ

がえらせることを実際にやっています。そういうところも見てほしいと言いましたが、今

日の皆様のお話、答弁を聞いていると、高層化の部分が全くぶれないで進まれているとこ

ろが非常に奇妙です。需要と供給があるとすると、需要がないかもしれないにも関わらず、

是が非でも高層ビルを建てなければならないというのはおかしい。 

 リファイニング建築の話で言いますと、工期は７割、公費も７割、そして二酸化炭素の

排出も７割少ないと資料で見たことがあります。調布市は、去年の春からカーボンゼロシ

ティを標榜していて、市全体で二酸化炭素の削減に取り組まなければならない。たづくり

もありますが、調布市の中でも最もシンボリックで大きな建物のグリーンホールについて、

建て替えと決めてしまって、更地にして建て替える。そうすると、総合福祉センターでも

困る人がいるし、工期も公費もかかる、改修よりも二酸化炭素が多量に発生する。そして、

大きな建物を造れば、それだけメンテナンスのコストも将来にわたってかかります。 

 だから、大きな建物を造ろうとするので、先ほどの答弁にあった、大きな建物を造ろう

とすれば、パートナーで民間事業者を探さなければいけないとか、決めたゴールに対して

向かうと、そのような検討しかない。なので、リファイニング建築、改修工事についての
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検討が建て替えと並列で行われて、その比較がどうであったかを市民に示さなければ納得

がいかないし、なぜ建て替えを早々にしないのか。あと、リファイニングした清瀬を見に

行ってほしいとお願いしましたが、そちらの視察をされているかをお伺いします。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 まず、高層化しなければならない、複合ビルを造らなければならないという考えは市に

はありません。 

 グリーンホールについては、昭和５２年に建てられ、建物としても非常に老朽化してい

ること。また、バリアフリーについても問題があって、利用者からも、現状のグリーンホ

ールは課題が多いと我々も聞いています。さらには、公共施設の維持管理の方針を市で定

めて総合的に考えて、現在は改修工事ではなくて、建て替えが必要だと考えています。そ

の中で、財政負担の抑制を考えて、民間活力の活用ができないか考えています。 

 先ほどホール機能の検討の委託の中にホールプランの作成が入っていて、そこに飲食機

能などを含めてという記載があるがという話については、並行して行っているサウンディ

ングとか、事業者とのやり取りを進めていく中で、どういった機能とホールを合わせてい

くのが建て替えについて財政負担の抑制にもつながり、その後、にぎわい創出等の効果が

あるのかも含めて検討していきます。そのため、飲食ありきではなくて、ホールとほかの

民間機能を複合させるとなると、ホールという大空間を支える建築構造と、普通のビルと

は違ったしつらえが必要になります。それを建物の上層部に設けるのが良いのか、下層部

が良いのかに対応して、ホールについても設備のそれぞれの配置が変わるということで、

これまで有識者からもヒアリングしていますので、検討会を立ち上げたときに、皆さんが

イメージしやすく、検討会の場で意見が出しやすいように配置のプランを描いてもらって、

その中でどういった機能が必要か、どのような配置が望ましいのかといった意見をいただ

いて、考え方をまとめていきたいと考えています。 

○Ｉ 

 今の答弁の中にはうそがあります。機能支援のプロポーザルの中には、低中層部分にホ

ール機能と飲食機能等を配置し、高層部分にオフィス機能を配置するプランと、低中層部

分にオフィス機能と飲食機能を配置し、高層部分にホール機能を配置する２案を作成する、

その提案をやってくれる人を募集している。つまり、調布市は、高層ビルのプランをして

くれる人を募集しているのです。今、決まっていないと言ったが、この２案を作成する人

を募集しているのだから、調布市が描いているものは、高層ビルを建てたいから、そのプ



 - 18 - 

ランをしてくれる人を募集しているのです。違いますか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 あくまでホールプランを描いてくれる事業者さんを募集しているものが、このホール機

