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はじめに 

 

 

本懇談会は、西東京市民会館、中央図書館及び田無公民館の３施設を合築複合化する

という西東京市の方針に基づき、新たな施設に必要とされる機能やコンセプトといった

基本的な方向性を整理する基本プランの策定に向けて必要な事項を協議、検討すること

を目的に、現在の３施設の運営や利用、市の文化芸術行政や社会教育に関与する委員会

など、新施設の内容に関係する５つの組織・団体からの代表者 10名と、学識経験者２名

からなるものとして設置されました。 

 

本懇談会における検討に当たっては、新しく整備する複合施設が、単に既存の３つの

施設が併設されたものとしてではなく、それぞれの機能が相互に融合しあうことにより

新たな価値をもたらす施設として、より多くの市民に利用されるものとなることを目指

した議論が必要と考え、現在３施設が果たしている役割やそれぞれが抱えている課題も

踏まえながら、それらのみにはとどまらない新たな展開、将来的な展望といったものも

含めた検討に努めてきました。 

 

そうした検討の結果として、新たな施設が果たすべき役割とそのために必要な機能、

利用しやすい施設建物とするために必要な配慮、各機能に求められる基本的な方向性や

整備に当たり留意すべき事項をまとめるとともに、４つの整備パターンのメリット・デ

メリット等を整理しましたので、懇談会における検討の成果として提言いたします。 

 

 

 

西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会 
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提  言 

 

 

１ 新施設に求められる役割（主要な機能） 

 

新施設は、あらゆる市民の学習と文化芸術活動を支える拠点となり、多種多様な活動

に対応できる環境が整えられるとともに、市民の学習や活動を支援する、より充実した

仕組みが設けられることが望まれます。 
 

そこでは、現在も公民館事業として取り組まれている地域課題の解決に向けた学習や

活動も行われ、そうした取組に貢献できる人材が育成されること、そしてさらに、その

ようにして育った市民が、次は自ら後進の育成にあたる「循環型の学習」が実現されて

いくことが期待されます。 
 

また、一方で、特定の学習や活動を目的としない市民も、気軽に訪れ、滞在すること

のできる施設であるとよいとも考えます。そのような市民が思い思いに過ごせる環境が

用意され、そこでの何気ないやり取りから、新たな、世代を超えた交流が生まれる土壌

となることも期待されるところです。 
 

加えて、普段の役割とは別に、災害が発生した際の役割も考えておくべきです。施設

利用者の安全を確保することはもちろんのこと、施設周辺の地域のための備えも含めて

検討されることを希望します。 

 

以上のような考えから、この新施設の主要な機能としては、以下の６つの要素が満た

されるべきであるという結論に至りました。 

 

【複合施設として果たすべき機能】 

 活 動 ：学習･練習･創作等の活動の場としての機能 

 支 援 ：学習･練習･創作等の活動を支援する機能 

 発 表 ：学習･練習･創作等の活動の成果を発表する場としての機能 

メディア：図書をはじめ多様なメディア(媒体)の資料と情報を提供する機能 

 

【施設全体として備えるべき機能】 

 交 流 ：市民交流の場としての機能 

 防 災 ：災害時の拠点としての機能 

 

なお、これらの機能は、個別に分離・確立されたものとして用意するのではなく、有

機的なつながりをもって相互に連携すべきものとして捉え、施設の具体的内容を検討す

る際にも、複数の機能での「共有」を選択肢に含めて考えていく必要があります。 
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＜機能イメージ＞ 

 

※「防災」災害時は防災機能の役割も果たす 

 

２ 施設建物の整備に求められる基本要件（共通事項） 

 

共用部も含めた施設建物全体に共通して求められる基本的要件として、以下の４点に

留意すべきと考えます。（特定の機能において果たされるべき要件は、別途後述します。） 

 

（１）誰もが安全に、安心して、快適に利用できる施設であること 

 

この新施設は、子どもたちや、お年寄り、障がいのある方々を含め、幅広い市民に

利用されるものとなります。施設を訪れる全ての利用者にとって、安全であることは

もちろん、わかりやすく、使いやすいものとなるよう配慮すべきです。 

具体的な対応としては、車いす利用者やベビーカー利用も考慮して、通路幅やエレ

ベーターの規模を設定すること、床面の段差をなくすこと、誰でもトイレを設置する

こと、見やすくわかりやすいサインを適切なポイントに配置することなど、ユニバー

サル･デザインの観点から計画･設計が進められることが求められます。 

 

（２）静と動の共存のための配慮がなされた施設であること 

 

この新施設では、読書や自主学習には静けさが求められる一方、音楽をはじめ音を

発することが前提となっている活動も展開されます。 

また、図書館の中でも、読み聞かせやグループ学習など、音楽のような大音量では

ないにせよ、発声を伴う活動も行われます。 

そのため、施設内の配置計画(ゾーニング)に工夫が求められるほか、必要な各室に

防音を施すなど、どの目的で訪れた方も快適に利用できるよう、配慮すべきです。 

 

「交流」
市民交流の場としての機能

「活動」
活動の場としての機能

「メディア」
図書･資料･情報を提供する機能

中央図書館が活用できる
機能の広がり

現在の市民会館が
果たしている機能

現在の公民館が
果たしている機能

「支援」
活動を支援する機能

「発表」
成果発表の場としての機能
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（３）時代が変わっても使われ続ける持続可能性･汎用性･柔軟性の高い施設であること 

 

公共施設は、市民の税金を投じて建設され、その後も市民の税金により維持されて

いくものです。そのため、施設建設時のコストだけを見るのではなく、後年度の負担

となるランニングコストも考慮した施設･設備計画とすべきです。 

また、施設利用の柔軟性を確保するとともに、設備の陳腐化が進んだ場合の交換を

容易にする観点から、附帯設備については、固定･据付ではなく、可動･可変なものと

しての整備を検討すべきです。 

 

（４）社会的ニーズに応えた施設内インフラを有する施設であること 

 

利用者の利便性、施設の機能性の観点から、Wi-Fi 環境の整備をはじめ、今日的な

通信基盤の整備が必要不可欠です。 

また、環境配慮型の施設となるよう、省エネ機器の選定を推進するとともに、自然

エネルギーの活用も検討すべきです。 

 

 

 

３ 各機能についての基本的な考え方 

 

複合施設として果たすべき４つの機能(１)～(４)と施設全体として備えるべき２つの

機能(５)･(６)のそれぞれについて、以下のような考え方で計画されることが望まれます。 

 

（１）学習･練習･創作等の活動の場としての機能について  

 

多様な活動に対応できる場となるよう、柔軟性と多様性（バリエーション）を兼ね

備えた諸室整備が望まれます。 

 

① 多目的に利用できるフリースペースの整備 

他自治体における施設整備例からは、使用目的を絞り込んで作った部屋の利用が

伸び悩んでいる例も見受けられます。 

スペースを有効活用し、幅広い活動に柔軟に対応していくためには、使用目的が

特化されるような固定的な構造を有するスペースは最小限にとどめ、多目的に使用

できるフリースペースでの整備を主体とすることを原則とすべきです。 

また、可動間仕切りを活用し、複数の部屋を分割したり連結したりして使用する

ことができるようにする等の工夫も必要です。 
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② 多様で質の高い活動を可能とするための環境整備 

学習･練習･創作等の活動の中には、一定の環境･設備を必要とするものもあります。

具体的な対応として、以下のようなスペースの整備が望まれます。 

ア 調理が可能な設備を附帯したスペース 

イ 音楽系の練習が可能な、高度な防音の施されたスペース 

ウ 映像視聴が可能なＡＶ機器を備えた遮光可能なスペース 

エ ダンスや空手等で活用可能な壁面鏡付きの軽防音のフローリングスペース 

オ 軽運動等に活用可能なカーペット敷きのフリースペース 

カ 個人での学習活動等に用いることを前提に電源等が確保されたスペース 

 

（２）学習･練習･創作等の活動を支援する機能について  

 

市民の学習や文化芸術活動を支え、市民の自治と参画による地域課題の解決を支援

するとともに、人材育成を推進し、循環型の地域学習社会の創造を目指すため、主催

事業の企画･実施に加え、市民の主体的な学習･教育に関する支援･相談の窓口としても

機能することが望まれます。 

現在の活動の継続を支援するだけでなく、これから新しく学習や活動を始めたいと

いう市民の相談にも応じることができるような機能が期待されます。 

さらに、複合施設の特性を活かして、各機能を融合･連携させることにより、新たな

施策･事業の展開を推進する原動力として機能することも期待されます。 

なお、これらの機能を果たすために必要な、職員の執務室や受付カウンターなどの

環境整備も必要と考えます。 

 

（３）学習･練習･創作等の活動の成果を発表する場としての機能について 

 

音楽や演劇等の上演ができる「ステージ機能」と、美術作品や工芸品等を展示する

ことができる「ギャラリー機能」の整備が望まれます。 

 

① ステージ機能 

現在の市民会館公会堂の利用実績も踏まえれば、規模的な見直しの余地があると

考えられるほか、客席や舞台を可動性のあるものとすることで、利用の幅を広げる

ことも検討できると考えます。 

 

② ギャラリー機能 

平面や立体の様々な作品の展示に対応できる環境を施設利用者の行き交うロビー

付近のエリアに設けることが理想と考えます。 

また、大規模な展示発表にも対応できるよう学習･練習･創作の場として整備する

エリアの一部でも展示活動が行えるような配慮がなされることが期待されます。 
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（４）図書をはじめ多様なメディア(媒体)の資料と情報を提供する機能について 

 

市の図書館ネットワークの中核を担い、全体のサービス水準を左右する中央図書館

としての機能を十分に発揮するために必要な環境整備を行うとともに、従来の図書に

とどまらず、今日的なニーズに即した多様なメディア(媒体)を通じた情報サービスの

提供等を可能とする、新しい図書館への発展も求められます。 

また、これからの西東京市を担う子どもたちの成長を支える拠点として機能できる

ように、施設内の環境整備を行うとともに、他施設とも連携した事業展開が図られる

ことが期待されます。 

 

① 開架･閲覧スペース/レファレンス機能 

成長の各段階にある子どもたちと大人がそれぞれ快適に利用できるように、世代

ごとのスペースづくりを考慮した機能や配置が検討されることが望まれます。 

また、特に資料を活用した学習や調べ物がしやすくなるよう、閲覧･レファレンス

機能の向上を重点課題と位置づけ、閲覧席の増設や情報検索端末の充実など、設備

面での機能向上を図ることが必要です。 

 

② ＡＶコーナー/情報検索コーナー 

音楽や映像といった文字以外の情報や、活字で出版されたもの以外の文字情報の

取扱いの拡充（映像資料の収集･提供の開始、インターネットによる情報検索環境の

充実など）が期待されます。 

 

③ 蔵書庫/バックヤード 

蔵書数は、市の図書館サービス全体において利用できる資料の幅と数に影響する

要素であり、蔵書庫の面積当たりの収容能力を向上させるなど、機能の増強を図る

ことが望まれます。 

また、学校や保育園などとの連携により推進する「子ども読書活動」等の実施に

必要な準備･作業スペース(バックヤード)の確保についても考慮する必要があると

考えます。 

 

④ 地域行政資料の収集･保存･活用 

中央図書館固有の機能として、地域行政資料の収集と保存を適切に行っていける

環境を整える必要があります。また、収集した資料の、より一層の活用が図られる

ことも期待されます。 
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（５）市民交流の場としての機能について 

 

この新施設で、市民交流の促進につながる活動が展開されることが期待されるのは

言うまでもありませんが、それぞれ別の目的で施設を訪れた人と人との間でも、自然

発生的な交流が生まれることが期待できるような空間づくりも必要だと考えます。 

具体的には、多くの人が思い思いにゆったりと滞在できる、広めのロビーを設ける

ことが望まれます。 

また、ロビーや諸室の一部については、一定の条件のもとで飲食を可能とし、学習･

練習･創作等の活動を伴わない純然たる「交流」そのものを目的とした利用も歓迎する

施設とすることを提案します。 

 

（６）災害時の拠点としての機能 

 

災害時においても施設利用者の安全が確保できるよう、自家発電設備を整備して、

一定の時間、照明･空調･動力(エレベーター)等が使用可能な状態を維持できるように

することが望まれます。 

また、地域における災害時の拠点としてのあり方について、近隣の他施設における

機能確保の状況も含めて多面的な検討を行ったうえで、適切な役割分担の中で、必要

な機能が整備されることを求めます。 

 

