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西東京市民会館の対応方針について 

 

１ 市民会館の対応方針 

（１）市民会館の閉館 

市民会館は、耐震性に課題があるとともに、施設及び設備の老朽化が著しく、安定的な

事業実施にあたり、安全性及び継続性の確保に課題があるため、有料施設としての機能を

維持することが困難なことから、平成 30年度末（平成 31年３月 31日）をもって閉館し、

耐震対応を図る。 

 

【施設の課題】 

①施設及び設備機器の老朽化 

建築後 50年を目前としている施設でもあり、全体的な老朽化がかなり進行している状

況にある。今までは破損や劣化が著しい箇所を中心として補修を繰返してきたが、施設

の躯体構造上において大規模な対応を実施しなければならない状況に達している。 

 

  ②施設の耐震性 

   平成 25年度の耐震診断調査結果によると、建物の耐震性能を表す指標である構造耐震

指標 Is 値＝0.42 と報告された。Is 値が 0.3 未満の場合は地震の震動及び衝撃に対して

倒壊し、又は崩壊する危険性が高いとして早急な対応が必要となるが、そのような事態

には至らなかったものの、耐震改修促進計画において、平成 32年度までに耐震対応が必

要な施設に位置付けられている。 

 

（２）必要な活動場所の確保 

市民会館閉館後も必要な活動場所としては、合築複合化基本プラン策定懇談会からの提

言を踏まえつつ、市民会館の利用実績を勘案し、利用率から必要な部屋数を、利用目的か

ら必要な規模を検討するとともに、周辺公共施設における代替も考慮したうえで、約 800

㎡が必要であると試算している。 

公会堂については、発表の場としての利用もさることながら、練習の場としての利用を

求められており、利用状況から多目的室や他の公共施設への代替が可能と考え、同規模・

機能の整備は想定しない。 

 

 【必要な規模・機能の試算】 

施設名 面積 備考 

会  議  室（２室） 50㎡ 2つの規模設定 10～20人程度までの利用に対応 

多目的室（４室） 460㎡ 完全防音／一部軽防音／一部鏡面壁 

スタジオ（２室） 40㎡ 完全防音 

そ の 他 110㎡ 事務室 

共 有 部 分 140㎡ 学習機能、ギャラリー機能含む 

合 計 800㎡  

 

なお、活動場所の規模・機能については、引き続き市民会館利用者懇談会や市民説明会

等を実施し、利用者等の意見を踏まえ、平成 30年度に改めて決定する。 
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（３）官民連携事業による施設整備 

  必要な活動場所については、市民サービスの維持・向上並びに財政の効率化の観点から、

官民連携事業により施設整備を実現する。 

  なお、官民連携事業の具体的な内容や事業期間、事業実施に係る収支等については、「サ

ウンディング調査」を実施したうえで整理する。 

※概要は「参考資料１」による 

 

２ 経過 

日程 内容 

平成 30年１月 ■市民会館アンケートの実施 

・市民会館の対応について、市民や利用者から意見を聴取し、今後の対応の

参考とすることを目的として実施。 

■利用者懇談会の実施 

・これまでの市民会館の対応に係る検討状況や、官民連携による「必要な活

動場所の確保」等の方向性について報告を行うとともに、市民会館の対応

について、利用者の意見を聴取し、今後の対応の参考とすることを目的と

して実施。 

平成 30年２月 ■利用者懇談会及び説明会の実施 

・市民会館の今後の対応について、閉館時期や施設整備など、対応方針（案）

を取りまとめ、市民や利用者への情報提供及び意見交換することを目的と

して実施。 

※概要は「参考資料２」による 

 

３ 施設整備に向けたスケジュール 

年度 内容 

平成 29年度 ■方針決定 

・市民会館の閉館（平成 30年度末） 

・必要な活動場所の確保 

・官民連携事業による施設整備 

平成 30年度 

 

■必要な活動場所の規模・機能の決定 

■サウンディング調査の実施 

■（仮称）官民連携施設整備方針の検討・策定 

■市民会館閉館 

平成 31年度 ■公募型プロポーザル方式による事業者選定 

【市民会館を市が解体する場合】 【市民会館を事業者が解体する場合】 

■事業者との契約 

（平成 32年度の場合もあり） 

■市民会館解体設計（年度内） 

■事業者との契約 

■市民会館解体工事（除却） 

平成 32年度 ■市民会館解体工事 ■官民連携施設整備 

平成 33年度 ■官民連携施設整備 ■官民連携施設オープン 

平成 34年度 ■官民連携施設オープン  

 

※サウンディング調査 

  サウンディング調査とは、官民連携事業の効果を高めるため、募集案件の内容・条件を

決定する前に、広く民間事業者との対話による意見や提案を求め、内容・条件の整理を行

うもの。 
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参考資料１ 

 

