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令和４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４年１１月５日（土）午前１０時から午前１１時４５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   １２人 

事務局  １１人 

〈調布市〉 

  渡辺文化生涯学習課長、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、 

   常廣芸術振興事業課副主幹 

 

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９月１６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、お手元に配布しま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。利用者懇談会次第、Ａ４サイズが１枚、２点目

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継続検討事

項対応表、横向きの印刷のもの、ホチキス留めの２枚になります。お手元にありますか。

ほかに出席者表もお席にお配りしています。御確認ください。 

 続いて、次第２、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 

 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２回利用者懇談会、午前中の開催ですが、大勢の方に御参加いた

だき、誠にありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症、もうすぐ丸３年になるわけですが、前回の７月の利用者懇

談会開催後に第７波に本格的に突入して４か月余りという状況になっています。この間、

行動制限は緩和されたこともあって、これまでに経験したことのない感染者及び自宅療養

者の急増があり、８月下旬までそうした状況が続いたところです。 

 現在は、新規感染者数は下げ止まりの状況から、このところ少しまた増加傾向にあるわ

けですが、これから冬を迎えることから、国や東京都においては季節性インフルエンザと

の同時流行、しっかり警戒していかなければいけないと言われています。 

 国や東京都においては、これまでの取組、あるいは経験を踏まえて、コロナとの共存を

基本に感染防止と社会経済を両立させていくという方針が示されています。こうしたこと

も踏まえて、財団としても市と共に、引き続き市民の健康、安全・安心を第一に取り組ん

でまいりたいと思っていますので、今後とも御理解、御協力をお願いします。 

 この間の主な財団の事業やイベントについて少しだけ触れます。 

 ８月の調布よさこい２０２２は、「だれもが笑顔に てづくりよさこい」というテーマ

で開催しました。新型コロナウイルスの影響もあって、甲州街道の流し踊りについては、

今年も事前に中止を決定しましたが、感染防止や暑熱対策を徹底していく中で、夏休み最

後の土曜日に、調布駅前広場とグリーンホール会場においてスタンプラリーなども実施し

て、誰もが楽しめるよさこい祭を開催することができました。 
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 このよさこいに合わせて、共生社会の充実に向けて、市がたづくりで開催した祭をテー

マにしたパラアート展２０２２の開催にも、財団としても協力し、共生社会の充実に向け

て、こちらも多くの市民に来場いただきました。 

 また、今、芸術・文化の秋ということで、現在開催中の第６７回調布市民文化祭は、

「共に育む文化の芽吹き」のテーマの下、今月１３日まで発表、展示など多彩なプログラ

ムが実施されています。文化フェスタは、コロナ禍において３年ぶりに今年は調布駅前広

場で開催することができました。引き続き調布市文化協会と共に、市民文化の継承や普及

に向けて、より多くの市民に市民文化祭に参加していただけるよう、財団としてもしっか

り取り組んでまいりたいと考えています。 

 そして、施設面では、昨年末以降、市と連携を図りながら計画的に施設の維持保全等の

改修工事を実施しています。たづくりに入るとエントランスも工事をしていて、御存じか

と思います。主な工事日程は、文化会館たづくりのエスカレーター、あるいは１２階の展

望ロビーは、今年の年末まで。くすのきホール、むらさきホールは、来年１月末までを目

途に工事を実施しています。また、御存じのとおりエレベーターについても順次新しいも

のに改修しています。より分かりやすい表示だったり、音声案内になっているかと思いま

す。なお、大会議場は、１１月から利用を再開しています。 

 また、せんがわ劇場は、現在、一部利用を制限しながら、外壁、あるいは屋上防水工事

を実施しています。工事期間中は何かと利用者の方々には御不便をおかけしているわけで

すが、今後とも安全、快適に施設を利用していただくために必要な工事となりますので、

何とぞ御理解、御協力をお願いします。 

 改めまして、今後とも私たち財団は、たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場の３館

が連携することで、豊かな芸術・文化を育むまちづくりに寄与できるようにしっかり取り

組んでまいりたいと考えています。 

 本日は、利用者の皆さんからそうしたことも含めながら、率直な意見、要望を伺って、

今後の施設運営や事業に反映させるため、有意義な意見交換ができればと考えていますの

で、どうか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、お手元に配布してあります出席者票に御記入をお願いします。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
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記入を、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す。 

 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防止のため、３０分

ごとに休憩とドア開放を行い、長くても１時間程度の実施とします。また、参加者を制限

していることを御了承ください。 

 初めて御参加される方もいるので、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、お

寄せいただく御意見等により、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申しあげます。 

 次に、今年７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、

お手元の配布資料、継続検討事項対応表の右側の欄に太字で「令和４年９月１６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。 

 ここからお１人ずつ、先ほどの継続検討事項対応表についての御質問も含め御意見等を

いただきます。本日、たくさん御出席いただいています。出席者全員の方からお話を伺い

ますので、発言時間はお１人につき５分とします。同じ方が同じ御意見を何度も発言なさ

ることは御遠慮ください。また、発言の前にはお名前をお願いします。 

 それでは、時計回りの方向でお願いしてまいりますので、私から見て左側のＡの座席の

方からお願いします。 

○Ａ 

 日頃、今特にたづくりの工事とか入っていますが、色々と対応していただいて、１１階

の創作室とかもお借りできているので、コロナ禍ですが、どうにか活動は月３回ぐらい利

用できています。とにかくたづくりは大切な場所ですから、ずっと続けていきたいと思い

ます。 

 こうして懇談会に出席して、皆さんの意見も取り入れながら良い会にしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。Ａの方、特に御意見はよろしいですか。 

○Ａ 

 ないです。 
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○佐藤企画課長補佐 

 では、続いて、Ｂの方、お願いします。 

○Ｂ 

 皆さん、色々おっしゃると思いますので、私は地下の音楽室を使う関係で困っているこ

とをお話します。 

 先生にどうしても遠方から来ていただく関係で、音楽室がなかなか取れないので、取れ

たときは、朝、午後と１日をお借りして練習するのですが、駐車場の金額が相当跳ね上が

ります。上限を設けてくれないだろうかという要望です。どうしても電車とかではなくて、

大きな太鼓を持ってきます関係上、車で来ざるを得ないとなると、１時間、２時間だと良

いのですが、これが５時間、６時間という長時間になると、駐車料金がかなり高額となり

ます。活動費としては少し負担になりますので、よろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 一旦こちらで回答します。 

○大割企画課長 

 おっしゃっていることの趣旨はよく理解できましたので、適切な利用料金の考え方につ

いて検討させていただきます。 

〇佐藤企画課長補佐 

 続いて、Ｃの方、よろしいですか。お願いします。 

○Ｃ 

 東部公民館で中央公民館時代から活動を行っていまして、市民にとって文化振興は大切

に思っているので、公共施設管理計画で集約、複合化とか、今、計画がなされているので、

少し心配で伺いました。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、Ｄの方、お願いします。 

○Ｄ 

 私も中央公民館時代から、そこで学習サークルをやっていたのですが、中央公民館がな

くなったので、仕方なくこちらに移ってきて、今、社会教育課のサポート事業、そのほか

にも色々と利用していて、本当に駅の近くにたづくりがあることがどれだけ市民にとって

は便利というか大切な場所だと改めて思います。 

 今日は、隣のグリーンホールの建替計画が今年に入ってから結構具体的に出てきている
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ので、グリーンホールも入っている利用者懇談会ということで、情報が得られるかと思っ