 

 

４ 具体的な施設整備計画について 

 

施設内の機能配分のあり方について、本懇談会で検討した結果、次ページ以降の４つ

のパターンになりました。 

 

各案の長所と課題、課題に対する対応策等について本懇談会で検討した内容は、それ

ぞれ各頁に記載のとおりです。 
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Ａ 案 

 

中央図書館機能重視型 

 

 中央図書館の機能拡充を、図書館専有のスペース
として追求したプラン。 
 
 いわゆるホールは設置しないが、活動の場として
の活用を主眼に設ける多目的室のうち１つに簡易な
舞台や客席を設けられるようにし、小規模な発表で
も利用する。 

 

長
所･

期
待 

・中央図書館の専有スペースが現図書館より飛躍的に拡大 

・重点課題とした閲覧・レファレンス機能を十分に拡充しつつ、蔵書能力も大幅に増強 

・作業用スペース（図書館）を施設内の他機能との兼用ではなく、単独で確保 

・充実した映像試聴ブースや展示コーナーの新設といったサービス拡充策を検討することも可能 

 

議論の 

視点 
・中央図書館専有面積の飛躍的な拡大により、どのような図書館事業の推進が図れるか 

 

課題 対応策 

・ステージ機能の規模・設備が縮小されるため、

市民会館公会堂での活動（発表）の一部に支障

が出る。 

 

・利用人数が 150人を超える場合は、他文化施設（保谷

こもれびホールメインホール 662席・小ホール 250席、

コール田無多目的ホール 182席）を利用する。 

・利用人数が 150人以下は、多目的室の利用が可能 

 

意
見
ほ
か
特
記
事
項 

・３館を並列にして考えるのではなく、まず中央図書館を充実させることを優先順位のトップに置きつつ、

他機能との連携により、図書館が様々な活動に活用されることが期待される。 

・スタジオについては、規模の異なる複数室が設けられることが望まれる。  

・子どもたちをはじめ各世代の居場所となる滞在型施設。 

・中高生や小学生、子育て世代といった次世代の活動拠点となり得る。 

  

メディア 45％

蔵書庫 20万冊

開架書架 16万冊　　計40万冊

地域行政資料  4万冊

閲覧機能 閲覧室新設/テーブル充実

レファレンス 情報端末設置など拡充

ＡＶコーナー 映像資料新設/ブース充実

展示コーナー 新設

事務室ほか

活動･支援･発表 20％

学習室<個人利用>

実習室<調理可>

スタジオ<防音>

視聴覚室<防音>

多目的室<防音>

　≪簡易舞台･客席(150席)設置可≫

多目的室(複数)<一部軽防音>

会議室(複数)､和室

保育室､印刷室､事務室等

ギャラリー

その他 35％

ロビー

共用部（通路･トイレ･機械室等）

交 流

活 動

支 援 発 表

メディア
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Ｂ 案 

 

図書館･活動融合型 

 

 中央図書館と活動の場を並び立たせる形で充実さ
せるプラン。 
 
 いわゆるホールは設置しないが、活動の場として
の活用を主眼に設ける多目的室のうち１つと視聴覚
室を、小規模な発表でも利用できるようにする。 

 

長
所･

期
待 

・中央図書館の専有スペースが現図書館より大幅に拡大 

・活動の場が十分に確保されるため、多様な事業・催しを展開することができる 

・公民館機能の新たな可能性が期待できる 

・重点課題とした閲覧・レファレンス機能を十分に拡充、蔵書能力を大幅に増強 

 

議論の 

視点 
・図書館と活動の場の融合により、どのような事業展開が図れるか 

 

課題 対応策 

・ステージ機能の規模・設備が縮小されるため、

市民会館公会堂での活動（発表）の一部に支障

が出る。 

 

・利用人数が 100人を超える場合は、他文化施設（保谷

こもれびホールメインホール 662席・小ホール 250席、

コール田無多目的ホール 182席）を利用する。 

・利用人数が 100 人程度の場合は、多目的室及び視聴

覚室の２室の利用が可能 

 

意
見
ほ
か
特
記
事
項 

・３館を並列にして考えるのではなく、まず中央図書館を充実させることを優先順位のトップに置きつつ、

他機能との連携により、図書館が様々な活動に活用されることが期待される。 

・スタジオについては、規模の異なる複数室が設けられることが望まれる。  

・公民館や市民会館での市民団体の活動の場をいかに発展的に考えることができるかがテーマとな

る。 

  

メディア 40％

蔵書庫 16万冊

開架書架 14万冊　　計34万冊

地域行政資料  4万冊

閲覧機能 閲覧室新設/テーブル充実

レファレンス 情報端末設置など拡充

ＡＶコーナー 映像資料新設/ブース充実

事務室ほか

活動･支援･発表 25 ％

学習室<個人利用>

実習室<調理可>

スタジオ<防音>(複数)

視聴覚室<防音>

　≪簡易客席(100席)設置可≫

多目的室<防音>

　≪簡易舞台･客席(100席)設置可≫

多目的室(複数)<一部軽防音>

会議室(複数)､和室

保育室､印刷室､事務室等

ギャラリー

その他 35％

ロビー

共用部（通路･トイレ･機械室等）

交 流

活 動

支 援 発 表

メディア
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Ｃ 案 

 

ホール維持型 

  

 現在の市民会館公会堂の機能を同規模で維持し、
市民の発表の場を確保することを優先したプラン。 
 
 中央図書館はレファレンス機能の拡充を最優先で
確保し、閲覧席の増設と施設内の蔵書能力向上は若
干にとどまる。 

 

長
所･

期
待 

・市民の発表の場としての公会堂（ホール）を、現状水準で維持・確保できる。 

・公会堂の市外利用者の継続が見込める。 

 

議論の 

視点 

・公会堂に必要とされる席数とその効果 

・他機能のあり方 

 

課題 対応策 

・中央図書館の蔵書能力は、同規模市の平均

的な能力を大きく下回る。 

・中央図書館が市の図書館ネットワークの中核

施設として担うべき機能が十分強化されず、

市全体の図書館サービス向上が望めない。 

・活動の場として確保されるスペースが縮小（市

民の需要に応えきれない懸念） 

・蔵書庫の施設外での確保（他公共施設、レンタルなど） 

・開架書架への配架数の調整による開架スペースの確保 

 

 

 

・他施設（市民交流施設など）の利用 

・部屋数の確保（定員の調整） 

 

意
見
ほ
か
特
記
事
項 

・中央図書館機能としての活動の展開が難しい。 

・図書館の中でのゾーニングが難しい。 

・蔵書庫の別途確保を検討する際には人件費、レンタル料などの経費も考慮すべき。 

・公民館機能が十分に発揮しづらくなることが懸念される。 

・１市で二つホールを持つことに無理がある。 

・ホールの 500席という規模は適正か。 

・ホールの平日の利用率をいかに向上できるか（練習の場としての活用など）が検討課題となる。 

・現在の市民会館の体育室やプレイルームで行われている活動を継続できるスペースを確保できるか

懸念される。 

・スタジオについては、規模の異なる複数室が設けられることが望まれる。 

  

メディア 31％

蔵書庫 12万冊

開架書架 12万冊　　計27万冊

地域行政資料  3万冊

閲覧機能 閲覧席(机付)微増

レファレンス 情報端末設置など拡充

ＡＶコーナー 映像資料新設

事務室ほか

活動･支援 14％

学習室<個人利用>

実習室<調理可>

スタジオ<防音>

視聴覚室<防音>

多目的室(複数)<一部軽防音>

会議室(複数)､和室

保育室､印刷室､事務室等

発表 20％

公会堂

　≪固定舞台･固定席(500席)≫

ギャラリー

その他 35％

ロビー

共用部（通路･トイレ･機械室等）

交 流

活 動

支 援 発 表

メディア
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Ｄ 案 

 

抑制型 

 

 図書館､活動の場､発表の場の全てを抑制された状
態で共存させたプラン。 
 
 照明･音響設備を持ち舞台･客席とも可動式の小規
模ホールで幅広い演目に対応。 
 
 図書館は重点課題のレファレンス機能と閲覧スペ
ースの拡充に特化して対応。 

 

長
所･

期
待 

・中小規模の発表は、引き続き発表可能 

・公会堂の市外利用者の継続が見込める。 

 

議論の 

視点 
・新施設としてのセールスポイントは何か 

 

課題 対応策 

・中央図書館の蔵書能力は、同規模市の平均

的な能力を大きく下回る。 

・中央図書館が市の図書館ネットワークの中核

施設として担うべき機能が十分強化されず、

市全体の図書館サービス向上が望めない。 

・活動の場として確保されるスペースが縮小（市

民の需要に応えきれない懸念） 

・蔵書庫の施設外での確保（他公共施設、レンタルなど） 

・開架書架への配架数の調整による開架スペースの確保 

 

 

 

・他施設（市民交流施設など）の利用 

・部屋数の確保（定員の調整） 

 

意
見
ほ
か
特
記
事
項 

・中央図書館機能としての活動の展開が難しい。 

・図書館の中でのゾーニングが難しい。 

・蔵書庫の別途確保を検討する際には人件費、レンタル料などの経費も考慮すべき。 

・公民館機能が十分に発揮しづらくなることが懸念される。 

・スタジオについては、規模の異なる複数室が設けられることが望まれる。 

メディア 34％

蔵書庫 12万冊

開架書架 12万冊　　計27万冊

地域行政資料  3万冊

閲覧機能 閲覧室新設

レファレンス 情報端末設置など拡充

ＡＶコーナー 映像資料新設

事務室ほか

活動･支援 16％

学習室<個人利用>

実習室<調理可>

スタジオ<防音>

視聴覚室<防音>

多目的室(複数)<一部軽防音>

会議室(複数)､和室

保育室､印刷室､事務室等

発表 15％

多目的ホール

　≪可動舞台･可動席(250席)≫

ギャラリー

その他 35％

ロビー

共用部（通路･トイレ･機械室等）

交 流

活 動

支 援 発 表

メディア
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５ 附帯意見 

 

（１）中央図書館機能の充実について 

 

提言書に示した新施設が持つべき主要な機能については、いずれも重要なものと考

えて提示したものですが、とりわけ中央図書館機能は、現状規模が多摩 26市の平均の

半分にも満たないこと、平日の日中は市外に通勤・通学している市民も含め最も幅広

い市民に利用されている施設であること、中央図書館の蔵書･レファレンス等の能力が

市の図書館ネットワーク全体のサービス水準に直結するものであることを踏まえ、特

に思い切った機能拡充を図るべきだと考えます。 

提言書の内容を踏まえつつ、より良い施設となるよう、行政においてさらに検討を

深められることを求めます。 

 

（２）複合施設の運営について 

 

複合施設は、これまでの西東京市にない、文化施設･図書館・公民館が相互に融合･

連携･協働する施設となって、新たな価値が提供されることが望まれますが、そのため

には、これまで各施設が培ってきた経験等が継承されることも必要です。 

また、機能の融合･連携･協働をどのように実現していくのか、具体的な組織体制や

仕組みづくりを含めた運営について、検討を深められることを求めます。 

 

（３）施設へのアクセスと周辺の交通環境について 

 

建設予定地とされている現在の西東京市民会館の敷地は、田無駅北口から徒歩８分

程度であり、現在の中央図書館･田無公民館よりも遠いとはいえ、距離的には徒歩圏内

にありますが、駅から当該敷地までの徒歩アクセスは単調な細い道路となっており、

実際よりも長く感じられます。また、現在の正面道路(施設西側)は、幅員が狭い割に

は車両通行量が多く、歩きやすい環境にはありません。 

そのため、田無駅から施設までのアクセス環境の改善を図るとともに、施設の正面

入口を現在とは異なる方角に設けることを検討すべきです。加えて、自転車や自動車

で多くの利用者が来館できるよう、十分な駐輪場と駐車場を確保することを求めます。 

 

（４）収容人員 1,000人規模のホールの設置について 

 

今回の合築複合化では、前提条件として現在の西東京市民会館の敷地の利用が予定

され、当該敷地での大規模ホール建設は物理的に不可能であるため、検討の具体化は

されませんでした。 

今後、保谷こもれびホールの更新期も踏まえ、新たなホールの設置も含めて、改め

て検討を行うことを求めます。 
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（５）合築複合化事業の前提条件について 

 

３館合築複合化は、基本理念としては理解できるものの、現在の市民会館の敷地に

現行の市民会館、中央図書館、田無公民館の３館を合築することには基本的には無理

があるとの意見がありました。 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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基礎資料１ 基本プラン策定の目的と懇談会の役割について 