官民連携事業に向けた事業者ヒアリングの概要 

 

 

１ 事業者ヒアリングの実施 

①実施時期 平成 29年 10月 ～ 平成 30年２月 

②事業者数 ７社（金融機関、不動産会社、リース会社、住宅メーカー） 

 

２ 官民連携事業のイメージ 

 これまでの事業者ヒアリングや他市の先行事例を参考に、事業内容を例示したもの。 

 

（例１）モール型 ※定期借地期間 30 年 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）介護付高齢者住宅 ※定期借地期間 50 年 
 

 

 

 

 

 

 

（例３）住宅（賃貸・分譲住宅） ※定期借地期間 賃貸（学生寮等）30 年、分譲住宅 50 年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会議室・練習室 

多目的室 

介護付高齢者住宅 

会議室・練習室 

多目的室 

医療関係 

① 

医療関係

② 

医療関係

③ 
運動施設 

コンビニエ

ンスストア 
小規模店舗 薬局 

賃貸（学生寮等）・分譲住宅 

会議室・練習室／多目的室 

 

コンビニエンスストア／ドラックストア 
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参考資料２ 

市民会館アンケート等の主な内容について 

 

１ 市民会館アンケート 

（１）実施期間 

平成 30年１月９日（火）から１月 31日（水）まで 

 

（２）実施場所 

西東京市民会館、コール田無、保谷こもれびホール、アスタ市民ホール、田無庁舎

総合案内、保谷庁舎総合案内 

 

（３）回答数 

617件 

 

（４）主な意見 

 ・設備がかなり古いので、改築や建替えなどをしてほしい。 

 ・できるだけ早く着工してほしい。 

 ・防音の部屋がほしい。 

 ・小中学生が安全に活動できる施設にしてほしい。 

 ・子どもたちが集える施設にしてほしい。 

 ・小さな子どもを連れて遊びに行ける場所にしてほしい。 

 ・駐車場、駐輪場が必要。 

 ・代替になる施設が必要。 

 ・この場所に活動場所を設けてほしい。 

 ・飲食ができる部屋がほしい。 

 ・鏡やフローリングの床がある部屋がほしい。 

 ・体を動かせる部屋がほしい。 

 ・市民の意見を広く聞き、市民が納得できる施設にしてほしい。 

 ・公共施設は駅の近くにあってほしい。 

 ・将来的には 1000人以上の大ホールがほしい。 

 

２ 市民会館利用者懇談会 

（１）実施概要 

実施日 時間 場所 参加者 

（団体数） 

参加者（団体数）

合計 

平成 30年 1月 29日（月） 午後 2時から  

市民会館 

大会議室 

21人 

（21団体） 

 

44人 

（44団体） 

午後 7時から 

平成 30年 1月 31日（水） 午後 2時から 23人 

（23団体） 午後 7時から 

 

 （２）主な意見 

・この場所がよい。 

・もう少し駅に近い方が助かる。 

・防音の部屋が欲しい。 

・様々な用途に使えるようにして欲しい。 

・高齢者・子供にも使い易くして欲しい。 

・コール田無のように可動式の壁で部屋の広さが変えられると良い。 

  ・駐車場・駐輪場は必要。 
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・多少小さくとも部屋数が欲しい。 

  ・200人程度入る部屋は必要。 

・官民連携は難しくて意見を出しにくい。 

・官民連携が出来ずに活動場所がなくなるのは困る。 

  ・この場所が使えなくなると困る。 

・老朽化で閉館するのは仕方がないが、次の施設を早く建てて欲しい（工期を短く）。 

・小学校の体育館や音楽室、空き教室を使いたい。 

・他の施設も探せば使えそう。 

  ・代替施設を建ててからにして欲しい。 

 

３ 市民会館利用者懇談会及び説明会 

（１）実施概要 

実施日 時間 場所 参加者（団体数）

合計 

平成 30年 2月 28日（月） 午後 2時から 市民会館 

大会議室 

57人 

（52団体） 午後 7時から 

 

（２）主な意見 

・老朽化が進んでいる。理解しているので仕方がない。 

・年齢層が高いので、ここの場所にお願いしたい。 

・狭くとも部屋数が必要。 

・200㎡位の広い部屋が必要。 

・防音の部屋が必要。 

・可動間仕切りの部屋が良い。 

・活動する上で収納スペースは必要。 

・800㎡は狭く、想定の部屋数は足りないと思う。 

・小中学生の活動スペースは必要。 

・市単独を望むが、活動場所の確保が優先。 

・市外の公共施設も使えるよう交渉してほしい。 

 ・小学校の体育館や都営住宅の集会場が使えないか。 

 ・市民会館利用者団体を優先的に使用できるようにしてほしい。 

 ・備品を保管する場所を代替でもお願いしたい。 

 ・代替施設の情報提供をお願いしたい。 