能検討のプロポーザルになります。 

○Ｉ 

 なので、高層のことは決まっていないと言ったが、プランを２つ作ってほしい。この中

には、「高層部分」「高層部分」と２つとも出てくる。つまり、高層ビルを建てることを前

提のプランを２つ作ってくださいということをお願いしているのではないですか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 言葉の使い方で、分かりにくかったところがあったのは申し訳ないのですが、高層ビル

ということではなく、複合化したときに、ホールが民間の部分よりも上にあるのか、下に

あるのかによって建築上のプランが変わるということで、その２パターンを描いてくださ

いという意味です。 

○Ｉ 

 では、リファイニングのこと、改修工事のことを回答ください。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 先ほどの繰り返しになりますが、バリアフリーですとか、色々改修の必要があることと

併せて、昨年度末に特定天井の補強工事をしましたが、完全なる特定天井の解消はできて

いません。それについては、長い休館を伴ったり、財政負担がかかるということで、グリ

ーンホールは新しいものを建てる方向で考えているので、昨年度、まずは安全性の確保で

補強工事をしました。 

 そこが改修工事となると、今の法律上の条件を全てクリアしなければなりませんので、

そちらの改修費用など総合的に考えて、今は建て替えという方向で考えています。 

○Ｉ 

 では、リファイニングとの比較の資料を出してください。リファイニングの資料には、

工期は７割、費用も７割として、ある建物で試算したところでは、二酸化炭素も７割と言

っています。ということで、リファイニングの場合は、躯体は残して改修工事をして、建

築確認をもう一回取ってしまいます。なので、改築だから建物として不備がないというこ

とではなく、新築同様の建築物として認められるような改修工事になっています。なので、

質問の中に、清瀬のけやきホールを視察された、見に行かれたかと聞いていますので、そ
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ちらもお答えください。 

○福山文化生涯学習課長 

 行っていません。 

○Ｉ 

 ぜひ見てください。 

○佐藤企画課長補佐 

 続いて、Ｈの方お願いします。 

○Ｈ 

 Ｈといいます。よろしくお願いします。 

 せんがわ劇場のチラシに利用者懇談会とあったので、どんなところかなと思って来てみ

たのですが、こういうところなのですね。 

 せんがわ劇場でボランティアをやっていて、お世話になった皆様もいて、コロナの中運

営されて大変だったと思うので、感謝です。本当にありがとうございます。 

 要望は特にないのですが、せんがわ劇場のブログに、不登校の子にアウトリーチをする

みたいなことが書いてあって、この活動が最近どうなっているのかを聞きたいです。よろ

しくお願いします。 

○藤堂芸術振興事業課長 

 ありがとうございます。アウトリーチの質問ですが、質問にあった不登校の生徒さん

（第七中学校「はしうち教室」）へのアウトリーチは今年度も続けています。学校と相談

しながら、学期ごとに計画して進めています。 

○佐藤企画課長補佐 

 よろしいですか。では、Ｃの方、先ほど途中になったので、何か続きがあればお願いし

ます。 

○Ｃ 

 今年の３月議会で決まった予算で、グリーンホール、センターについて、あと２点予算

化されています。１つは、新グリーンホール基本構想策定業務委託です。これ、今からや

るのですか。何年も積み上げてきたものは何だったのですか。民間事業者が見つからなか

ったり、今までの計画どおりにいかないからではないですか。 

 例えば、地下駐輪場計画のために５４本の樹木を切ったら、半年後に地下駐輪場工事を

やめたと。見切り発車でとんでもないミスをしたことがあります。このことは、私たちの
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印象に残っています。とりあえず、令和７年度に階段を撤去することが決まっている。そ