 

（１）基本プラン策定の目的 

 

西東京市民会館、中央図書館・田無公民館の耐震対応について、耐震補強を実施し

継続使用するのではなく、各施設が抱える課題を解決するため、市民会館を建て替え

る。その際、公共施設の総量抑制の視点から、現状の施設規模・機能を維持する単純

な建て替えではなく、市民会館と中央図書館・田無公民館との合築複合化を図ること

とした。 

このことに伴い、各施設に求められる機能を整理し、３つの施設が併設される単な

る複合施設ではなく、各施設の機能が相互に融合し合う新たな施設を目指し、必要な

機能やコンセプトをまとめた合築複合化基本プラン（以下、「基本プラン」という。）

を策定する。 

 

（２）合築複合化基本プラン策定懇談会の役割 

 

新たな施設に必要とされる機能やコンセプトなど、基本プランを策定するために、

必要な事項を協議及び検討し、当該検討結果を市長に提言する。 
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基礎資料２ 西東京市の現状について 

 

（１）概況 

 

本市は、東京都の西北部、武蔵野台地のほぼ中央、都心より約 20kmに位置している。

北は埼玉県新座市、南は武蔵野市及び小金井市、東は練馬区、西は小平市及び東久留

米市に接し、西から東になだらかに傾斜したほぼ平坦な地域であり、植物の育成に適

した関東ローム層の地質を有している。 

市域は 15.85 平方キロメートルの面積を有し、市街化が進行した住宅都市であり、

土地利用は、鉄道駅周辺の複合的市街地、それらを中心とした良好な住宅地が形成さ

れている。 

地目別では宅地が 59.6％と最も多く、中でも一般住宅地が 44.8％と大半を占めてい

る。 

平成 27（2015）年 10月末日現在、本市の人口は 199,025人、世帯数は 93,523世帯

（住民基本台帳）である。 

 

（２）西東京市の人口推計 

 

① 平成 27（2015）年から平成 57（2045）年にかけて、人口は約 0.5 万人（2.8％）

減少 

② 平成 57（2045）年の高齢者人口は約 6.9 万人（人口構成比 35.8％）で、平成 27

（2015）年よりも約 2.3万人（50.2％）増加 

③ 平成 57（2045）年の生産年齢人口は約 10.5万人（人口構成比 54.4％）で平成 27

（2015）年よりも約 2.2万人（17.8％）減少 

④ 平成 57（2045）年の年少人口は約 1.9 万人（人口構成比 9.8％）で平成 27（2015） 

年よりも約 0.6万人（23.7％）減少 

 

市の人口は増加傾向にあり、平成 32（2020）年にピークを迎え、約 20.4 万人に達

するが、その後減少に転じて、平成 57（2045）年には約 19.3 万人まで減少する見通

しである。 

年齢階層別で見ると、65 歳以上の高齢者人口は増加を続け、平成 27（2015）年の約

4.6万人（人口構成比 23.2％）から平成 57（2045）年には約 6.9万人（人口構成比 35.8％）

に達する一方で、15～64歳の生産年齢人口と 15歳未満の年少人口は一貫して減少し、

生産年齢人口は約 12.8万人（人口構成比 64.4％）から約 10.5万人（人口構成比 54.4％）

に、年少人口は約 2.5 万人（人口構成比 12.5％）から約 1.9 万人（人口構成比 9.8％）

まで減少すると予想される。 
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将来人口推計 

 
※平成 27年 7月 1日 本市人口推計による 

 

（３）都市計画（西東京市都市計画マスタープラン（Ｈ26.3）から抜粋） 

 

① 土地利用 

本市の土地利用は、住宅地の割合が非常に高く、今後も住宅を中心としたまちと

して良好な住環境を確保する必要が挙げられている。さらには、「みどり」の豊かさ

を十分に活かした住宅都市として価値を高めるようなまちづくりを進めていくこと

が重要とされている。 

 

② みどり 

まとまりのあるみどりを有する拠点周辺を「みどりの拠点地区」とし、みどりと

のふれあいや健康づくり、散歩の目的地など、地域にとって魅力あるみどりの拠点

としての機能を損なわないようなまちづくりを行っている。 

平成 14 年から平成 19 年の５年間における土地利用の変化動向を見ると、住宅系

の土地利用が増加する一方で、産業系の土地利用が減少している。 
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127,961 130,021 129,075 126,017 119,920 111,755 105,245 100,215 96,351 93,174

46,040 49,251 51,588 55,491 60,641 66,116 69,166 70,085 68,691 65,449
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土地利用の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、みどりに比較的恵まれているが、近年は農地の宅地化などが進むことに

よって徐々にみどりが減少しつつある。 

その一方で、本市の中央には、西東京いこいの森公園が整備されたほか、都立東

伏見公園・石神井川の整備が進みつつあり、練馬区の武蔵関公園や小金井市、小平

市、西東京市、武蔵野市の４市にまたがる都立小金井公園とともに、みどりの拠点

が充実している。 

 

土地利用（宅地）の変化動向（H14～H19)
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③ 水辺 

市内を流れる水辺を活用し、みどりと水に親しめるいこいの空間となるよう整備

を進めている。 

中でも将来都市構造で水辺軸のひとつに位置付けた石神井川沿いは、東京都が進

める道路事業（西東京３・２・６号調布保谷線）、公園事業（都立東伏見公園）、河

川事業（石神井川）と連携して、東伏見稲荷神社と一体となったみどりと水に親し

める空間づくりを進めている。 

 

④ 都市景観 

東京都景観計画（平成 23 年４月改定）に基づいて、玉川上水景観基本軸沿いや本

市全域で一定規模以上の建築・開発行為や工作物の設置等に対して、周辺地域の街

並みや環境に配慮するよう誘導している。また、公共建築物の建築・改築、道路・

公園等の整備に際しては、周辺景観との調和に配慮するものとし、地域の街並み形

成が不十分な地域においては先導的な役割を果たすよう計画段階から留意すること

としている。 

 

⑤ 交通環境 

本市では、幹線道路網の整備水準が低いことなどから、各所で発生する渋滞や迂

回する車の住宅地への進入、火災時の延焼を防ぐ延焼遮断帯のネットワークの不足

などの課題がある。幅員の狭い生活道路網は、歩行者にとって危険であり、防災面

や緊急時の対応にも課題があると考えられている。 

また、鉄道不便地域の解消や高齢者や障害者などの移動手段の充実など、市内の

交通網の利便性、安全性、防災性の向上を図ることが求められている。 

そこで、市内の道路を「広域幹線道路」「一般幹線道路」の都市計画道路等や、「主

要生活道路」「生活道路（区画道路）」に体系化し、整備を進めることによって安全・

安心に移動できる道路ネットワークの形成を目指している。 
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交通網整備方針図 
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⑥ 防災まちづくり 

市内には、災害発生時に緊急避難場所としての活用を目的とした災害時協力農地

がある一方で、狭い道路を挟んで建物が密集している地域があり、地震や火災が発

生した際に、被害拡大の恐れがあるほか、消防車両、救急車両の通行が困難な状態

にあるため、その対応が求められている。 

また、幹線道路網の整備や避難所の充実などにより、避難・救援のための空間を

整備することも必要となっている。 

さらに、水辺空間を安心して楽しむためには、水害対策や河川周辺のがけ崩れ対

策も重要となっている。 

こうした観点から、災害の発生に備え、被害の拡大を防ぐとともに、確実な避難・

復興活動ができるような防災まちづくりを推進している。 

地域防災の要となる骨格防災軸や延焼遮断帯（主要、一般）ならびに地域防災計

画において位置付けられている広域避難場所などの避難施設は、次に示すとおりで

ある。 

 

 

防災まちづくり方針図 
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⑦ 人にやさしいまちづくり 

本市では、「西東京市人にやさしいまちづくり条例」（平成 19 年 12 月制定）に基

づき、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、大人も子どもも、すべての市民

が安心して快適な日常を営み、社会的自立や社会参加を容易にし、ひとしく社会、

経済、文化その他さまざまな分野の活動に参加できる地域社会を実現することとし

ている。 

市役所庁舎においては、だれもが安心して利用できる庁舎を目指して、ユニバー

サルデザインの整備を継続して行うとともに、敷地内の緑化や建築物の維持管理を

通じて、快適性の向上を図る。図書館・公民館、文化･スポーツ施設等においても、

だれもが利用しやすい公共施設となるよう、バリアフリー化や改良等の対策を検討

している。 

また、市民の日常生活に欠かせない店舗や生活利便施設などにおいては、店舗の

出入口等の段差を解消するなど、だれもが気軽に利用できる整備を促進している。 

 

（４）施設計画に関連した課題（西東京市第２次基本構想・基本計画（H26.3）から抜粋） 

 

① 地域コミュニティの再構築 

自治会・町内会などの地縁組織やその活動は衰退する傾向にあり、これまで地域

が担っていた助けあい・支えあいなどの共助（相互扶助）の機能やしくみの弱体化

が進んでいる。一方、地域福祉の推進や子どもの見守り、防犯・防災、高齢者や障

害者の支援など、地域が抱える課題は多様化してきており、行政だけではこれらの

課題の解決につなげることはむずかしく、地域の力が発揮できる地域コミュニティ

の再構築が求められています。また、東日本大震災では、生命や生活を守るための

助けあい・支えあいなど、地域の連携や協力の重要性が再認識された。 

そのため、地域活動に関する情報提供や啓発活動、機会の提供などを積極的に進

めることで、各地域で活動する地域組織を活性化させることや、地域の生活や活動

にかかわる学校、企業、行政機関、ＮＰＯ、市民活動団体などの横の連携による自

助・共助（相互扶助）の機能を強化させつつ、地域課題解決のためのしくみづくり

を進める必要がある。 

 

② 地域の自立と行財政改革の推進 

本市は、これまで合併に伴う財政支援や職員定数の削減などにより、財政効果を

最大限に活かしたまちづくりを進めてきた。しかし、特例的な財政支援が段階的に

縮減する中、社会経済情勢の変化や雇用情勢などの影響により、人口は増加してい

るものの市税収入は伸び悩んでいる。さらに、社会保障関係経費の増加、新たな課

題への取組や多様化する市民ニーズへの対応などによる財政の硬直化は今後一層進

むことが想定される。また、地方分権改革の進展による「地域のことは、地域が決

める」という取組が進み、地域の自主性、自立性は増大する中、これまで以上に戦

略的な自治体経営が求められており、政策立案の視点を高めつつ、厳しい財政状況

のもとで安定した行政運営を進めるため、限られた行政資源を重要な施策に重点的
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に配分する「選択」と「集中」を行い、行財政改革をさらに推進する必要がある。 

特に、合併時からの課題である公共施設の適正配置・有効活用については、市域

全体を見渡した上で、必要性や機能面などを検討し、計画的に対応する必要がある。 

 

③ 少子高齢化への対応と協働によるまちづくり  

本市における 14歳以下の年少人口は、平成 23（2011）年 10 月１日時点の 25,310

人から平成 35（2023）年には 21,770 人（14％減）にまで大きく減少する見込みで

す。その一方で、65歳以上の高齢者は、平成 23（2011）年 10 月１日時点の 40,668

人から平成 27（2015）年の 48,158 人に急激に増加した後、ゆるやかな増加傾向と

なり、平成 35（2023）年には 50,377 人まで増加すると予測されている。高齢者の

人口に対する割合（高齢化率）は、平成 23（2011）年の 20.5％から平成 35（2023）

年には 25.4％に達するとされている。  

このように、少子高齢化は一段と加速することが予測されており、子どもを育て

やすく、高齢者なども安心して暮らせる環境の整備や、積極的に社会に参加してい

きいきと暮らせるまちづくりを推進することが大切とされている。 

本市では、市民参加の機会を積極的に提供することで、市民との協働によるまち

づくりを推進してきた。地域社会に対する市民の参加意識の高揚は、ＮＰＯや市民

活動団体などの誕生につながり、福祉や環境の分野などで多くの活動が実施されて

いる。 

今後もＮＰＯや市民活動団体などによる活動が展開され、市民とともにまちづく

りを進めることが求められている。 

 