て来ました。 

 もう一つ、この利用者懇談会は、市民の要望でできたと聞いているのですが、そのとき

から参加して、土方さんとかよく存じ上げて、お顔を合わせるという意味で。よく分から

ないのですが、１時間程度というのは、久しぶりに出て、何でこんな制限を設けるのかと。

前はこんなことはなかったのです。それから順番に行くというのも、もちろん皆さんが発

言するのは良いと思うし、５分程度というのも妥当かと思うのですが、ずっと出席してい

る者としては、この間、出られなかったので、すごく制限されているような、もっと自由

に話ができたら良いと思います。 

 年２回利用者懇談会があるというのは、市民にとっては意見を聞いてくださる場はとて

も貴重で、ここで言った市民の色々な小さい要望、例えばトイレがどうのとか、そういう

こともできる部分はちゃんと改善をしてくださって、私、こういう会館は他市でもどうな

のかと思ってすごく感心して、こういう場をぜひこれからもなくさないように、今日も

色々細かいことも言うかもしれないのですが、よろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、Ｅの方、お願いします。 

○Ｅ 

 １つは、やはり今、Ｄさんが言ってくださったことを私もお礼かたがた要望したいと思

って来ました。グリーンホールが文化の殿堂、たづくりは市民の学習の場をつくってくれ

ているということで、市民にとってはなくてはならないとても貴重な会館だと思います。 

 毎年２回、このような懇談会を設けていただいいます。ただ、最初から２番目、Ｂさん

が言われたようなことも、市と相談してみますという形での返事が多いのです。少し前に

昼間の午後の部の利用時間が４時３０分というのは考えられないと他市から引っ越してき

た方などは、どうして５時ではないのかと何回か続けて出ていらして言っていましたが、

それは条例で決められているということで収められてしまいました。 

 では、それを変えていただくにはどうしたら良いか、条例を変えていただくには陳情で

も出すのか、その方法を教えていただいたり、たづくりとしてそれについてどのような働

きかけというか、実行に移すのかを答えていただきたかったです。 

 利用者の意見を聞くという車座集会みたいなもので、貴重な場で、本当は市長でも出て

きてくださって、一緒に利用者の声を聞くこともそんなに考えられないことではないと思
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います。 

 もう一つは、私たち駅前広場の運動をしていますと、グリーンホールの建て替えの問題

と密接に関係があるのです。今年、グリーンホールの機能検討の支援事業の予算が下りて、

業者も決まったようですが、グリーンホールの問題に関しての検討では、広場の階段を含

む、階段のしつらえについて、そこに検討すると入ってきています。 

 グリーンホールの建て替えという問題が起こっており、市民に一度も説明されたことが

ない。今の時点でどのようになっているのかをお聞きしたいということで来ました。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。では、グリーンホールのことについて、文化生涯学習課から回

答します。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

２件続けてグリーンホールの御意見いただきましたので、現在の状況をお話しします。 

 お配りしています継続検討事項対応表の５番に前回、利用者懇談会でお話しした今年度

の取組について記載があります。今年度、今、Ｅさんからも御発言がありましたとおり、

グリーンホールの機能検討ということで、事業者を決めて委託を行っています。 

 グリーンホールの建て替えそのものに至る前に、グリーンホール、たづくり、せんがわ

劇場を含む３館のこれまでの利用状況や、近隣の自治体にあります他のホールの利用状況

を分析するという業務の委託を行っています。 

 あわせて、行政経営部で公共施設マネジメントの視点から建て替えの事業化が図れるか

の検討を行っています。これまでもお話ししていますが、グリーンホールの建て替えは民

間活力活用でということで、事業者を見つけて、事業化していくことを考えていますので、

事業が進められるか事業者の意向調査、いわゆるサウンディング調査を行っています。 

 今年度も引き続きサウンディング調査を行っていますが、現在、かつて２年間と同じく

コロナ禍の影響がまだ課題が生じている状況と受け止めています。したがって、サウンデ

ィング調査、民間事業者の参入意向の調査を継続しながら事業化検討を引き続き続けてい

るという状況です。 

 当初、今年度の予定として、第４・四半期と記載がありますが、具体的に言いますと、

１月以降に有識者の方、施設の利用団体の方を中心とした検討会を立ち上げて、また、そ

れと並行して市民の皆さんとも意見交換をする場を設けていくということで想定していま

した。 
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 現在ももちろんそういった想定をしているのですが、サウンディング調査の今後の状況

次第で、立ち上げの時期を改めて検討していきたいと考えています。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、続いて、Ｆの方。 

○Ｆ 

 Ｆと申します。たづくりも利用していますし、グリーンホールにも大いに関心がありま

す。 

 特に建て替えのことです。何回かこういう会議を拝聴しているのですが、今受けて、状

況はあまり変わっていない感じがしました。ただ色々な調査は進めているということです

が、その調査に随分日数がかかっているという印象を受けます。その割には、結論的には

どうなっていくのかすごく未知数ですよね。それでも建て替えということにこだわってい

るのですか。民間活力ということで。あまり展望がないのではないのですか。どうですか、

その辺の見極めというのか。 

 １つには、私たちのグループの中には、今あちこちの状況を調べているとおっしゃった

のですが、多摩市にしろ、武蔵野市にしろ、三鷹市にしろ、前からお話ししているのです

が、こういう文化施設を上手に建て替えないでリファイニングしています。そのほうが費

用的にも時間的にも節約できるし、良いのではないかと何人かで言っているのですが、そ

ういう方向はないのですか。財政事情が厳しい、サウンディングの効果がはっきりしない

という状況で、こういう道もあるのですが、それについてはどうお考えですか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 大きく２点御意見いただきました。まず、この間の調査等に時間がかかっているのでは

ないかという御意見についてまずお答えします。 

 確かに平成３０年度からサウンディング調査は行っていまして、参入事業者の意向確認

は行っています。３０年度の調査では、駅前広場の立地が非常に好条件で、参入意欲が高

いという調査結果が得られていまして、事業化に向けて検討を進め始めています。 

 ただ、その後、コロナの蔓延という状況になり、令和元年度から３年度にかけてコロナ

禍の影響を民間事業者は非常に受けており、参入意欲が低下してきているのは現状として

感じています。 

 その中で、令和３年度、昨年度のサウンディング調査の中で、調布市としての調布駅前

広場を中心としたまちづくりのイメージ、将来イメージのようなものをもっとしっかり市
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としてつくっていく中で、事業者の意向確認といった積極的なサウンディングを行ってい

