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「芹ヶ谷公園をよりよくする市民の会」第１回報告会（2022年2月12日）　会場アンケート

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
ちらし/「町田芹ヶ谷フォーラム」ホームページ/SNS/家族・友人・知人から/その他（　　　）

ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
ちらし

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

市民の会を立ち上げられたことに敬意を表します。しかし、一方でこのような会を立ち上げなければ、市との協
議にも参加できないという町田市の仕組みがおかしいと思いました。　相模原市の方から、2016年の市の説明
について発言があり、とても興味深く聞きました。私達は市が発進していることを、もっとよく注意して見るべき
べきだと思いました。　　　会を開いていただき、ありがとうございました。

ちらし
（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
ちらし

芹ヶ谷は中心街隣接の自然を残す環境に価値がある。自然林（雑木）は適切に管理（伐採を含む下草
管理）をすることによって良好に維持すべきであり、余計な設備投資により人を寄せる観光施設とする
ことはなじまない。

西田研とは一体何者か。町田市としての将来の有り方にふさわしいのかはなはだ疑問。
掲示板のギモン①ー③は最初から提示していることだが、正面から市長は向き合わずスレ違い
が続いている。

工芸美術館を芹ヶ谷に持ってくる前に、既存の博物館を改修して維持することが最も好ましいと考えま
す。　同館は立地的にはやや不利ではあるが環境も良く落ち着いた雰囲気があり、市民としては愛す
べき施設である。移転のコストを考えると芹ヶ谷へ移すことに無理があり　将来的に禍根を残すこと必
定である。

版画美術館と芹ヶ谷公園の今後をめぐる問題は、近隣の地域住民と日頃地域の問題に関心を持つ（あまり多
いとは言えない）一部の市民の方々の間では情報が共有されても、それがこれからより多くの市民に広まって
いくことはないのではないかと悲観的に考えていました。今回、“近隣住民ではない”方々も共に考え、町田市
の中心から離れた地域にも情報を届ける「市民の会」を立ち上げられたことを知り、大変嬉しく思います。
対話した“ふり”、市民の声を聞いた“ふり”を続けて、結局は市行政の都合のいい方向に話を持っていかれる
という悲劇が繰り返されて来ました。今日、質疑応答の時間に同様の趣旨の発言がありましたが、真の対話、
真の市民参加がこの町田市というまちで根付いていくことを心から望みます。今日は大変貴重で有意義な時
間を有難うございました。
（PS.　この問題はたけだ氏の仰ったとおり、町田の市民社会のあり方そのものに直結していく、本質的な要素
を含んでいると思います。）

版画館、博物館は事業計画を吟味し、象牙の塔にこもらず、わかりやすいPRの企画を今後共充実させ
るだけで良い。あえて観光客にこびることは邪道である。
市はあまりにも観光を優先し、生活者のレベルに配慮が欠けている。
将来財政難が予想されているにも拘わらず、市も議会も目先の観光収入にこだわることはおかしい。
又、市街の業者にコストのかかりすぎる設計をさせることは認めがたいです。
市民代表とは何か？　選挙によって選ばれた議員が最も明確な市民代表であり、我々は意見を持つ
一市民でしかない。ネットワークのメンバーも市民の会のメンバーも同様。烏合の衆にならないよう注
意しながら活動することが大切。

立地については議会での決定事項（多数意見）～変更するには次回の選挙が大切。～結果を
待つしかない‼
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きょうの会はいろいろな視点から掘り下げられていて、又2016年から今日までの各会の活動がはっきり
わかった。
芹が谷公園問題を通して、行政と市民の関係を見直すことになりそうだ。
市民の立場への想像力、市民の意見を組み上げない行政は、その根本から行政ではないと感じる。
市長、行政　市に　市民以上の力を持たせてはならないと思う。

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

勉強になりました。なお問題が細かいので画面にうつすだけではなく、資料を紙でも配った方が理解がすすむ
と思いました。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