④ みどりの保全と低炭素社会づくりの推進 

本市は都心に近いながらも農地や屋敷林などが残されており、比較的みどりに恵

まれていますが、都市開発などが進み、みどりは年々減少する傾向にある。 

みどりは憩いややすらぎを与えるばかりでなく、地域の生態系の維持や地球レベ

ルの環境問題の解決にも寄与する貴重な資源であるため、今後も保全に努める必要

がある。また、近年の環境問題は、大気汚染や水質汚濁、騒音、振動などの身近な

問題だけでなく、地球温暖化など、地球規模で深刻化している。 

地球温暖化対策については、国や東京都から低炭素社会づくりをめざした二酸化

炭素（CO2）排出量の削減に向けた取組が示され、市民や団体、事業者などの環境意

識の高揚も見られるが、今後も省資源・省エネルギーの促進や再生可能エネルギー

の普及など、低炭素型ライフスタイルへの転換が求められている。 

 

⑤ 都市基盤整備と防災・防犯対策の推進 

本市は、幹線道路などの整備水準が低いことから、通過車両が住宅地に入り込む

などの問題が生じており、幅員の狭い生活道路は、歩行者や自転車にとって危険で

あり、防災面や緊急時の対応にも課題があると考えられる。 

都市計画道路は、交通の円滑化、快適な歩行空間の確保、通過車両の流入抑制、

防災性の向上などの多様な機能をもっている。このような都市計画道路をはじめ、
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生活道路を含めた体系的で、利便性、安全性、防災性の向上を図ることができる道

路の整備が求められている。 

また、長期的な取組として、危険な踏切を解消し、道路交通の遮断を解消する一

体的なまちづくりを進めるための鉄道連続立体交差化などについての検討が求めら

れている。 

雨水いっすい水対策については、近年、市内の浸水被害は減少しているが、引き

続き計画的な雨水管整備や貯留施設などの整備が求められている。 

平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災や、今後、南関東地域での直下型

地震発生への懸念から、市民の安全・安心に対する意識は高まっている。 

公共施設の耐震化や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化などを進めることで、災

害に強いまちづくりを目指すとともに、公助による防災対策だけではなく、市民や

団体などが行政や関係機関と連携し、地域ぐるみで自助や共助による防災対策を推

進する必要がある。 

また、近年、振り込め詐欺やインターネット犯罪などの新たな犯罪も発生してお

り、地域での子どもや高齢者の見守りなど、市民や関係機関と連携した防犯対策を

さらに推進する必要がある。 

 

⑥ 産業の振興と地域経済の活性化 

世界的な経済の停滞や東日本大震災による消費活動や生産活動の落ち込みは、本

市においても税収の減少だけではなく、市民生活や雇用などにも少なからず影響が

あると考えられる。 

そのため、時代のニーズに即した産業振興のための取組や市外からの集客の向上

につながる取組、市内事業者数の向上のための起業しやすい環境整備の取組などに

より、税収の増加につなげるとともに、新たな雇用を生み出し、地域経済を活性化

することが求められている。 

また、住宅都市としての特徴を考慮した上で、地域と調和できる産業施策を推進

しつつ、農業・商業・工業の連携強化による相乗効果も発揮できるような、特色あ

るまちづくりを進めることが求められている。 

 

⑦ まちの魅力の向上と内外へのアピール 

本市は江戸時代に青梅街道の宿場町として栄えた長い歴史を有するとともに、関

東地方でも有数の規模を誇る下野谷遺跡などの文化財がある。また、東大生態調和

農学機構の農場や演習林などのみどりが今でも武蔵野の面影を残している。 

その一方で、区部に隣接し都心に近く、通勤・通学にも便利な住みやすい住宅都

市としての顔を持つとともに、複数の大学や企業が立地し、世界最大級の先進的な

プラネタリウムを擁する多摩六都科学館もあり、多くのＮＰＯや市民活動団体が主

体的に活動するなど、さまざまな魅力的資源を有している。 

これらのまちの魅力を向上させることは、そこに暮らす人々に元気を与えるとと

もに、にぎわいが生まれ、まちへの愛着となり、新たな「まちの顔」をつくること

にもつながる。 

今後は、新たな価値を見出しながら、人や企業、各種団体などと連携し、市内に
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存在する多くの価値（ひと・もの・こと）を市内外にアピールするなどの取組を計

画的な視点に立って進める必要がある。 

 

（５）計画資料（西東京市都市計画図（Ｈ25.4）から抜粋） 

 

合築予定地に係る用途地域等は、次のとおり。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  項目 現況 

① 用途地域 第１種住居地域 

② 建ぺい率 60％ 

③ 容積率 200％ 

④ 高度地区 第２種 

⑤ 防火・準防火地域 準防火 

⑥ 高さ制限 － 

⑦ 日影が規制される建築物 高さが 10ｍを超える建築物 

⑧ 測定水平面 4.0ｍ 

⑨ 規制される日影時間 ５ｍを超える範囲：４時間以上 

10ｍを超える範囲：2.5時間以上 

田無駅 
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基礎資料３ 市民会館、中央図書館、田無公民館の現状と課題について 

 

（６）西東京市民会館 

 

西東京市民会館は、開館から今日まで、社会情勢の変化に合わせて施設用途

を変遷させながら、長く市民に利用されてきた施設です。 

現在は、文化施設として位置づけられ、文化芸術活動を中心に、市民の多目

的な利用に対応しているほか、公会堂を中心に、市外からの利用者も多い施設

となっています。 

 

① 施設の現状 

＜施設の概況＞ 

所 在 地 西東京市田無町 4丁目 15番 11 号（田無駅北口から徒歩 8分） 

面 積 敷地面積：2,702 ㎡、延床面積：4,781㎡ 

建 築 年 昭和 44（1969）年 （築 46年） 

構 造 鉄筋コンクリート造 地上５階・地下１階 

 

＜諸室の概要と平成 26年度利用状況＞ 

部屋名称 床材 
面積 定員 

利用 

件数 

利用 

区分数 

利用 

人数 
利用率 

（㎡） （人） （件） （区分） （人） （％） 

和室Ａ 畳敷 20 16 191 275 1,959 29.9 

和室Ｂ 畳敷 66 54 243 320 5,669 34.7 

第１会議室 Ｐタイル 37 27 366 478 6,025 51.9 

第２会議室 Ｐタイル 37 27 261 375 4,536 40.7 

第３会議室 Ｐタイル 37 27 396 497 5,723 54.0 

第４会議室 木質フローリング 33 18 406 539 3,845 58.9 

第５会議室 木質フローリング 64 54 297 396 8,093 43.0 

大会議室 木質フローリング 182 102 481 517 13,135 56.1 

多目的室-松 塩ビ系フローリング 75 54 425 532 9,717 57.8 

多目的室-竹 カーペット敷 75 54 216 293 6,098 31.8 

多目的室-梅 カーペット敷 62 42 159 252 3,386 27.4 

プレイルーム カーペット敷 112 100 558 651 18,108 70.8 

体育室 木質フローリング 190 - 771 861 27,309 84.6 

公会堂 ― 752 502 208 465 35,762 54.1 

学習室 Ｐタイル 62 48 ― ― 8,425 ― 

展示室 Ｐタイル 48 - 利用日数：253 日 ― 83.0 
 

※ 公会堂は、約 69.3 ㎡の舞台と照明･音響設備を備えたホール。定員欄は客席数を

記載。学習室は、個人利用の施設。 
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② 施設の課題 

現在の西東京市民会館が抱える主な課題として以下のようなものが挙げられます。 
 

ア 施設建物内の未利用スペースの存在 

◇建物の用途が変遷する中で使用されなくなった旧食堂や旧厨房をはじめ、

施設内に複数の未利用スペースが存在しております。 
 

イ 稼働状況から想定される問題 

◇和室の利用率は低く、会議室･多目的室の利用率もさほど高くはない状況で

す。原因として、各室の規模･仕様･設備等が需要に合っていない可能性も

考えられます。 

◇実際に、かつては宴会場として利用されていた経緯から、多目的室の椅子

がホテル仕様の持ち運びにくいものであるなど、利用しづらい面があるこ

とは否めません。 
 

ウ 施設建物の老朽化と耐震上の課題 

◇施設建物を継続使用するには耐震化を図る必要があります。 

◇施設の耐用年数（築後 50年）も迫っており、設備面でも老朽化が進んでい

るため、仮に耐震化を行って使用を継続する場合、空調等の設備機器につ

いても更新が必要となることが懸念されます。 

 

このように、西東京市民会館は、今も多くの市民に利用されているものの、必ず

しも有効に活用しきれてはいない施設となっています。 

また、耐震化して継続使用することも可能であるとはいえ、コスト面のメリット

があるとは言い切れず、また、単に長寿命化を図るのみでは施設の利用向上は望み

づらいことから、市としては建替えを行うべき施設と判断しました。 

 

（７）中央図書館 

 

中央図書館は、西東京市の図書館ネットワーク全体の中核を担う施設です。 

実際に来館する利用者は近隣の住民が多いですが、中央図書館だけで保存している

地域行政資料や、蔵書庫にある資料も含め、保有する資料は近隣地域のためのもので

はなく、全図書館共通の財産として捉えるべき点に留意が必要です。 

 

① 施設の現状 

＜施設の概況＞ 

所 在 地 西東京市南町５丁目６番 11 号（田無駅南口から徒歩３分） 

面 積 敷地面積：2,202 ㎡（田無公民館と共有）、延床面積：1,571 ㎡ 

建 築 年 昭和 50（1975）年 （築 40年） 

構 造 鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階 
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＜主な施設内容＞ 

 面積 収容能力 現在の所蔵数 収容率 

 （㎡） （冊） （冊） （％） 

開架室 795 約 85,000 約 128,000 約 150 

郷土資料室･郷土資料閲覧室 68 約 10,000 約 30,000 約 300 

書庫 180 約 70,000 約 85,000 約 120 

合  計 1,043 約 165,000 約 243,000 約 150 

 

＜他市との比較＞ 

 

施設面積 竣工年月 蔵書数 貸出数 人口 座席数 

（㎡）  (千冊） （千冊） （千人） 机あり 机なし 

西東京市 1,571 1975 年 6 月 255 607 197 53 38 

東村山市 1,582 1974 年 3 月 191 461 153 110 11 

日野市 2,220 1973 年 4 月 258 323 179 76 52 

東久留米市 2,545 1987 年 1 月 258 362 116 54 46 

三鷹市 3,172 1984 年 7 月 412 546 180 173 17 

調布市 3,611 1995 年 2 月 809 1069 223 102 99 

小平市 4,704 1984 年 12 月 444 467 185 109 74 

立川市 4,951 1995 年 1 月 473 553 178 158 95 

府中市 6,077 2007 年 8 月 889 1385 252 361 114 

武蔵野市 7,529 1995 年 4 月 583 904 140 162 101 

平均 3,797 ― 457.2 667.7 180.3 135.8 64.7 

※比較対象としたのは、人口・面積が西東京市と近い市及び西東京市に隣接している市 

※典拠資料「日本の図書館 2014年版」（平成 26年４月１日基準）、座席数は「東京都

公立図書館オールガイド」（平成 27年４月１日現在） 

 

② 施設の課題 

現在の中央図書館が抱える主な課題として以下のようなものが挙げられます。 
 

ア 蔵書能力の不足 

◇市図書館全体の蔵書数が近隣自治体より少なく、特に図書館ネットワーク

全体の中核を担う中央図書の規模の小ささが際立っています、 

◇現在の中央図書館の蔵書庫は、本来の収容能力を大幅に超えた蔵書を抱え

ており、作業スペースを十分に確保できていませんが、現在の低い天井高

のままでは館内の蔵書能力向上を図ることはできません。 

補完策として他の図書館における収容力の向上を図っていますが、問題の

根本的な解決には至っていません。 
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イ 閲覧スペースの不足 

◇全体として閲覧席数が少なく、特にスペース上の問題から机の配置が難し

いため、図書館の資料を活用した学習を施設内で行いづらい環境である点

が課題です。 
 

ウ レファレンス機能の不足 

◇スペース上の問題からレファレンス専用カウンターを設けることができて

おらず、多摩 26 市中では 20 市が設置済みという状況から大きく後れをと

っています。 

◇高度に情報化が進んだ現在の状況を踏まえると、レファレンス専用情報検

索端末の導入も望まれますが、スペース上の問題で実現できない状況にあ

ります。 
 

エ 施設建物の老朽化と耐震上課題 

◇施設建物は築 40年が経過しています。耐震上の課題も抱えているため、継

続使用するのであれば耐震化が必要です。 

 