く必要があるのではないかといった御意見も事業者側からいただいています。今年度、令

和４年度に入ってからは、行政経営部で事業化に向けた将来像イメージをつくるような取

組も並行して行いながらサウンディングを続けている状況になります。こういった事業者

の意向確認、参入意欲の喚起にどうしても時間がかかってしまうので、調査をこの間、引

き続き行っている状況になります。 

 ２点目として御意見があったリファイニングについてですが、もちろん市としても色々

な自治体の事例は存じています。費用ですとか建て替えにかかる時間も自治体によって変

わってきますので、調布市にその事情を置き換えたときに、今、市としてはリファイニン

グではなく、民間活力活用による建て替えが財政負担を抑える意味でも最も効果的である

と考えていますので、まずは民間活力活用による建て替えに向けた検討が実現可能なのか

を現在、検討している状況です。 

○佐藤企画課長補佐 

 よろしいですか。 

○Ｆ 

 状況は分かりました。 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、続いて、Ｈの方、お願いします。Ｈの方が終わりましたら一旦休憩とします。 

○Ｈ 

 グリーンホールの件については、ずっと毎回質問していますが、周りの方と重複してい

ますので、計画が固まる前に明らかにして、我々利用している人たちの意向をぜひ尊重し

ていただきたいとまず言っておきます。 

 あと、今回の日程ですが、いつも年２回、７月と１１月頃にやっていたのですが、実は

今年、文化祭の期間と、今までも重なっていたのかもしれませんが、私の場合、今日は特

に音楽祭の当日で、今リハーサルの途中で抜け出してきたのです。他の大きな行事とぶつ

からないように、設定していただきたいので、今後、検討をよろしくお願いします。 

 具体的で細かいところですが、会場の使用申込みについて、会議室系とホール系があり

ます。今、コロナ関係で、私、合唱の練習に大体たづくりを使うのが多いのですが、２分

の１に制限されているものですから、練習場所が非常に制限されています。地下の音楽練

習室は響きが悪くて合唱にはちょっと苦しい場所です。 
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 今、研修室、リハーサル室を主に使って、５０人ぐらいで活動しようとすると、研修室

は４８人のところをコロナ禍で２４人までの制限があるため、３０人ぐらいを超すと使え

なくなります。映像シアターやリハーサル室を利用しようとする際、間際になってキャン

セルにより開放されてくる会場を申し込もうと思ってもホール系は１週間前でないと、

色々な調整があるからということで受け付けてもらえない場合があるのです。 

 例えば、機材使用などにより、技師の力を必要とするのであれば、確保の問題で仕方が

ないと思うのですが、例えば単純に映像シアターでも会議、練習での利用など、エンジニ

アの力を使わなくてもできるようなところは、もう少し近くでも受け付けてもらいたいの

です。２、３日前まで単純な使い方、恒例的な使い方は認めてもらいたい。ぜひそこの検

討ができるかどうかの御意見をお願いします。 

○大割企画課長 

 ホールの利用についてですが、１週間切っている場合に利用できないとお答えしたのは、

具体的にどういうものですか。 

○Ｈ 

 映像シアターですが、合唱で使おうと思って、インターネットで予約はできたが、受付

をその日に行かないで、日にちをずらしてしまったら、もう今からだと駄目なのでと言わ

れたのです。使い方としては、照明だとか何も複雑な使い方をしないので。 

○大割企画課長 

 １週間を切っていても、スタッフの用意さえできればなるべく対応しますので、電話か

何かでお問い合わせいただければ可能な限り対応します。 

○Ｈ 

 １週間を切って１日過ぎて窓口に行ったときに規定でできないと言われたということで。 

○大割企画課長 

 対応した者が四角四面な対応をしてしまったかと。申し訳ありません。今後はきちんと

御案内するようにします。 

○Ｈ 

 技師の人の手配がついていないところなら良いのですが。よろしく御検討お願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございました。それでは、一旦ここで５分ほど休憩と換気をします。 
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     （暫時休憩） 

 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、休憩を終了しまして、引き続き利用者懇談会を再開します。 

 では、続いて、順番にＩの座席の方からお願いします。 

○Ｉ 

今日初めて参加したのは、グリーンホールの件を詳しく知りたいということで、後から

詳しくお話を伺えるかと期待しています。 

 私からは２点思っていることでお伝えしたいのが、１点は、今日バスで私はここまでや

ってきたのですが、バスの中でお隣に座ったかなり高齢のおばあちゃんがいて、その方に

たまたま声をかけられて話をしたら、そのおばあさんは大田区から娘さんのために引っ越

されて独り住まいで、なかなか仲間が見つからない。会合とか色々な集まりがあるのかが

見えなくて、人と話す機会がないということで、娘さんが近くにいるので、娘さんと話す

ことは時々あるが、そういう仲間が欲しいという話をしていたのです。 

 たづくりは調布駅前で、すごく立地条件が良いですし、調布市民にとってはなくてはな

らない場所になっています。私もたづくりまつりで何度も利用していて、本当に利用価値

のある場所だと思います。ただ、１つ残念なのは、自分のグループの顔は見えるのですが、

他のグループの顔がほとんど見えないのです。何をやっているのか、一応表示はあるので

すが、たづくり全体が市民の集いの場所なのだという気安さ、気軽さ、そういうお互いが

知り合えるという場がない。 

 そのおばあちゃんも、調布を通ったときに、ふっとたづくりに寄ってみようという場が

１か所あれば寄れる。私たちは駅前で署名活動とか声かけをやるのですが、高齢者の方は

かなり通ります。一歩歩くのも息をつきながら、一歩一歩本当に時間をかけて歩くような

体調の方もあそこを通っています。一番近い市民が自由に使える場所なのだと認識できな

いのは、調布市の姿としてはまずいのではないか。そういう人たちにも届くような会館で

なくてはいけないと思います。 

 最近、警備の方が非常に真面目な警備をされているのが目につきます。市民が自由に集

える場でああいう警備の方が行っているのを少し私は違和感を持っています。そういう場

所になってほしいというのが１つ希望です。 

 ２点目がグリーンホールのことで、先ほど、今、調査中だということで、調査に時間が
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かかっているとのことでした。私は調査に時間をかけるのはすごく歓迎しています。今、

コロナで大きく時代が変わってきましたよね。この３年間で事情はすごく大きく変化して

いるのだと思うのです。それを前の計画をそのまま続けようということ自体が私は大きな

誤りではないかと思います。 

 だから、ここで大変換をするためには、時間もかけなくてはいけないし、調査もしっか

りしなくてはいけないし、市民の声を一番大きく聞かなくてはいけないのではないか。先

ほどＨさんが言っていましたが、決める前に市民の声を聞いてほしい。私たちの声を聞く

ときはいつも決まっているのです。声を聞きますと言っているのですが、最初の計画から

ほとんど変わらないのです。だから、その辺のやり方をもう一度お願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 続いて、Ｊの方、お願いします。 