の後、グリーンホールの計画によっては、うまく使えるように何とかするという言い方だ

ったと思いますが、そんな計画で階段を取り外すのはやめてください。 

 もう一つ予算化されるものは、センター、グリーンホールの解体手法についての委託が

４４０万円取ってある。まだ建て替えるかどうかについての基本構想が決まっていない段

階で、こんな予算を使うようなことはやめてください。意見です。 

○佐藤企画課長補佐 

 御意見ありがとうございました。Ｉの方、よろしくお願いします。 

○Ｉ 

 要望事項対応表についてです。 

 まず、意見・要望のところでも、「市民が参加できる場はあるのか」と「検討会はいつ

開かれますか」という２つがあります。私も過去に出ていますが、改修で済ませられない

か考えてほしいと言っています。それが意見、要望ではないかということです。なので、

参加できる場とか検討会ではなくて、建て替えについての意見が出ていることに関しては、

なぜ載らないのでしょうか。 

 対応状況を見ても、グリーンホールについては、今日の答弁で、令和１０年度までに建

て替えたいことは、ここに来れば知ることができます。ただし、ホームページに載ってい

る資料を見ると、そういうことがぼかしてある。市が建て替えをいつまでにやりたいとい

うことが一切書いていない。「軸に検討を進めています」と書いていて、ややもするとハ

レーションがあるようなことに対して、オブラートに包んでウニャウニャとやりながら、

グリーンホールの建て替えに向かうことだけは進めている。総合福祉センターの資料に、

「移転」という言葉が一切出てこない。市民にとっては、それも不誠実、正直でない、非

常に姑息なやり方と言われています。 

 調布市は、市民に対してもっと正直に、こういうことをやりたい、皆さんはどう思いま

すか、それに対して意見を出してくださいとお願いしてください。こういう場所に普通の

人が来て意見を言うのは、周知というところでは非常に力が弱いです。ホームページに載

っているのは、たまたま見ることができる。そのような資料の中で、こんな検討を進めて

いますとか、こんな書き方では、いつ何がどうなるか、どういうものを目指しているのか。

少なくとも、こういう目的で、いつまでにこういうことをしていますという一番大事なこ

とが書いていないのはおかしいと思います。 
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 あと、ＬＥＤについても進捗のことが書いてあります。ＬＥＤ化についての意見要望を

２０１７年には既に指摘していたとありましたが、対応表に載らなかった。今日来るとＬ

ＥＤの照明がついていますが、まだついていなかったりして、それこそが継続してやる要

望ではないかと指摘したにも関わらず、要望検討の事項からすらなくなっていたときがあ

った。ＬＥＤについて書けば良いということではなくて、懇談会で出たこととして、指摘

した人が「要望を出したものが載っていなかった」ことを指摘した、これを要望として上

げなければいけない、ということをお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 Ｆの方、最後にお願いします。 

○Ｆ 

 ホームページに関することですが、駅からたづくりまで徒歩４分という表示にしていま

す。ホームページでも、市民カレッジの募集要項にも全部４分となっていますが、ホーム

からたづくりに来るまでに４分はとても無理です。今日も私、実際に歩いてみましたが、

ホームに６時２５分に下りて、普通の歩き方でこっちに着いたのは、エレベーター待ちで

２分ほどありましたけれども、３９分。とても４分では来られない時間でずっと直らない

ままになっている。ぜひ直してください。 

 もう一つ、利用者懇談会の議事録ですが、ホームページには、令和元年以降は過去の回

の議事録ということで、行われた「令和○年第○回」と出ていますが、それ以前のものは

会議録のマークだけで、どのマークをさわると平成２９年のものが出てくるか全然分から

ないので、そのマークをタッチ開いてみて、平成２９年のものかというのが分かるような

議事録にしかなっていません。ぜひすぐ訂正していただきたい。 

 それから、この間、過去の議事録を開いてみたら、前回の令和３年第２回がないので、

佐藤さんにお電話して、どうなっていますかと言ったら、離れたところに第２回があって、

過去の議事録は第１回以前のものになっている。これはすぐ訂正されました。 

 私、この会議をうっかりして２年間欠席したので、この２年間、どういう内容の発言が

あったのかを見たのです。そういうことで、実際にホームページを管理している方が、読

む人の立場で管理していない。その場任せでやっているという感じで、初めて見る人がす

ぐ使えるようなホームページになっているかどうか、ぜひ見直してください。 

 気がついたことは以上です。 

○佐藤企画課長補佐 
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 貴重な御意見ありがとうございます。 

 では、今後また何かお気づきの点などあれば、７階の事務室又はお電話でも結構ですの

で、気軽にお声がけください。 

 なお、次回の利用者懇談会は、令和４年１１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４年度第１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。                    