このように、中央図書館は、主に施設が狭小であることが原因となって、図書館

ネットワーク全体の中核施設としての本来の機能を十分には果たせていない状況に

あります。 

施設建物は、耐震改修を行えば継続使用することも可能ではあるものの、上記の

課題が固定化し、図書館ネットワーク全体のサービス向上が制約されることが懸念

されます。 

 

（８）田無公民館 

 

田無公民館は、旧田無市の中央公民館として、中央図書館との併設施設として開設

されました。公民館主催事業から生まれた多くの自主グループ等の利用があり、市内

公民館の中でも利用率の高い施設となっています。 

 

① 施設の現状 

＜施設の概況＞ 

所 在 地 西東京市南町５丁目６番 11 号（田無駅南口から徒歩３分） 

面 積 敷地面積：2,202 ㎡（中央図書館と共有）、延床面積：1,241 ㎡ 

建 築 年 昭和 50（1975）年 （築 40年） 

構 造 鉄筋コンクリート造 地上３階・地下１階 
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＜諸室の概要と平成 26年度利用状況＞ 

部屋名称 床材／附帯設備 
面積 定員 

利用 

件数 

利用 

人数 
利用率 

（㎡） （人） （件） （人） （％） 

集会室（和室） 畳敷き 68 50 756 6,741 73 

会議室 カーペット敷き 42 24 815 6,774 78 

第１学習室 Ｐタイル 39 24 806 7,562 77 

第 2学習室 Ｐタイル 54 36 821 10,574 79 

実習室 木質フローリング、調理台あり 135 40 767 9,567 74 

視聴覚室 カーペット敷き 108 70 939 16,040 90 

保育室 （保育のみの利用は不可） 48 15 139 1,680 ― 

団体印刷室 印刷機･紙折り機あり 21 ― ― ― ― 

ロビー 展示パネル･展示レールあり 84 ― ― ― ― 

 

② 施設の課題 

現在の田無公民館が抱える主な課題として以下のようなものが挙げられます。 

 

ア 不十分な設備環境 

◇十分な防音の施された部屋がなく、音楽系の活動（太鼓等）は、各部屋に

よっては音量や活動可能時間帯の面で制約を受けており、活動しづらい状

況にあります。 

◇工作台(作業机)の設置された部屋は、実習室（調理室も兼ねる）のみとな

っており、美術系の活動にとっては、活動しやすい環境が限られています。 

 

イ 施設建物の老朽化と耐震上課題 

◇施設建物は築 40年が経過しています。耐震上の課題も抱えているため、継

続使用するのであれば耐震化が必要です。 

 

このように、田無公民館は、活動環境の面で不十分な状況にありながら、耐用年

数も迫る中で思い切った改修はしづらい状況にあります。 

施設建物は、耐震改修を行えば継続使用も可能ではあるものの、上記の課題が固

定化され、活動環境の制約を改称することは難しいのが実情です。 
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懇談会における議論の概要 

 

 

＜第１回懇談会＞ 平成 27 年７月 30 日  

◇今までの施設のあり方を継承するのではなく、子どもたちに夢を持たせることのでき

るような新しい施設として考えるべき。 

 

＜第２回懇談会＞ 平成 27 年８月 18 日  

◇廊下やエレベーターが狭いと怖い。また、車椅子やベビーカー、足が不自由な方にと

って、エレベーターがないと動けないような施設では心配。 

◇廊下やエレベーターなど共用スペースが狭くなく、かつ、停電の際にも移動が可能な

安心な建物であってほしい。 

◇中高生の居場所づくりが必要。 

◇蔵書をたくさん持っていても活用するスペースがなければ仕方がない。 

◇蔵書数が多いということが必要なのかという点は考えた方が良い。 

◇単に本が並んでいるのではなく、ゆったりと閲覧できるスペースがあるとよい。 

◇開架書架を減らしてでも閲覧スペースを設けるようなことをすれば、西東京市らしい

図書館のあり方になるのではないか。 

◇統廃合される小学校に蔵書機能を持たせることで、読書や学習のスペースを広くとる

というアイデアもあると思う。 

◇地域のプラットフォームとなり、子どもたちからお年寄りまで様々な世代の育成の場

となるべき。小さな子どもを抱えた人も含め、あらゆる人が学習できる機能が必要。 

◇公民館では、学習や、地域づくり･人材発掘など地域活動をサポートしている。 

◇公民館も図書館も学習支援の機能ではあるが、何かを始めようとする人にとっての相

談窓口としてはまだ確立していない。 

◇１市でホールを２つ持つことに無理があるように思う。近隣にコール田無があること

も考慮すべきで、活動の場がゆったりと取れればよいのではないか。 

◇西東京市は文化活動が活発だが練習できる場が少なく困っている人が多い。メインホ

ールも大事だが、練習の場を確保してほしいという意見が強いと思う。 

◇ピクチャーレールなどを使用した市民ギャラリーのような機能があるとよい。 

◇そもそも３館の合築を市民会館の敷地で行うことにはスペース的な無理がある。 

◇ボランティアの方々の活動のためのスペースも確保できるとよいが、常に占有するわ

けではなくて、他の目的と共用することはできるかもしれない。 

◇そもそも図書館･公民館を駅から遠くに動かすのはよくない。今の立地での建て替えを

検討すべきだ。 
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＜第３回懇談会＞ 平成 27 年８月 27 日  

◇今の図書館･公民館には、小学生はまだしも中高生は余り来ていないように思う。将来

を担う子どもたちを育てていくような視点での施設にしていくことが大事。 

◇スタジオやホールといった音の出る施設と、静寂が必要な図書館のような施設を一緒

にすると苦情が出る。 

◇中高生は今でも十分に滞在していると思うので、その世代に特化したスペースの確保

は必要ない。 

◇その世代に向けての特定の施設がない中高年こそ滞在の場が必要なのではないか。 

◇図書館は、一人でも、お金を持っていなくても、誰でも立ち寄れるのが特徴。 

◇一番大切なのは蔵書機能。どこの自治体でも最低20万冊くらいはあると思う。 

◇郷土資料室がしっかりとあり、そこに行けば西東京市のことがよくわかるようになっ

ていることが必要。 

◇本以外の情報として、インターネットや映像、音とかいうものをどう扱っていくのか

ということも重要ではないか。 

◇市民がそこにきて休む、情報を得て勉強する、鑑賞することまでできるとよい。 

◇地域のプラットフォームとなり、子どもたちからお年寄りまで様々な世代の育成の場

となるべき。小さな子どもを抱えた人も含め、あらゆる人が学習できる機能が必要。 

◇これからの社会教育では、教える人を育てていく「循環型学習社会」という考え方が

一つの重要な要素になる。 

◇学校を含め地域との連携が必要。 

また、学習支援の面では他施設や行政との連携も重要。 

◇市民の自治と参画による地域課題の解決に対する支援も必要。 

◇公民館の調理室･視聴覚室･ロビー･保育室といったものは必須。 

⇒保育室は公民館に限らず３館にとって必要な機能。 

◇文化施設としては、充実した近代的な1,000人規模のホールが欲しいが、ここにつく

るのは無理（もう少し田無駅の方がよい。）。ここは練習スタジオをつくるぐらいがよ

い。 

◇西武新宿線の南側に発表の場となる公共施設が乏しい。 

◇外観にこだわるより、使い勝手を重視すべき。 

 

＜第４回懇談会＞ 平成 27 年 10 月 19 日  

◇視察先では十分に使用されていない部屋も見受けられた。ニーズに対してずれていな

い施設であるべき。 

◇会議室としてもイベント時の展示スペースとしても使えるような、フリーの部屋をた

くさん用意することが大事。 

◇飲食ができるスペースもあった方がよい。 
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◇世代を超えた交流に使えるスペースを広くとってほしい。 

◇今の公民館では、ロビーに滞在する子どもたちと大人たちとの世代を超えた交流が行

われている。自由に居られて多目的に使えるスペースが大事。 

◇閲覧スペースを多くすることは懇談会の共通認識になっていると思うが、それにプラ

スして何をつくるかを考える必要がある。 

◇レファレンスの充実は絶対に必要。専用のインターネット回線もあってほしい。 

◇図書館に会議室や映像を見られる部屋もあると活動の幅が広がるが、複合化する中で

は共有して持つという選択肢もある。 

◇一般書架から大人の目の届く範囲内で適度に離れていて、小声であれば会話もできる

ような位置に、子どもたちが自由に使えるヤングアダルトコーナーがあるとよい。 

◇子どもたちの成長に関わっていく、育ちを支える図書館であってほしい。 

◇働く世代の大人も使える施設として、パソコンを持ってきて使えるようなスペースが

あるとよい。 

◇調理のできるスペースと、防音機能のあるスペースはあるとよい。 

◇暗幕があって映像の視聴ができる部屋があるとよい。 

◇ヨガや体操に使える、土足厳禁のカーペット敷きの部屋があるとよい。 

◇子どもに限らず大人も含めて、学習･教育について相談できる機能を社会教育施設とし

て持つ必要がある。 

◇市民会館の敷地で３館合築をやり切るなら、それぞれの機能が相当我慢をせざるを得

ない。そのような施設をつくるということで本当に良いのか。 

◇建物もさることながら、それを支える組織も大事。 

◇災害時の避難先としてのスペースと備蓄する場所を確保することも、市民の関心の高

いところだと思う。 

 

＜第５回懇談会＞ 平成 27 年 11 月 12 日  

◇蔵書庫を別途確保する場合、その施設の維持管理費や、資料運搬等に要する人件費も

含めた各種コストが生じることも考慮すべきだ。 

◇ヤングアダルトとは別に、小学生の勉強の場として、うるさくならない程度であれば

会話もできるスペースがほしい。 

◇現状の 500 人規模のホールがなくなってしまうと、公会堂を発表の場として利用し

ているたくさんの団体の活動に支障が出る。最低でも現状規模が確保されないと困る。 

◇今は都心まで出掛けて文化芸術にふれることができていると思うが、これから高齢化

が進む中で次第に遠出が難しい人も増えてくるだろうし、都心のホールが維持される

とも限らないことから、将来に向けて 1,000 人規模のホール設置を考える価値はある。 

◇施設へのアクセス等についても考慮が必要（歩行者誘導経路の整備/はなバスのルート

配慮/十分な駐車場･駐輪場の確保/前面道路の危険性への配慮など） 
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◇税金を投じて新たな施設をつくる以上、今まで使ってきた人たちだけの視点からでは

なく、これからを見ていくスタンスに立って財政的なことも含めて考える必要がある。 

 

＜第６回懇談会＞ 平成 27 年 11 月 27 日  

◇一人で居られる空間を設けることと、世代別の居場所が確保されることが必要。 

◇中央図書館の充実は、西東京市の図書館サービス全体の向上につながる。他の図書館

を利用する人から見ても、中央図書館にはしっかりしていてもらわないと困る。 

◇外部に提供するサービスを充実させるにしても、準備のためのスペース（バックヤー

ド）がないと実現できない。 

◇現状では多摩 26 市の中で 5 番目に小さな中央図書館を充実させ、閲覧室や座席を増

やし、ゆったり滞在して読書できるようにすることで、今は利用できていない市民が

利用できるようにしていくことが必要なのではないか。 

◇市民の自治と参画による地域課題の解決に対する支援も必要。 

◇市民会館の体育室やプレイルームは利用率が高く、継承されるべきではないか。 

 

＜第７回懇談会＞ 平成 27 年 12 月 18 日  

◇公会堂は、現在の 500 席という規模をいっぱいに使って活用している件数は少ないと

いうことであれば、350～450 席程度のフラットなものとし、座席も出し入れ可能な

ものとして、他の使い方にも対応できるようにするということも考えられる。 

◇練習の場としてのスタジオは、合唱やバンド演奏など使い方に合わせて３段階程度の

規模の異なるもが揃えられるとよい。 

◇６つの機能のうち「活動」「支援」「発表」は公民館･市民会館の機能であるため、括り

出してそれを明示するような書き方にすべき。 

⇒ここでいう「活動」は「学習･練習･創作等の活動」ということで、そのうち学習

については図書館にも関わりがある。 

⇒元の施設名称を入れ込むことにこだわると、これまでの垣根を越えたものを考え

ようという、この懇談会の検討の趣旨に合わなくなる。 

◇６つの機能のうち「中央図書館としての機能」のだけが施設そのものを指しているような

書き方になっているので違和感がある。「資料の集積」といったようなことを軸に整理した

言葉にしてはどうか。 

⇒中央図書館は市の図書館全体に影響を与える存在であり、また、図書館の司令塔

としての組織である点も重要であるため、「資料」という言葉で括るのは危険では

ないか。違和感があるのも事実だが「中央図書館」は外せないように思う。 

◇施設の理想像のところ、もっと教育施設であることを打ち出すべきではないか。 

⇒最近では、文部科学省をはじめ、全体的な考え方として「教育」という言葉より

「学習」という言葉が使われる傾向にある。この懇談会でも、市民が自ら学び、

次の世代につなげていく「循環型学習」を目指すという議論をしてきので、今の

案にある「学習」という表現でよいと思う。 
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◇そもそも市民会館の敷地での３館合築はむりであるという意見もあったということを