○Ｊ 

ここでは違うかもしれませんが、グリーンホールの隣の総合福祉センターが京王多摩川

駅に移転計画が出ているのも、去年初めて知ったというか、そこを利用されている方と知

り合いになったことで、たまたま知りました。それには反対しています。グリーンホール

を建て替えるのであればセットでやってほしい。だから、どこまで進んでいるか分からな

い、進まないほうが良くて、見直をしてほしいと思います。そのために来ました。 

 前の方が言われたように、名前は分からないのですが、府中に新しい学習室もあったり

集えるような、今はコロナになってからは分かりませんが、勉強をしたり、お弁当を食べ

たり、ちょっとしたコーナーに小さい子が遊べるようなものがあって、それは良いと思っ

て、オープンな感じの場所があるのです。 

 図書室は良いのですが、自由に出たり入ったりできないし、会話もできないし、そうい

うものが調布にはないと思って、小さい子の場所はすこやかとか、公民館跡にあったりし

ますが、色々な人が見えて集える、孤独で知り合いができない人たちにもオープンな、そ

れは障害を持っていようが、高齢者だろうが、子育て中の人だろうが、そういう場所にな

ってほしいと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。続いて、Ｋの方、お願いします。 

○Ｋ 

 この懇談会に来たのは初めてです。 
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 私も何人かの方と重複しますが、一番の目的は総合福祉センターの移転問題です。何で

移転するのか分からない。それに付随して今もＪが言いましたが、グリーンホールの建て

替え計画との整合性はどうなっているのか。これが一番大きいのですが、先ほど課長補佐

の山田さんの説明に疑問をものすごく持ちました。何点かあります。しっかり聞いていた

だきたいと思います。 

 グリーンホールの機能検討とは一体何ですか。全然意味が分かりません。 

 業務委託をしている。業務委託は何ですか。なぜ市でできない。どうして業務委託をし

なくてはいけない。そして業務委託はどこへする。全く不透明ではないですか。こんない

いかげんなことはやめてほしい。 

 ３点目、事業化検討という言葉を使いました。これは何ですか。さっぱり分かりません。

お役所用語はやめてほしい。市民が分かるように説明してください。 

 事業者を探している。これはどういう意味ですか。探しているということは、市には主

体性がないということですか。市に主体性がないから事業者を探して何かをやってもらお

うというのは、すごくめちゃくちゃです。そうやってやりたいのだったら、自分たちでお

金を集めて私的なお金でやってください。税金でやるのではない。 

 ５点目、聞こえなかったのですが、サウンディングですか、サンディングですか、説明

してください。変な片仮名で言うのではないということです。意味が分からないです。市

民が分かる言葉で説明しなければ、市の仕事ではないです。最近お役所も片仮名ばかり使

うようになって目くらましをしています。こういうやり方は絶対やめてほしい。市民の側

に立って、どんな方でも分かるように、小学生でも分かるように、保育園児でも分かるよ

うに説明することが大事です。うがった言い方をすると、よく分かっていないからそうい

う言葉を使ってごまかしているとも言えます。 

 １月以降に、第４・四半期に有識者検討会をやる。有識者とは何ですか。有識者の位置

づけは何。なぜ市民ではなくて有識者なのか。まず市民でしょう。住民から意見を聞くこ

と、住民が検討する。その上で何か専門的なことが分からなければ、その専門家を呼ぶ。

多分専門家のことを有識者というのでしょうが、有識者という概念は非常に曖昧です。何

をもって有識者というのか分からない。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 御指摘ありがとうございます。分かりにくい説明をして申し訳ありませんでした。順次

補足します。 
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 まず、「グリーンホールの機能検討」ですが、例えばグリーンホール、どういった音響

の設備があると良いのか、照明の設備はどういうのが良いのか、空調１つとっても、通常

これまでのホールは上から冷気が降ってくるのですが、最近のホールでは床下空調といっ

て、効率化を含めて床下から空調を出す。そういったホールに付随する色々な設備がどう

いったものがあると良いのか。もちろん全ての機能がそろっているのが理想的ですが、市

でも財政状況があるので、現実的な範囲でどういったものが優先的に必要なのかといった

機能をまず検討する必要があります。 

 また、今のグリーンホールの課題として挙げられていることの１つに、リハーサル室へ

の経路がバリアフリー化されておらず、階段を使わないと楽屋やリハーサル室に行けない

といった課題があります。ホール、舞台と、楽屋といった裏動線の配置がどういうものが

良いのかもこの機能検討に入ってくるかと思います。 

 また、客席数についても、今１，３００席ほどの客席がありますが、もっと小さなもの

が良いのか、もっと大きなホールが良いのか、ただ、敷地面積にも制限があるので、その

中でどこまでの規模が配置できるのかなど、このようなホール内容に関することを総称し

てホール機能と呼んでいます。そういったものを総合的に検討していく必要があると思っ

ています。 

 ２つ目、「業務委託」は、これも少し難しい言葉になりますが、市の行財政改革の１つ

として、全てを市の職員が行うということではなく、市の職員の人件費の抑制も含めて、

専門的な機関、専門業者に委託できるものは委託して、委託費の中で業績・業務の成果を

上げていただくといった考え方をもともと市で持っています。必要な業務委託は行ってい

く必要があります。 

 例えば、今年度、当課で業務委託を出している先ほどのホール機能検討は、ホールの建

築に知見のある方、知識のある事業者に委託をしないと我々がホームページ等で検索をす

るだけでは、必要な情報は得られませんので、専門機関にお金を出してその成果を買うと

いう形で業務委託を行っています。 

 このような業務委託については、市の業務は非常に多岐にわたっています。我々はホー

ルの機能検討を行っていますが、例えば道路整備、それ以外にも環境の分野ですとか色々

な分野で市の業務委託が行われています。非常にたくさんの業務委託を実施しており、そ

の情報については、市のホームページに情報公開しています。関係課にお問い合わせいた

だいてももちろんお答えします。 
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 今回のホール機能検討についても、プロポーザルということで、事業者さんに手を挙げ

ていただいて、どこの事業者さんにしようかとプロポーザル審査を行った結果をホームペ

ージで公開しています。 

 グリーンホール機能検討委託については、空間創造研究所というホールの建築、設計に

知見とか実績のある事業者に委託しています。 

 「事業化検討」は、民間活力活用とも言っていますが、民間事業者にグリーンホールを

建て替えてもらえるかどうかの可能性の検討をしているという意味で考えていただければ

良いと思います。 

 「事業者を探す」については、建て替える事業者から手が挙がるかどうかの調査をして

いるのが今の状況です。民間活力活用は、市が直接市のお金、税金を使って建てるのでは

なく、色々な手法があります。一例ですが、例えば市が持っている土地を無料で事業者さ

んに使ってくださいと提供して、そこに事業者が自分のお金で建物を建てる。その一部を

市がお金を出して借りる、または、買うですとか、どういう手法を取ると、市できちんと

ホールが建て替えられるのかも含めて全てを今検討しているということです。 

 「事業者を探す」の、「事業者」というのは、建て替えをしてくれる民間事業者、建て

替えできる可能性のある民間事業者から、私がやりたいといった意向が出るかを調査して

いるということになります。この調査を「サウンディング調査」と呼んでいます。 

 １月からの検討会については、事業化できるか、建て替えそのものがもともとの計画ど

おりに進められるのかという調査を現在行っている最中ですので、検討会の詳細なメンバ

ーまでは決めていません。先ほどのように、例えばホールの設計とか他自治体のホールの

事例などに詳しい専門家、あとはもちろん市民の方も入れたいと思っています。この市民

については、施設を日常的に使っている団体さん、グリーンホールを主に利用している団

体の方にはこの検討会に入っていただきたいと考えています。 

 また、先ほど申しあげたバリアフリー等、福祉の視点でも今課題があるような施設にな

っていますので、福祉の課題についても御意見をいただけるような団体さん、そういった

方々で構成していきたいと考えています。 

○Ｋ 

 疑問はいっぱい出ましたが、別にいいです。今日は懇談会で協議をする場ではないです

から、一応聞きましたことで結構です。 

 １個だけ。サウンディングというのは音という意味ですね。意味が分からない。スペル
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を教えてください。 