記載すべきである。 

◇メディアという言葉は色々な取られ方をしすぎるのではないか。もっとわかりやすい

私たちが最初に考える言葉にした方がよい。 

◇機能の１つに「支援」が挙げられているが、支援が必要な人もいれば、余計なお世話

だと感じる人もいるのではないか。 

⇒単純に施設を借りて活動するというのも支援を受けていることになると思う。 

⇒施設を借りるのは権利だと思う。 

◇新しいものをつくることを主眼にすべきとの意見もあるが、今までの施設が果たして

きた役割が新しい施設でも活きるということも示しておいた方が、市民の納得が得ら

れると思う。各施設がそれぞれ活きることと、互いに連携･協働することの両方が大事

だと思う。 

⇒それが新しい西東京スタイルとして打ち出されるとなおよい。 

⇒この懇談会では、公民館をはじめ各施設が本来どうあるべきかを検討したわけで

はないので、他の公民館や図書館に影響を及ぼさないようにすべきだということ

も書けるとよい。 

◇各施設の運営をどうしていくかということが今後の検討課題になるということを付帯

意見か特記事項として記載しておくべきではないか。 

◇現時点での公会堂ホールの廃止は時期尚早だと思う。 
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＜第３回懇談会＞ 平成 27 年８月 27 日 ①  

 

 

田無公民館の機能 

 

■田無公民館の施設機能 

１ 調理室の機能を備えた部屋（実習室） 
 

２ 保育付事業を実施するため、保育機能を備えた部屋（保育室） 
 

３ 中央図書館との複合施設 
 

４ ロビー機能を配置した施設 
 

５ 視聴覚機能を配置した施設（視聴覚室） 

 

■田無公民館の事業機能 

 １ 学習支援保育事業 

  ○保育室運営会議、保育連絡会議ほか 

２ 青年期教育 

○あめんぼ青年教室（障がい者学級） 

  ○親子料理講座 

  ○モノづくり講座（アニメーション等） 

３ 成人期教育 

  ○田無カレッジ（高齢者対象講座） 

  ○保育付講座 

  ○多文化共生講座 

  ○防災講座 

  ○社会問題講座、ほか 

４ 広報活動（館共通） 

  ○公民館だよりの編集、発行 

５ 公民館市民企画事業（館共通） 

 ○説明会、審査会、企画懇談会、調整会、報告会、 

６ 視聴覚教育 

 ○映画上映会 

７ 地域交流活動 

 ○田無公民館まつり 

 ○人形劇フェスタ 
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中央図書館施設の状況と必要な機能について  

 

（１）中央図書館施設の状況 

＜主な施設内容＞                   （平成 26年度実績） 

施設名称 面積 収容能力 現在の所蔵数 収容率 

開架室 795㎡ 約 85,000冊 約 128,000冊 151％ 

地域・行政資料室 68㎡ 約 10,000冊 約 30,000冊 300％ 

書 庫 180㎡ 約 70,000冊 約 85,000冊 121％ 

合 計 1,043㎡ 約 165,000冊 約 243,000冊 147％ 

 

（２）中央図書館の必要な機能について 

①適正な面積についての考え方 

・横積みや箱詰めを解消した状態（収容率 100％）にする。 

・車椅子や乳母車が通れて利用できる書架間隔は２m10㎝以上必要である。 

・適正な面積を現状の所蔵数と収容率から算出すると。1,623㎡となる。 

＜内訳＞ 

施設名称 算出方法 適正な面積 

開架室 795㎡×151％ 1,201㎡ 

地域・行政資料室 68㎡×300％ 204㎡ 

書 庫 180㎡×121％ 218㎡ 

 

②上記以外に必要な機能 

閲覧スペース、レファレンス室（例：小平市 243㎡、立川市 340㎡）、カウンター、

貸出・返却処理作業スペース、検索機・予約棚、おはなしの部屋、子どもトイレ、

録音・対面朗読室、ボランティア作業室、サーバー室など 

 

（参考） 

「西東京市図書館基本計画・展望計画（平成 21年度～30年度）」からの抜粋 

＜図書館の機能＞ 

 ① 過去から受け継いだ市民の財産である貴重な資料を次代に受け渡す機能 

   ＊計画的な資料収集、分担収集、保存書庫 

 ② 誰でもが平等に自由に利用できる図書館の機能 

   ＊図書館利用が困難な人への配送、宅配サービス 

 ③ 地域に根ざした文化を守り発展させ、新しい文化の創造を支援する機能 

   ＊地域・行政資料の収集、保存、提供の工夫 

 ④ 類縁機関と連携し資料や情報の相互利用を行なう機能 

   ＊市内大学との連携協力、小・中学校等への読書支援 

 ⑤ 行政や商工農林団体、その他の機関や団体と協力し市民サービスを提供する機能 

   ＊各機関の資料や情報の提供、連携 

 ⑥ 利用者の秘密を守る機能 

   ＊利用者データの安全管理、図書館システムのネットワーク環境の強化 
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文 化 発 信 を 目 指 す 市 民 ホ ー ル の 建 設 を ！！ 

～駅近に 1,000人規模の文化ホールを～           

 

当市は比較的文化活動が盛んな都市と言えるであろう。 

 

人口 20万規模の都市には珍しく 3つのオーケストラ、２つの吹奏楽団、50余の合唱団（含・グ 

 

ループ、サークル）をはじめとする数多くの文化活動団体がさまざまな活動を展開している現状が 

 

ある。 

 

さらに 40年余に及ぶ市民文化祭では 200余の団体が、3500～4000人規模で活動し、或いは全 

 

国的にも注目されている市民映画祭は、他都市には類を見ないほどの関心を集めている。 

 

同時に多くの文化関係者が居住し合わせて若手芸術家の台頭も著しく、（例…市立青嵐中学・男 

 

子生徒・岡本侑也が第 80回＜平成 23年＞日本音楽コンクール・チェロ部門優勝、西東京市在住の 

 

女性チェリスト・矢口里菜子が第10回＜平成２５年度＞ビバチェロコンクール優勝等々）彼らは国 

 

際的に活動の輪を広げるなど、多くの市民が文化活動に強い関心を持っており、それにも関わらず 

 

文化施設が同規模の他都市に比べて著しく乏しい状況を呈している。 

 

近隣市の文化施設と人口 （多摩地区の主な市の人口順・1000席未満施設はこもれびを除き略、） 

施 設 名          ホール席数     人口（人） 

府中の森芸術劇場            2,027       255,000 

調布市グリーンホール          1,301       223,000 

西東京市保谷こもれびホール            660         196,000 

小平市民文化会館（ルネこだいら）     1,238       187,000 

立川市民会館（アミューたちかわ）    1,452       179,000 

日野市民会館（ひの煉瓦ホール）     1,100       179,000 

多摩市立複合文化施設（パルテノン多摩） 1,562       147,000 

武蔵野市民文化会館（アルテ）      1,354       138,000 

昭島市民会館              1,261       112,000 

武蔵村山市民会館（さくらホール）    1,048        70,000 

福生市民会館              1,062        59,000 

瑞穂ビューパークスカイホール      1,010        33,000（町制） 
 
【施設名と規模→全国公立文化施設協会資料、人口→2010国勢調査資料（千人未満切捨）】 
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なお当市ではこもれびホールのほかに市民会館（公会堂 502席）とコール田無（多目的ホール 

 

182席）を擁しているが、音響効果が悪い、舞台袖が狭い、準備室が狭い、あるいは無い…、等々 

 

の使い勝手の悪さが数多く指摘され、多様な発表活動に種々の制約が伴い利用者側から大きな不満 

 

と共に利用が敬遠されているのが現状である。 

 

またこもれびホールは音響効果の良いホールとして定評があるものの、最寄り駅（保谷駅・ひば 

 

りヶ丘駅）から離れており、合わせて田無地区からの利便性に乏しく市民の不満が多いのも実情で 

 

ある。合わせて 660 席の中ホールではそれなりの特性（室内楽や独奏、独唱等に最適）があるもの 

 

の 1.000規模以上のホールで公演可能な催事は不可能であり、集客力もおのずと制限がかかってこ 

 

よう。ただ採算性については課題が多いとは言え、そこは受託した指定管理者の能力次第といえる。 

 

なお多摩地区の近隣市町においては既に 1,000 人規模以上のホールが多く建てられているが、こ 

 

の状況は首都圏の隣接県や関西圏では当地区を凌ぐ状況を呈している状況がある。 

 

その上平成 13年政府において文化芸術振興基本法の制定を機に全国に先駆けて「西東京市文化 

 

芸術振興条例」を制定した当市においては、文化発信に課せられた課題は少なくないと思われ、そ 

 

の観点からも文化施設の一層の充実を望むものである。 

 

以上のような事情から 3館合築においては現市民会館の敷地では 1,000人規模以上のホール建設 

 

をすることは不可能である。しかしながら無理やり３館を成立するために現在の規模のような中ホ 

 

ールや小ホールでは全く意味がない。 

 

20万都市西東京市にふさわしい市民ホールとしては、より収客が見込める駅近の場所（現田無 

 

庁舎近辺）において 1,000人規模以上の市民ホールの新たな建設計画を強く要望するものである。 

 

 

西東京市文化芸術振興推進委員会有志 
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＜第５回懇談会＞ 平成 27 年 11 月 12 日  

 

 

複合施設について 

 

1. 3館複合化の考え方 

 個々の施設ごとに考えるのではなく、トータルで考える事が必要。 

 ハードな機能を考える前に、ソフトな考え方、機能を考える事が重要で、ハードを考える時にいつもそこへ戻れるような

基になる考え方を創り出す。そのためには、様々な分野の市民が参加しクリエイターのような力も借りて理念を産みだす

作業が必要なのではないか。多くの市民が納得出来るものにしていく事を考えていきたい。 

 まずは中央図書館について考えるところから始めたらどうか。中央図書館のあり方と必要な機能を確認すべき。現状を

見れば改善しなければいけないのはほぼ全員の合意が得られると思う。ただ、保管機能の一部などで他の施設を有効

活用する事も視野に入れる。 

 3館の機能、役割の違いを確認するとともに、共通の部分を確認する。 

 公民館、市民会館は、ソフトの部分、運用の部分が重要。 

 市民会館のホールは別に検討した方がわかりやすい。 

 交流が出来るような、ゆとりのあるスペース、共有スペース、多目的スペースがキーポイントのような気がする。 

 合築で一緒になるという前提でなく、公民館、市民会館の機能をソフトハード両面から話し合う事が出来たら良いのに

と思う。 

 

2. 幅広いあり方（3館に限らず） 

 他の分野との複合施設などの新しい流れは考えられないのか。この 3館だけを考えるのか。検討の幅を拡げたい。 

 市民ホールは別に考えたらどうか。1,000人規模のホールやホール不要という意見や要望も含めて検討する。 

 ホールを別に検討すれば、スペース的に余裕が出来るのではないか。 

 形や名前にこだわらずに他地域の施設のあり方をもっと参考にした方が良いのではないか。文化施設に限らず、子育

て、創業支援などの施設も含めて。 

 最近 5年間くらいに出来た都内、近隣の公共施設（複合施設に限らず、公設民営も含める）をリスト化していただ

けるとうれしい。 

※中央図書館の必要条件を出していただく事で、かなり見えてくるのでは。3 館合築に焦点を絞らずに広く考えたいが、それ

はこの懇談会の役割ではないのか。市役所との合築を考え、市民ホールは別に検討する事になればかなり話が進むので

はないか。西東京市のあり方全体の中での施設のあり方を考えたい。 

 

※3 館という事で進めているが、うまく結論が出なくても、これからのこの街の公共施設のあり方を考えるときの基になるような

アイデアが出て来るような懇談会にしたいので、考える事を止めずに積み重ねたい。 

 