○渡辺文化生涯学習課長 

 サウンディングの言葉の用語定義については、色々な捉え方があると思いますが、今お

っしゃっていただいた意見も踏まえて、国土交通省でサウンディング型市場調査と言われ

る言葉の定義については、市有地などの活用において、事業検討の早い段階から対話を通

じて事業者や市場の動向を調査すると定義されています。 

 ですので、先ほど山田から説明したとおり、現在、市では事業者と市が行いたい取組の

内容について、色々な意見交換をしている状況であると捉えていただければと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 よろしいですか。 

○Ｋ 

 今、私が聞いたのは、サウンディングのスペルを教えてくださいと言ったのです。そう

でないと分からないです。調べようがないではないですか。英語でしょう。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、後ほど調べて御回答しますので。 

○Ｋ 

 その回答で十分です。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、続いて、Ｌの方、お願いします。 

○Ｌ 

 今日は途中から参加で申し訳ありません。前の方がおっしゃったことと重複していたら

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 

 今日、配布されている継続検討事項対応表の７番のグリーンホールの建て替えについて

がありまして、前回参加しましたので、そこを記載いただいたのかと思います。 

 こちらにも書いていますとおり、改修で済ませられないかと清瀬市のけやきホールを参

考にしてほしいと書いていますが、今、調布市では調布市の基本構想、基本計画の検討が

進められているという状況でありまして、そちらの基本計画の資料の中にもグリーンホー

ルの建て替えという文言が載っています。ただし、そのことはもともと行政側の調布市さ

んの資料としては、行革プラン２０１９にグリーンホールの建て替えが載ってくるのです

が、前回も指摘したかもしれませんが、市民に対しては建て替える方針に決まったという
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か、建て替えはどのようにするのかということが一切説明されていない。それがまず大問

題であります。 

 なので、ここで指摘したとおり、この回答にも書いてありますが、老朽化、バリアフリ

ーに問題がある、課題が多い、総合的に検討すると、何で改修工事ではなく、建て替えが

必要になるのか。この答えは調布市さんは一切説明していない。改修工事で駄目な理由が

あるのかどうか。前回も指摘しましたが、耐震とバリアフリーが改善されれば、別にそれ

でグリーンホールとしては再生できる。今の調布市は、更地にして高層ビルを建てるとこ

ろに目的が変わってしまっている。それが一番の問題ではないか。 

 その結果、サウンディングとか何やらで事業者を探さないといけないということになっ

ていて、目的が変わってしまったがためにやっていることがおかしな方向に行っていると

思います。なので、ほかの方も言われたかもしれませんが、コロナ禍の状況が２０１９年

以降、状況が一変していますし、建て替えに決めてから動くと何かおかしくなっているの

ではないか。 

 私は、清瀬市のけやきホールを参考にしてほしいと申しあげたのですが、今日主催側は

前回とほぼ同じ方がいらっしゃると思いますが、視察はされた方はいますか。それをまず

聞きたいと思います。 

 今日は、『公共建築のリノベーション・コンバージョン』という本を現地で入手したの

で、そこで清瀬けやきホールについては、青木茂建築工房の青木茂さんがリファイニング

建築を提唱して、１９７６年に建てた４６年前の建物ですが、２０１０年、今から１２年

前には清瀬ではリファイニング建築という方法を用いて、スケルトンを残して客席の構造

も全部変えていますが、そういうことで変えています。 

 これは単純に言うと、工期７割、工費７割、そしてＣＯ２の削減はほかの工法に比べて

７０％少ないとほかの建築でやったときに試算したらそういうことであると。なので、グ

リーンホールの利用者にとっては使えない期間が少ないほうが良いわけですし、工費も当

然安いほうが良い。あと、ＣＯ２も調布市は２０５０年にカーボンゼロシティ調布をうた

って、市と議会で昨年４月に高々と宣言したわけです。それに向かって何をしていくのか。

調布の中でも１、２を争うような大きな建物をスクラップ・アンド・ビルドで良いのか。

ＣＯ２を出さないカーボンゼロを達成するために何をすれば良いのかを照らせば、今、グ

リーンホールを更地にして建て替えるという選択はいきなりは出てこないのではないかと

思います。 
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 この資料を私は読みます。 

 リファイニング建築。この清瀬けやきホールリファイニングは、全国に多数ある機能不

全に陥った文化ホールの再生の先駆けとなるのではないかと考える。この仕事が終わった

後、全国各地でこのような文化ホールの耐震不足が話題となり、閉鎖された建物なども耳

にするようになった。 

 このような施設には、２つの大きな問題があるのではないだろうか。１つは、舞台装置

等の設備が現代のシステムに合わなくなり、そのことによって使いづらい、または演ずる

側の品質に合わないことで老朽化と判断される場合である。もう一つは、耐震診断をして

みたが、現行の基準以下であり不適当と判断され、閉鎖や解体に追い込まれる場合である。

これらの解決方法としては、まず現状の舞台や音響に関する設備機器がどれほどの投資を

すれば改修できるかというところから始める必要があるだろう。ここら辺が業務委託につ

ながっていると思いました。 

 ヨーロッパなどに行くと、古い劇場がそのまま使われており、その歴史的な空間の中で

演劇などの鑑賞をすることが１つのステータスとなっている。そのような文化をつくる必

要があるのではないだろうか。これを持っているのは、パリのオペラ座とかウイーンの楽

友協会ホールのような世界的にも有名なホール、歴史的な建造物もあります。調布も調布

の文化の殿堂としてグリーンホールを大切にしていこうというのはないのかと思います。 

 一方、耐震の問題であるが、旧耐震の建物であれば、当然のことながら新耐震基準を下

回る。それをどのようにすれば現行の基準まで耐震性を向上させるかという思考が不足し

ている、そう思ってならないのである。数年前、とある地方都市の文化ホールの再生で指

名プロポーザルが行われ、私も指名されたので参加した。やはり大幅な軽量化が必要と判

断し、ホールの壁と屋根を撤去して鉄骨で造り直す計画だった。しかし、プレゼンテーシ

ョンに行くと、審査員には構造系の設計家は全くおらず、消灯設備に関することにとどま

り、耐震上の問題に対して、質問は皆無だった。そして私たちの提案は見事に落選した。 

 その後、当選した案での設計が完了し、入札の段階で再生不可能というところになった。

改善案が廃案となり、建て替えられた建物を見て唖然とした。こんな苦い経験があったの

で、こうした経験については、行政関係者、建築者、学者など総合的な判断ができる委員

会を結成して検討する必要がある。 

 とはいえ、委員に就任する人の建築再生に関する知識があまりにも足りないのではない

かとも考えてしまう。ここに挙げた事例が今後の公共建築におき、実っていくことを願っ
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てやまないということを早口で申しあげました。 