※今、こうした事が話し合われているという懇談会の内容を広く市民に伝え、市民が自分たちの想いを形にした施設が出来

るんだという状況にしたい。積極的に意見を出すような市民の方への対応のような説明をするのではなく、通常は市民活

動には参加しない多くの一般の市民の方々にしっかりと伝えたい。自分たちに関係ある施設がこうやって作られるんだという

過程を示していく事で、我が街の施設、自分たちに関係あるものだという事をわかり、この街のこれからに興味、関心をもっ

ていただけるようになっていけたら良いと思う。 
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3. 思いつくままの機能 

・ カフェ 

・ 交流スペース 

・ ネット環境が整っている PC使用スペース 

・ ゆとりのある閲覧スペース 

・ 年中無休 

・ 夜 23時までの開館（せめて 22時）→図書館も市民会館的施設も。 

・ 市内外のイベント情報コーナー。インターネットで閲覧、検索が出来るのが必要。 

・ 自動車の駐車場→幅広い方々が使えるように 

・ 多くの会議室→大きさ、機能→飲食可、防音、軽運動、展示などいろいろな使い方が出来るように。 

・ 会議室設備の充実→将来の変化に対応出来るように、固定部分と数年でリニューアル出来るような部分に分けて考える。 

 設備に限った話ではないが、業者に任せずに市民や市に関係している専門的知見のある方たちと作り上げていく。 

 アンプからスピーカーまでの配線や設備は 10年 15年使えるが、CDなどの端末は 5年程度で入れ替えられるようにし

ておく。また、15年後に配線や設備を交換しやすいような仕様にする。 

 プロジェクターやモニターも固定してしまうより、ダメになった時に交換出来るようにしておく。 

・ 木の床、壁→東京多摩産材→快適さ、市民の誇りにつながる。 

 

＜参考資料＞ 

 武蔵野プレイス 

 図書館機能、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援等の機能 

 理念にはこうした事が書かれている。複数の機能を積極的に融合させ、図書や活動を通して、人とひとが出会い、

それぞれが持っている情報（知識や経験）を共有・交換しながら、知的な創造や交流を生み出し、地域社会

（まち）の活性化を深められるような活動支援型の公共施設をめざしています。武蔵野プレイスは、人々の交流

が自然に生み出される質の高い「場」を提供し続けることによって、生活、文化、芸術、自然、歴史、まちづくり、ボ

ランティア活動、市民活動、生涯学習、福祉、教育といった横断的な活動や交流のネットワークの活性化を促し

ます。多様な人々がそれぞれの活動を通して時間を共有する快適な空間（場）は、地域社会の魅力を高める

ことに寄与します。 

 こうした理念は西東京では語られないのでしょうか？ 

 アクションの連鎖が起こる施設をめざして。

http://www.musashino.or.jp/var/rev0/0000/3242/2011429192350.pdf 

 PlanT日野市多摩平の森産業連携センター 

 日野市、大学、企業、信用金庫、企画会社、自治会などの協働で作られた。 

 多様な属性の利用者の交流を促進し化学反応を誘発するための場づくり。創業、起業という視点の施設だが、

こうした施設のあり方も参考にしたい。多摩産材の木材が使われていて、快適な空間になっている。 

 日野市多摩平の森 ふれあい館 

 図書館、男女平等推進、ファミリーサポート、子ども家庭支援、児童館、交流センターなどの複合施設。 

 自由に使えて図書館の閲覧室にもなっているスペース、開架書棚の間にゆったりとした閲覧スペース、コーヒーなど

の飲めるカフェ、隣接した有料駐車場。 

 立川市子ども未来センター 

 子育て・教育支援、文化芸術活動の支援、市民活動支援、にぎわい創出、行政機能の補完。 
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 子そだて支援、子ども家庭支援、特別支援、一時保育、教育相談、スタジオ、会議室、アトリエ、ギャラリー、テラ

ス、芝生の広い広場、市民活動サポート、市役所窓口、まんがぱーくなどの複合施設。市役所庁舎のリノベーショ

ン施設で、2013Good Design Award。 

 隣に市民会館、ホール、駐車場。 

 調布市 aona 

 公設民営の子育て施設。駅前のビルの 2階。 

 カフェ。子育て中の方たちが交流できる場。夕方からはアルコールも提供しあらゆる年代も交流出来る場。イベント

なども開催。多摩産材や調布市内の伐採された木も使用、机、いす、家具など。 

 千代田区日比谷図書文化館 

 図書館、ミュージアム、カレッジの複合文化施設、知の拠点。会議室、スタジオ、大小ホール、閲覧スペース、展

示室、レストラン、カフェ、無線 LAN完備。 

 イベントやセミナーを数多く開催。 

 西東京市ひばり児童センター 

 公設民営の学童クラブ、児童センターの複合施設。ロビーでの自由な会話が交流の場。イベント多数開催。 
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＜第６回懇談会＞ 平成 27 年 11 月 27 日  

 

 

合築複合化について 

＜提案＞ 

中央図書館最優先、市民ホールを外した案を作っていただきたい。 

＜提案の視点＞ 

1. 3館を並列にして考えるのではなく、まず中央図書館を充実させる事を優先順位のトップに置く。 

 これが西東京市の中央図書館だと言えるものを後世に残す。（西東京市の文化についてのビジョンとして語る。） 

 まず中央図書館の図書や資料の保管がキチンと出来ないような惨状を解消。 

 中央図書館とはどういう役割なのかをハッキリとさせる。 

 西東京市のアーカイブとして、あらゆるこの街の資料を整理する場として、他には出来ない役割がある。 

 参考 11/19（木）朝日新聞 34面資料収集についての記事の後半部分。 

 http://digital.asahi.com/articles/DA3S12074740.html?_requesturl=articles%2FDA3S

12074740.html&rm=150 

 西東京市の図書館の蔵書数、館外貸出冊数などを他市と比較して提示して、西東京市の図書館がこの惨状を抱え

る現在でも、これだけの役割を果たしているという事を明らかにする。 

 中央図書館は、交通至便で誰もがいつでも使えるという必要はなく、機能を必要としている人が行ければ良いので、駅

前でなくても良いと思う。（ゆとりのある駐車場は必要） 

 西東京市スタイルの中央図書館、公民館、市民会館複合施設を考えれば良い。 

2. 市民会館ホールは、この合築案には含めない。 

 1,000人規模であるとか、不要であるとか、どこの場所に作るかなどは、改めて別に検討する。 

 これで図書館、公民館、ホール以外の市民会館の広さの課題は解消出来るのでは。 

 駐車場も確保出来る。 

・ 建物周辺の緑地や植栽、ベンチなどの文化施設に相応しいゆとりスペースも確保出来る。 

・ 実現を前提に多くの方々の視点から検討する事を保障する。それがないと市民ホール重視の市民から理解を得られない。

（検討であって実現を保障するわけではないので、現状維持を考える方は納得できないか？）。 

3. 公民館と市民会館さらに図書館の会議室、調理室、イベントルームなどの各種の部屋は出来る限り共同使用を考える。 

 所轄が違い、考え方は違うものに基づいている施設だが、ハードとしての形は同じ。 

 既存の法律や積み重ねに縛られない。（ただし、これまで積み重ねてきたものを確認し検討する事が先に行われる必

要がある） 

4. 音楽練習の場または小規模な発表の場としての、練習スタジオ、簡易ライブステージなどを整える。（保谷駅北側の高校

生が利用出来る施設のようなもの。西東京市の HP で検索をしても出てこないようなので名称不明） 

5. 今のままでは何年後に建物の寿命が来て、使えなくなるという事をハッキリさせる。 

 その上で、そのタイムリミットまで現在の施設を使い続けられるかどうかを考える。 

6. 現在の市民会館の場所は、便利とは言えないが、駅から 10分程度は遠くはない。 
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＜第７回懇談会＞ 平成 27 年 12 月 18 日 ①  
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＜第７回懇談会＞ 平成 27 年 12 月 18 日 ②  

 

 

合 築 複 合 化 に 関 す る 提 言（私案） 

 

3 館合築複合化は基本理念としては理解できるものの「総量抑制」を図る観点からとは言え、現状

の規模が 3分の 2程度に縮小を前提とした提案には、各館の将来像を見据えた場合、問題点があま

りに多いと言えよう。また個々の施設ごとに考えることなくトータルで、との要請があるが規模を

３分の２にはおろか 2～3倍に拡大するものであればプランニングも可能ではないか。 まず 

① 図書館は中央図書館としての規模を希望しており、現状では約半分程度であるため２～３倍程

度増やす必要があること。 

② 図書館の委員からは現在地からの移転は望んでいないことが強く主張されていること。 

③ 図書館、公民館はともにあと１０年は現状なままで使用できるので、拙速な移転案を検討する

よりは十分な時間をかけて合築プランを討議することが強く出されていること。等々の事情を

鑑みれば。 

〇いずれか１館のプランを考えることにする。（市民会館のみ建て替えることの一案） 

〇現市民会館の耐震補強によってあと１０年は使用できるとの考えもあるので、時間をかけて検討

する。 

〇現市民会館の地区を高層階が可能にするための用途地域変更を進める。（相当の時間を要し、ま

たさまざまな支障が生じることを考慮する必要が…。） 

以上の観点から当懇談会での拙速な意見集約は不可能と考えるものである。 

（すなわち現段階での３館合築複合化のプランの提示には賛成できないものである。） 

 

市民会館に関しての要望について 

老朽化した市民会館について同館のみの建て替え案（新市民会館プラン＝3 館合築複合化に比べ市

民感情に受け入れやすい）の一例として、練習スタジオに特化したたたき台を提案したい。 

〇練習スタジオを大、中、小の計６室を計画。 

大（オーケストラ、ダンス、バレエ、ミュージカル等の練習場として約３５０㎡）を 1室。 

中（主に合唱用及び数十人規模の練習用として約２２０㎡）を 2室。 

小（主に小編成の練習用として１００㎡）を３室。 

他に倉庫（楽器等の保管用に２００㎡）を１室。      

※細かいことながらホール控室及び練習スタジオは廊下から使用状況が分かる程度の 30 センチ幅

の縦長のすりガラス仕様のドアーに。（羽村市他で透明ガラス等では練習に不適） 

また、倉庫設備がない施設では練習スタジオに楽器等を置くため使用効率が大変悪い。 

〇上記の他に会議室（公民館と共用可能）、保育室、学習室、団体印刷室等（図書館、公民館と共

用）が必要。 

〇現在の市民会館には駐車スペースが少なすぎるため充分な駐車場を確保すべきである。 

（建設当初は両市合併前であったが、現在は遠方からの利用に不便の声が多いため）。 

 

※現公会堂に代わる多目的ホールは、別途プランの 1300人規模の文化オールを駅近に設置希望の

要望書提出により、現市民会館の建て替えは練習スタジオを中心とする。 
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＜第７回懇談会＞ 平成 27 年 12 月 18 日 ③  

 

 

合築複合化における社会教育の公民館機能について 

 

１ これまでの懇談会での議論（合築複合化プランなど）を振り返って 

 社会教育法に基づく住民の自治と参画により地域課題の解決を探求していく教育施設と

しての公民館の位置づけがあまり明確でない。 

 骨格と基本プランで使用する文言が同じでないと理解が異なってしまう可能性がある。 

 「アクティブな空間」、「メディア」など、受け取る人により解釈が異なるような表現はで

きるだけ避けて、「公民館が果たしている機能」、「中央図書館としての機能」、「市民会館

が果たしている機能」として、施設イメージが明確にわかるような工夫が必要。 

 施設が有効に活用されるかどうかは「人」にかかる部分も大きいので、住民の参画や協働

運営、また職員がそれを支援しやすい事務室や相談コーナーのスペースの確保・配置の工

夫が重要。 

 多様な学習者を想定し、調理室(現在５台使用)・視聴覚室・ロビー・保育室など多目的に

使用できる比較的広いスペースの確保が必要 

 「個人利用学習室」の位置づけは、図書館機能部分とすること。 

 (土日祝日・夜間など、現職員体制では不可能) 