 今、有識者会議の案内もありましたが、その中に改修、再生建築、リノベーション建築

でできないのかどうかを検討に入れて、もう少しフラットに考えてほしい。なぜそういう

ことを申しあげるか。今日、ほかの出席した方もおっしゃっていた総合福祉センターの移

転問題は、たづくり利用者懇談会と今日出席している主催の方とも関係ないのではないか

と思われる方もいるかもしれませんが、実際は、グリーンホールを更地にして、高層ビル

を建築、建て替えることによって、隣地にあります総合福祉センターを先に壊して、京王

多摩川に移転してもらわなければならないので、連動している問題であります。 

 その結果、総合福祉センターの利用者さん方が危険な駅であります京王多摩川に行かな

ければならないという問題が生じていて、グリーンホールの取り壊しをしなければ、総合

福祉センターの移転もしなくて済むことになるので、こちらは密接に関わっている問題で

あります。 

 こちらの回答にも、いきなり建て替えが必要と考えていますというところについては非

常に問題と思っています。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 お時間も限られていますので、十分な御回答になるか、御納得いただけるか分からない

のですが、今の時点での回答をします。 

 まず、けやきホールを参考にしてほしいということで前回も御意見を承りましたが、前

回と回答が同じになってしまいますが、現時点で市は建て替えを目標に考えていますので、

そのような事例の視察はまだ行っていませんという回答になります。 

 また、総合福祉センターについては、こちらはたづくり・グリーンホール・せんがわ劇

場利用者懇談会の場ですので、こちらの議論は一旦遠慮しますが、総合福祉センターにつ

いては、機能として止めて建て替えるということができない性質の建物になります。完全

に機能移転、次の日からは違う場所でサービスを継続する必要がある建物になりますので、

今のところを壊して、その後、また新しく建て替えて、そこでサービスを始めるというこ

とは総合福祉センターは性質上できません。したがって、移転ということで今計画を進め

ています。 

 グリーンホールについては、総合福祉センターの跡地の部分の有効活用ですとか、先ほ

どの方への回答とも重複しますが、リファイニングの良さももちろん我々も分かっていま

すが、それぞれの自治体、ホールの事例によって、適用がより効果的な場合とそうでない
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場合もあるかと思いますので、市としては、現時点では財政負担的にも工法的にも、また、

工期のことも含めて、新しい建物を建てることを最善の策として捉えていますので、それ

に向けて先ほどの事業化判断という話になりますが、まずは建て替えが可能かの検討を進

めている状況です。 

○土方調整担当理事 

 ここで３０分たったので、１回休憩を入れます。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、５分間の休憩をします。 

 

     （暫時休憩） 

 

○佐藤企画課長補佐 

 それでは、休憩を終了しまして、この後ですが、コロナもありますので、本日は時間の

制限をしています。この後、１１時４５分頃終了予定で意見交換をします。 

 後からいらしたＧの方はよろしいですか。 

○Ｇ 

 ごめんなさい、何が何だか分からなくて、手帳に大事と書いて、ここだったのです。そ

れで来たのです。そうしたらみんな見えて、そういうことで今聞かせていただいています。

申し訳ありません。伺って良かったです。 

○佐藤企画課長補佐 

 ありがとうございます。では、Ｇの方、特によろしければ、皆様一巡り御意見を頂戴し

まして、ここで何か御意見がありましたら続けて御発言いただければと思います。 

 では、最初に手を挙げていただいたＬの方、お願いします。 

○Ｌ 

 今、山田課長補佐から御回答もありましたが、まず、総合福祉センターは私たちには関

係ない趣旨の御発言がありましたが、それでも継続して活動するために移転するのだとい

う御回答がありました。 

 私は、移転をしなくて済むと言っていて、グリーンホールを更地にして建て替えをしな

ければ、今建っている総合福祉センターが移転しなくて良い。要するに今の場所で継続し

て総合福祉センターのままであり続けることができると申しあげている。 
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 多分もう調布市さんの中では移転が決まったことになっているので、文化生涯学習課さ

んの御回答としてもそうなってしまうのかもしれませんが、要は移転しなければ良いわけ

で、移転しないためにどうすればと考えたときには、グリーンホールが取り壊しになると、

あそこが邪魔になってしまうから、総合福祉センターを移転して除却ということになって

いるのです。だから、グリーンホールを壊さなければ総合福祉センターはあの場所に残る

ことができるということですから、今の御回答は、関係ないとおっしゃいながら、そうい

うことをおっしゃっているのは、役所の皆さんがその考えだけになっている。言い方は良

くないかもしれませんが、非常に凝り固まってしまった、１つの考えだけに、決めたこと

だけを進めているという考えを持ちます。 

 あと、工費も工期もかかるので、それをかからないようにという御回答もありました。

先ほど一言だけ申しましたが、ある調査では、リファイニング建築ですと工費７割、工期

７割で、ＣＯ２は７割削減。簡単に言うとそういう工法だと聞いています。色々検討した

と言っているのに、現地に視察にも行かれない。それで総合的に検討したとなぜ言えるの

ですか。工期、工費をかけないところは非常に大事で、何か工事をするときは、工事にど

れくらいの工期をかけ、どれぐらいの費用をかけて何をするか、簡単に言うと、工事はそ

の３つのポイントがあると思います。 

 その中で、工費も工期も少なくて済む工法で、目的である耐震やバリアフリーがかなう

のであれば、まず先にそちらを検討すべきではないか。それも民間の活力を使うからとい

うことも言っていますが、いずれにしろ工費、工期がかからない方法がまず優先されるべ

き。それから建てた後も、更地にして高層建築を建てれば、大きな建物を造れば、メンテ

ナンスのコストもそれだけかかります。 

 そういうことも含めて、建てた後、５０年、１００年、鉄筋コンクリートの建物を維持

管理していくというところまで考えたときにいきなり高層建築を造って、オフィスやホテ

ル、マンションか分かりませんが、そういうものの複合ビルを造ることが最善なことなの

か。それはグリーンホールの利用、そもそものグリーンホールの維持管理から既に逸脱し

ているのではないかと思いますので、そちらをもっと十分に検討してほしい。 

 繰り返しになりますが、リファイニング建築については、前回もお願いしたので、重ね

てぜひ現地へ行っていただいて、リファイニング建築は何かというところから見て調べて、

メリットデメリットも含めてもっとよく検討してほしいと思います。 

○佐藤企画課長補佐 
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 では、Ｂの方。 

○Ｂ 

 ２点あります。先ほど計画が決まる前に市民の意見を聞いてほしいという御意見があっ

たと思います。そこで最初に私がイメージしたのは、中央公民館が潰れて、たづくりに移

行するとき、どういう会館にするかというときに、１階、２階を図書館にしてほしいとい

う市民側からの意向がずっとあったのですが、結局聞き入れられなくて、４階、５階にな

りました。 

 今のエレベーターの混雑も図書館に行くのが４階、５階に行かないといけない不便さも

あるので、やはりあのとき市民の意見を聞いて、１階、２階にしていれば良かったのでは

ないかとふと思ったというのが１つあります。 

 もう一つ、先ほど民間事業者を探すとおっしゃいましたが、民間事業者を探すというの

は、結局知り合いの癒着につながるのではないか。私、市民からしたらそういう懸念を感

じています。知り合いの民間事業者に、結局誰もいなくて、そういう取合いの中で癒着に

結びついていくのではないかという懸念がありますので、そういうことを市民が思ってし

まうのは絶対おかしいと思います。 

 民間事業者を探すのではなくて、まず市側がどういうコンセプトでやるか、ちゃんと市

民と話をして検討の段階でもっと掘り下げてほしいと思いました。 

○佐藤企画課長補佐 

 Ｅの方。 

○Ｅ 

 今の回答はどうなのですか。よろしいですか。 

○Ｂ 

 もし何か御意見があれば。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 もちろん、私どもとしても、まずは施設を使う市民の皆様の意見が反映されたものを造

っていきたいと思います。この間も建て替えの話が出る以前から現状のグリーンホールの

課題等は施設利用者の方を中心に意見交換の場も設けていました。 

 そういったクリアしていくべき課題も市民の方々と意見交換をしながら、あとは事業化

が見えてきたときに、どういった施設にしていくのかも、機能検討と言っていましたが、

これからも市民の方々と意見を重ねながら進めていきますので、よろしくお願いします。 
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○佐藤企画課長補佐 

 では、続いて、Ｅの方、お願いします。 

○Ｅ 

 先ほどは５分だったので、焦って言わなかったことも多いのですが、今、Ｂさんが言わ

れた市民参加のことはやはり一番大事なことだと思います。計画行政と今回の基本計画に

も言葉が載りますが、その計画をつくるときにどうやってつくったかということが非常に

問題で、今回、グリーンホールについて利用者から聞き取りをしましたということでした

が、例えば市民会議のような一番の構想段階から市民の意見を聞く、希望を募る、折り合

いをつけるところもあるかもしれないが、それが今おっしゃいましたが、抜けていたので

はないかと思います。そのような背景でつくられた計画行政なら、途中で見直すことも必

要ではないか、そのような勇気を持つべきではないか。私はまだ間に合うと思います。 

 例えば、新しい提案もありましたし、前回の継続検討事項対応表の７番の３行目に、利

用者からも現状のグリーンホールは課題が多いと聞いています。聞いていますということ

が調査の結果の言葉なのですか。非常に曖昧なことで、課題が多い、それがどれぐらいの

パーセンテージであったのか、その合理的な理由を書くべきではないか。 

 来年１月から検討会が行われる。そこには公募市民を入れるべきだと思います。利用者

と有識者が入っていれば良いという問題ではないです。やはり長い間、調布市のグリーン

ホール、文化の支えでした。殿堂でした。それは多くの市民がそこを使ったり、舞台に出

たり、展示もした、そのような長い歴史があるから、公募市民を２人以上は入れるべきだ

と思います。 

 先ほどＫさんが基本的なことを質問してくれて、大変助かりました。私たちも中途半端

に知っていると思うのではなく、基本的なところから市民に説明する。まだそういう段階

だと思います。その説明会を抜きに次のステップに進むことはできないと思います。 

 計画行政で、時代が変わっている。コロナ禍もあり、それから世界的な情勢もあって、

こういう時代に１０年前の計画をそのままやるのですか。２０１９年行革プランで階段の

撤去が決められている、それもそのままするのですか。まだグリーンホールの建て替えも

決まっていない状況で、令和６年には階段を撤去するのですか。そうしたら前に地下駐輪

場を造るために、その上の木を５４本切ってしまった。そして、環境空間においても、経

済的にも損失を被った。それと同じようなことを勇み足をしないようにぜひもう一回練り

直す勇気を持ってほしいと思います。 
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 この話題は、この報告でも３つ、４つを占めていますよね。５番、６番、７番、３つで

すか。こういう問題が市民の疑問が出ると分かっているにもかかわらず、この公共施設マ

ネジメントの中枢である行政経営部をどうして呼ばないのですか。ぜひその辺、毎回言っ

ているのですが、考えてください。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 まず、先ほどから例えば総合福祉センターの話も少し出ていましたが、やはりこの場と

しては、たづくり、グリーンホール、せんがわ劇場を利用いただいている皆さんにこれら

３施設の使い方ですとか、こちらで行われている事業についての率直な御意見をいただき

たいという趣旨で開催しているものですので、こちらの利用者懇談会の趣旨に沿った意見

交換ができるように我々も考えています。 

 今、Ｅさんから御意見をいただきました検討会の中に公募市民を入れるべきというとこ

ろも御意見としてはしっかり承りましたので、今後、検討会の立ち上げに向けて検討した

いと思います。 

 ただ、検討会と並行してより多くの市民の方々と情報共有、意見交換できるような場を

我々としては設けたいと考えていますので、引き続き、よろしくお願いします。 

○佐藤企画課長補佐 

 では、Ｄの方、お願いします。 

○Ｄ 

 私は何回も出ているのですが、この場に市民の側がこれだけそろうのは珍しいのです。

なぜこれだけのいつもより大勢の市民が集まったかと言えば、グリーンホールの建て替え

がどうなっているのかに関心があるからではないでしょうか。本来だったらもっと早い時

期に説明会を行うべきです。 

 しかも、今、Ｅさんが言ったみたいにこれだけではないのです。やはり基本は行政経営、

それから７階の、縦割りでやっているわけではないので、そういうところがそろって、そ

して市長が出て、今こういう計画をしています、それについて市民の皆さんの声を聞きた

いという場がない。市長が来なくても、そういう場がないから、ここに来て聞くしかない

わけです。そちらが答えざるを得ない。そんな全てに答えられないでしょう。山田さん、

何かお気の毒だと私は思います。しかも部長さんとか、もっと上の人たちではないですよ

ね。その人たちは出られなくて、１人で質問に答えざるを得ない状況はすごくおかしいと

思います。 
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 しかも文化スポーツだけが出てくるというのは、今そういう疑問も出ていましたが、長

くなって申し訳ないのですが、ここのたづくりを造るときだって、ここが出来て何年たつ

のでしたか。 

○Ｂ 

 ２７年前。 

○Ｄ 

 ２７年前、市民が公募市民も含めて何十回ですよ、検討会をやっているのです。そして

答申を出しているわけです。でも、さっき言ったみたいに、その中で図書館は１階、２階

に置くべきではないか、７階にある保育室。おかしいですよ、地震が起きたらどうするの

ですか。７階から下ろすのですか。７階の事務局も１階に置くべきでしょう。そういうこ

とを市民はみんな出しているのです。何一つ通っていないのです。そんなに開いても。ひ

どいです。 

 市民センターは古くても私たちは便利に使っていたのです。その建て替え、今、教育会

館になっていますが、あのときだって、市長が来て説明会をやりました。何回か説明会、

私が知っている限り最低３回はやっています。要するに、行政がみんなそろって、もちろ

んそこで色々な意見が出ているのです。他市の状況を調べたって、大きな公共施設を造る

ときには、まず公共施設を造るという話が出た段階で、きちっと公募市民も含め、有識者

も含め、検討会をやるのです。 

 それが何ですか、長友市長になってから全く市民の声を聞いていないではないですか。

そして、課長さんとか、その部署の方ぐらいが来て、市民の説明を一身に受け止めなけれ

ばいけない。そんなやり方はおかしいのです。 

 だから、私が言いたいのは、そこの部署の方、本庁に持って帰って、それを言ってくだ

さい。なぜ私たちだけがこの場に出てきてしゃべらなければいけないのか。出てくるべき

は行政経営、それから都市整備の、そういうところがみんなそろわなかったらおかしいで

しょうということを言って、そういう会を開催してください。そうしなかったら、こんな

会を何回持ったって同じです。市民がここしかないから出てくるのです。よろしくお願い

します。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 重々承知していますし、もちろんこの声も、本日の分もしっかり伝えたいと思っていま