 「ロビー」は、多世代交流やまつりでの活用、展示スペース配置による日常的な活動発表

の場、サークル活動の打合せなどを想定し、バリアフリーでかつ広いスペースが必要。 

 「保育室」は、子どもたちにとって過ごしやすく、また保護者が安心して利用できるよう、

授乳などのスペース確保や、「保育室」の設置に当たっては、保育者の声を取り入れるな

どの配慮が必要。 

 学んだ成果を次の世代や地域づくりに還元していく「循環型の地域学習社会」の創造を目

指していくことが、これからの社会教育に必要。 

・学校や他施設、行政との連携。 

   ・公民館の新たな可能性と持続可能な社会づくり(ESD)の学習の企画、人材育成への対応 

   ・「人」も「施設」も循環型の社会づくりを可能とするような工夫 

      人：学習→実践→次世代へ継承、といった継続可能な活動 

     施設：人の流れが作られるような導線がしかれた建物 

 

２ 田無公民館が社会教育施設（教育機関）として果たしていること 

 障がいのある方や乳幼児の保護者、子どもなども含めた多様な住民への学習の場の提供 

 さまざまな団体・世代をつなぐロビー展示やまつりなどの行事の実施による、地域住民参

加型の交流の場を提供 

 学校型の教育にはないような、地域を基盤に展開するための学習の機会の提供 

・食育、保育、介護問題など、地域性やニーズをとらえ主体者の自律的な取組を支援 

 利用者懇談会の実施や、住民の共助の関係づくりを通した、自治力の向上を支援 

 学校や他施設・行政との連携事業開催など、「行政サービスを消費する住民」ではなく、

「公益的活動を創造する住民」が集い、交流し、学び合い視野を広げる場を提供 

 地域住民と一緒になって、防災を意識した事業の実施・展開 
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＜第８回懇談会＞ 平成 28 年 1 月 21 日  

 

 

西東京市中央図書館に望むこと 

 

西東京市図書館協議会 

 

１ 西東京市中央図書館の位置づけ 

 西東京市図書館は、中央図書館と５つの地域館の図書館網を形成し、２０万西東京市民

に、地域の＜知の拠点＞として優れたサービスを提供することによって、市民の６８．１％

がこの一年で訪れたことのあるもっとも利用の多い公共施設である。（注１） 

 田無にある中央図書館をはじめ、保谷駅前、ひばりが丘、柳沢の各館は、市内を横切る

２本の私鉄の駅から徒歩数分の交通至便地に立地し、市内在住者なら誰でも徒歩圏内で図

書館を利用することができる。このような理想的な図書館網の中で、中央図書館は、市全

体の中央図書館として他の地域館を統括・支援するだけでなく、田無駅南側住民の地域館

としての機能も果たしており、周辺地域住民から親しまれる存在となっている。 

 

２ 中央図書館の役割と機能 

 地域館は、市民が気軽に散歩や外出のついでに立ち寄ることのできる身近な存在で、日

常の読書や、簡単な調べ物、新聞や雑誌を見ながら憩うことのできる、お店でいえばコン

ビニのように手軽で便利な存在である。 

 一方中央図書館は、地域館では賄えないサービスをバックアップする総合店・専門店で

あり、卸売拠点となぞらえることができる。そのために多くの蔵書（品揃えの豊富さ）と

多数の職員（スタッフ）の配置が必要となり、施設面においても地域館では設置すること

のできない多機能なスペースを備える必要がある。 

(1) 施設面 

 中央館は、まず大量の蔵書の置き場所としての開架スペースや書庫スペースを十分に確

保しなければならない。同時にその蔵書を利用するために訪れた利用者の閲覧スペース、

調査のためのスペース（レファレンス室）、おはなしの部屋や「調べ学習」室（注 2）など

の児童生徒のためのスペースが必要となる。また、西東京市の地域・行政資料の保存と閲

覧のスペースも中央館ならではの機能である。さらに、視覚障害者向けの録音資料の作成

作業スペースや対面朗読室も必要であり、多くの図書館ボランティアが活動するための作

業室等も設置すべきであろう。利用者が憩うためのカフェの設置は、多くの市民の望むと

ころであり、図書館のさまざまな企画展を行うスペースも外すことはできない。 

 現在の中央館の延床面積は、1,571 平方米である。全国の同規模自治体（人口１８万人

以上２３万人未満の２９自治体―注３）の中央図書館だけの平均延床面積は、約 3,800平

方米と本市の倍以上であり、西東京市中央図書館は残念ながら２９自治体中２８位となっ

ている。中央図書館として望ましい延床面積がどれくらいであるかの議論以前に、せめて

全国の平均値の広さを望みたい。 
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(2) 蔵書面 

 西東京市図書館の平成２６年度の図書予約件数は 71 万 7 千冊であった。予約は、利用

者が訪れた図書館に所蔵が無く市の図書館網のどこかに所蔵していた場合に最寄りの地

域館等に届けてもらうサービスである。購入もしくは他の自治体や都立図書館等から借り

受ける場合も含まれるが、大まかに見ると、約 3分の１が訪れた図書館で入手できなかっ

たことになる。その場で需要を満たすことのできなかった図書の供給は、地域館同士の融

通もあるが、もっとも多く蔵書を持つ中央館の果たす役割が大きい。 

 保存書庫を別に設置すればよいという意見もあるが、翌日に利用者の手元に届ける現行

サービスの質を維持するためには、その保存書庫に別途要員を配置しなければならない。

無人（に近い）の保存庫は、多くは死蔵につながりせっかくの蔵書を活用することができ

なかった事例が多い。蔵書と職員が一体とならなければ、所蔵していても利用者の手元に

届くのは難しいのである。 

 西東京市中央図書館の平成２６年度末の蔵書は 24 万 3 千冊である。これは、西東京市

市民の要望に基づき、長年かけて蓄積された市民の貴重な財産であり、次世代に受け渡し

ていかなければならないものである。重複本や経年で資料価値を失ったものの廃棄はやむ

を得ないが、それ以外の蔵書をスペース不足で廃棄することは避けるべきであるし、国会

図書館による資料のデジタル化も昭和３０年代以降のものがまったく手つかずである以

上、紙媒体の蔵書をないがしろにすることは許されていない。 

 なお、同規模自治体の中央図書館の蔵書冊数は約 40万冊で、本市は遠く及んでいない。

もし、中央図書館としての平均的な蔵書量を抱えることができるならば、地域館の需要を

さらに満たすことができるに相違ない。 

(3) その他 

 他市はどうであれ、わが市はわが市の道を歩むべきであろう。しかし、その自治体にお 

ける中央図書館の姿は、その市の文化度さえ示しているのではないだろうか。さいわい本 

市は、市当局のご理解もあり、資料購入費等に配慮いただき、あわせて優れた図書館網と 

職員の不断の努力と市民の協力によって、全国有数の図書館サービスを提供しているが、 

中央図書館という観点からは、貧弱と言わざるをえないのである。いま少しゆとりのある 

スペースを持った西東京市市民の誇りとなる中央図書館を望みたい。 

 

 

注１ 『西東京市民意識調査報告書』（平成 27 年 10 月）の「この一年に一回以上利用し

た公共・公用施設」の統計数値による。 

注２ 埼玉県小川町図書館では、１学級の児童生徒を一度に受け入れることのできる「調

べ学習室」がある。 

注３ 『日本の図書館 統計と名簿 ２０１４』（「日本図書館協会，2015.1）の統計数値

から。 
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全国人口同規模（18万人以上 23万人未満）自治体の中央図書館一覧 

 

自治体名 
人口 施設面積 蔵書数 貸出数 

(千人） （㎡） （千冊） （千点） 

1 三鷹市 180 3,172 412 546 

2 弘前市 181 4,923 511 408 

3 釧路市 181 3,028 497 703 

4 東広島市 183 4,398 293 684 

5 安城市 183 3,945 639 1,828 

6 豊川市 185 5,773 443 998 

7 小平市 185 4,704 444 467 

8 和泉市 187 1,668 212 524 

9 宇治市 192 1,787 178 375 

10 日立市 193 3,384 432 475 

11 八千代市 193 1,131 133 182 

12 鳥取市 194 4,596 491 801 

13 山口市 195 3,928 366 915 

14 甲府市 195 5,143 380 484 

15 小田原市 197 5,657 209 369 

16 西東京市 197 1,571 255 607 

17 伊丹市 201 6,194 359 876 

18 岸和田市 202 2,339 306 385 

19 鈴鹿市 202 2,952 332 634 

20 上越市 202 3,790 348 527 

21 熊谷市 203 4,629 233 445 

22 沼津市 206 11,440 517 916 

23 松江市 206 1,760 387 430 

24 伊勢崎市 211 2,658 262 497 

25 つくば市 216 2,420 307 983 

26 太田市 220 2,451 364 476 

27 調布市 223 3,611 809 1,069 

28 厚木市 225 4,739 767 1,296 

29 上尾市 228 2,649 321 682 

平 均   3,808 386 675 
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西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会設置要綱 

 

第１ 設置 

西東京市民会館、西東京市田無公民館及び西東京市中央図書館の合築複合化に係る基本

プラン（以下「基本プラン」という。）の策定について必要な事項を検討するため、西東京

市合築複合化基本プラン策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

第２ 所掌事務 

懇談会の委員は、西東京市長（以下「市長」という。）の依頼を受け、基本プランの策定

に関することについて協議及び検討をし、その検討結果を市長に提言する。 

第３ 組織 

懇談会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験者 ２人以内 

(2) 西東京市民会館で活動を行う市民団体の代表者等 ２人以内 

(3) 西東京市文化芸術振興推進委員会委員 ２人以内 

(4) 西東京市社会教育委員 ２人以内 

(5) 西東京市公民館運営審議会委員 ２人以内 

(6) 西東京市図書館協議会委員 ２人以内 

第４ 任期 

  懇談会の委員の任期は、第２に規定する市長の依頼を受けた日から市長に提言を行う日

までとする。 

第５ 座長及び副座長 

懇談会に座長及び副座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

第６ 会議 

懇談会は、座長が招集する。 

２ 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところに

よる。 

第７ 意見の聴取 

座長は、必要があると認めるときは、懇談会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

第８ 公開 

懇談会は、原則として公開する。 

第９ 委員の責務 

委員は、公正かつ公平に調査及び検討を行わなければならない。 
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第 10 謝金 

懇談会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝金を支払う。 

第 11 庶務 

委員会の庶務は、生活文化スポーツ部文化振興課において処理する。 

第 12 その他 

この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年６月１日から施行する。 

 

 

 

西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会委員構成 

 

区   分 氏 名 備考 

学識経験者 伊村 則子 座長 

学識経験者 伊藤 泰彦  

西東京市民会館で活動を行う市民団体の代表者等 高松 英二  

西東京市民会館で活動を行う市民団体の代表者等 小井沼 玉枝  

西東京市文化芸術振興推進委員会委員  赤澤 立三  

西東京市文化芸術振興推進委員会委員  有賀 達郎  

西東京市社会教育委員 沼本 禧一 副座長 

西東京市社会教育委員 服部 雅子  

西東京市公民館運営審議会委員 馬場 真由美  

西東京市公民館運営審議会委員 廣田 幸雄  

西東京市図書館協議会委員 鈴木 綾  

西東京市図書館協議会委員 山村 基毅  
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西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会開催状況 

 

 日 時 議 題 等 

第１回 
平成 27（2015）年 

  7月 30日（木） 

○西東京市合築複合化基本プラン策定懇談会委員について 

○西東京市民会館、中央図書館・田無公民館各施設の現状に

ついて 

○策定する「基本プラン」の内容について 

○今後のスケジュールについて 

第２回 
平成 27（2015）年 

  8月 18日（火） 

○中央図書館･田無公民館の現地視察 

○懇談会ワークショップ 

第３回 
平成 27（2015）年 

  8月 27日（木） 

○西東京市民会館の現地視察 

○懇談会ワークショップ 

視 察 
平成 27（2015）年 

  9月 20日（日） 

○羽村市生涯学習センター｢ゆとろぎ｣、羽村市中央図書館 

○行田市教育センター｢みらい｣ 

第４回 
平成 27（2015）年 

  10月19日（月） 
○懇談会ワークショップ 

第５回 
平成 27（2015）年 

  11月12日（木） 
○懇談会ワークショップ 

第６回 
平成 27（2015）年 

  11月27日（金） 
○懇談会ワークショップ 

第７回 
平成 27（2015）年 

  12月18日（金） 

○これまでの議論の振り返り 

○懇談会のまとめ（たたき台）について 

○検討パターン各案の長所･課題等について 

第 8 回 
平成 28（2016）年 

  1月 21日（木） 

○西東京市合築複合化基本プラン策定に向けた提言(案)に

ついて 

第 9 回 
平成 28（2016）年 

  2月 4日（木） 

○西東京市合築複合化基本プラン策定に向けた提言(案)に

ついて 

 

 

 