す。 
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 建て替えに向けたお話、改修も含めてですが、検討をしてどうなりましたというのを説

明してという場は、もちろんしかるべきところでそういったメンバーの下、開催します。 

 現在、それに向けた準備をしているので、皆さんにはお待たせしてしまって非常に申し

訳ないのですが、先ほどから説明しているような各種調査が今進んでいる状況なので、

我々としても今すぐそういった場を開催しても、なかなか全ての御質問にお答えできたり、

市として方向性をしっかり説明するにはまだ早いということもありますので、そういった

ところを整えて皆さんに説明し、意見をいただく機会の設定に向けて調整しています。 

 そういった場なので、確かにおっしゃるとおり、このような御意見をいただける場で、

皆さんがこういった御発言になってしまうというのは我々も重々承知しています。ただ、

現在、３施設を使っている方、御利用者さんの声を聞きたいという場もそもそもの趣旨と

してはありますので、そういった趣旨としてもこの場は活用しつつ、この場でしか意見を

言えないということもよくよく理解していますので、またそういった機会をつくっていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○Ｅ 

 調査はいつまでですか。調査の期限。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 今年度の業務委託分については、今年度末までが委託の期間となっていますので、この

間、続けていきます。 

○佐藤企画課長補佐 

 Ｉの方、よろしいですか。 

○Ｉ 

 今、建て替えるのではなくという御意見も含めて、市民から色々御意見が出ているので

すが、サウンディング調査をやっているという話がありましたが、それは何を高層ビルの

中に入れるかというサウンディング調査ということですよね。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 そもそもが高層ビルを建てたいわけではありません。まず、我々課題としているのは、

現状のグリーンホールが非常に老朽化しており、バリアフリーにも課題があるということ

で、グリーンホールを新たな使い勝手の良い、皆さんに御利用いただきやすい施設に変え

たいというところが目的です。それに向けてそれを実現するために、やはり先ほどの財政

負担の問題ですとか、利用できない期間をなるべく短くしてほしいという皆様からの御心
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配の声があることはもっともだと思います。そういったことも含めて、どのような整理の

方向、整理のやり方が良いのかを今検討しています。 

○Ｉ 

 整理の方向が何を指しているのかが見えないのです。サウンディング調査と聞いたとき

には、何の施設、例えば商店を入れるとか、本社を入れるとか、そういう声が市から聞こ

えてきていました。だから、何を入れるかを調査することがサウンディング調査だと私は

理解していたのですが、違うのですか。 

○山田文化生涯学習課長補佐 

 それも含めてになります。例えばこういったものをグリーンホールに乗せて良いのであ

れば建て替えに手を挙げますといった意向も１つだと思いますし、商業ではなくてオフィ

スだったら建て替えるのに手を挙げますという事業者さんもいるかもしれませんし、ホテ

ルだったら良いという方もいるかもしれませんし、それも全てセットで、テナントとして

何を入れるというのも含めて、そもそも事業化ができるのか、建て替えに向けて手が挙が

る事業者さんがいるのかを調査しているのがサウンディング調査です。 

○Ｉ 

 そこで１つ疑問なのですが、グリーンホールの場所はたづくりの場所と同じように、市

民にとっては非常に使い勝手の良い場所です。こういうところに公共施設があるのは、大

変ありがたいことなのです。それをなぜ民間を入れることを先回しで考えるのか。それだ

ったら、せっかく上に色々な施設が入るのだったら、民間も入るかもしれないが、もっと

公共施設で優先順位をつけて駅前に持ってこなくてはいけないものはあったのではないか。

そういうことを１つも市民に問わずにスタートしている。それはセンターの問題と同じな

のです。センターが移転するのに間を空けてはいけないからと言うが、そのときに移転し

たらどういう問題が起きるか、起きないか、それをうまく解消できるのか利用者さんに声

を聞いたのですか。そこのスタートにちゃんと市民が関わっているかということが、これ

からの計画がうまくいくかいかないかの大きなポイントになると思うのです。 

 まして、１００年後には国民の人数が半分になると言われています。そのときにそんな

大きなビルを建ててどうするのということもあるので、先を目がけて、あるいは市民の声

をちゃんと聞き取った上で計画を進めてほしい。何で民が先に来てしまうのかが私は大き

く疑問です。 

○土方調整担当理事 
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 では、時間の関係で最後でお願いします。 

○Ｃ 

 業務委託の委託で少し分からない部分もあるのですが、調布市文化生涯学習課としてグ

リーンホールの客席が少なくなるところに関しては、学校の鑑賞とか音楽祭に関してわざ

わざ府中まで行かなければいけなくなるのではないか。今までグリーンホールがあったの

で、大会議場で大きな発表ができたのですが、結局調布でできなくなって遠くに行ってし

まうとか、ここのところ大きな演劇の劇団とかが来ていなくて、音楽は来ていると思うの

ですが、１，３００人規模のホールだからこそ、調布の文化では色々なことができたし、

歌舞伎の市民の劇団が生まれたり、色々していると思うのです。音楽祭とか第九は、あれ

だけの舞台があるからこそ、市民が一生懸命みんなで集まってやってきたので、大きなと

ころはたづくりにもあるので、本当に大きな文化会場というか、施設は欲しいというのは

とてもあります。 

 あとは、せんがわ劇場に関しても、中途半端な施設は要らないと言ってはいけないので

すが、やはり、大きな施設が必要だと。文化は振興課にしても、文化財団にしても、大き

なところのほうが多分営業といってはいけないですが、そういったところは良いので、逆

に業務委託の業務をどのように考えているかと、文化をどのように考えているのかと思っ

てしまう部分があります。 

 リハーサル室は上階ですよね。楽屋はその下にあり、行ったり来たりしなければいけな

いので、逆に今度、階段をなくして大きくするのだったらバリアフリーは考えられると思

うのですが、小さくしてバリアフリー、楽屋とかはどのようにやっていくのか、あとはエ

レベーターの収容人数のバリアフリー化とか、そこら辺がとても不安なので、調布の文化

というところでは少し考えていただきたいと思います。 

○佐藤企画課長補佐 

 本日はたくさんの貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。また今後、

何かお気づきの点などありましたら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５年７月中の実施を予定しています。今後、ホームページ

や広報紙「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２回利用者懇談会を閉会とします。本日はありが

とうございました。 