現況と計画後の景観を絵に描いて見せていただいたのはとてもよかったと思う。　　一つ思うのは、あの絵で
描かれた計画はよくないでしょ、という前提で話が進められたが、実際皆さんはどう感じるのか。よくないといっ
ても、どうしてよくないと思うのか、具体的な絵を見ての意見交換もできるとよいと思う。　日本のまちなみが例
えばヨーロッパのようにまとまらないのは、美的感覚がばらばらだから、という話もある。同じものを見てどう思
うのか。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
その他

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

見方を変えてみると、双方に相互不信があるように思います。前に市の人がもらした言葉に「説明会を開くと
反対の人ばかりが来る」というのがありました。たしかにある問題を論すれば、右から左まで大賛成から大反
対までの立場があり、一歩間違えると「芹が谷を町田の三里塚に」というようなイデオロギーの人が入ってくる
危険すらあるでしょう。やはり行政側が警戒してなるべく関与する相手を減らし、内容を小出しにし、最小の抵
抗で突破しようとするのは生理であろうと思います。結局のところ、市民社会の成熟ということになるのでしょ
う。ここの人たちは皆紳士ですからもう少し信用して信頼して欲しいと思いますが、先方のことゆえ、どうしたも
んだろうなと思います。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
その他（ご案内を郵便でいただきました）

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

市の姿勢が問題・・・大変なこと　少しでも良い方向に行くよう関心を持って接して行きたいと思いました。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
家族・友人・知人から

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

市や関係者が本気で現計画をよいと思い、自信を持って堂々と説明してほしいです。納得できればそれで良
いのです。将来にわたって、環境に対して負荷にならないように　望んでいるのです。　本当に大丈夫なのなら
そう言って欲しい。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？+B78:L109
家族・友人・知人から
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〇 町田市主催の開かれた、双方向的な、継続的なシンポジウム開催を望みます。ぜひ出席したい。

新しい建物・場所が出来れば、オープン当初は当然賑わう。しかし、長い目で見たときにどう
か？今のままでも充分に市民に親しまれているように思うが．．．。　今親しんでいる人たちの声
を集め、「小さな改善」→里山としての木々の手入れ、昆虫（ホタル、カブトムシ．．．）の棲み良
い環境の整備　など　「小さな改善」の積み重ねを望みます。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
家族・友人・知人から

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

市と対話するためには、「市民の会」や「文化ゾーンネットワーク」「工房を守る会」などが合流して、一本化する
ことが大切と思う。　市に対して対案を出すためには、専門家として版画美術館を設計した建築家がその中に
入ることが必要と思う。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
その他　会からの案内

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

1　工芸美術館については、所蔵するほどのものがないので、建設する必要はない。仮に建設するのであれば
芹が谷公園の自然を壊さない様にしてほしい。
2　芹が谷公園の自然を守るためには、モノレールを設けることは反対である。
3　上記を考慮して、せりがや公園の整備を考えて欲しい。
4　この会は他の会との連けいが必要である。（例：ネットワーク、考える会）

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

大変有意義な意見、お話が聞けて良かったと思います。問題点をしっかり抽出し、全体（市民側の団体等）で
具体的に検討して市へ投げられると良いと思います。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
その他　（市民の会からの案内）

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

工芸館の建設場所（コスト・景観の観点から）←そもそも作る必要があるのか？建設の理由
は？元の博物館閉館との関係は？

市議・市長候補の意見・アンケートを集めたのが素晴らしい。　選挙前に多くの市民に知ってもらえると
良い。
整備計画が止まっている間により具体的な改善案を期待します。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
案内状

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

組織のありよう（位置づけ？目指すもの？　他団体との連携？等が　はっきりしない。　　これまでの経過の整
理は必要。広い参加は良いと思うがそれが目標ターゲットがあいまい。　　本会は情報公開参加が目標？
各団体のミニマム目標が一致しないとバラバラになる感じ、前へ　　　　　　　前玉学在住
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原町田5丁目住人ですが「市民の会」に参加希望します。
市への要望に返事の提出期限を記すのは大切ですね。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
ちらし

市民協働の考え方について
・地元住民説得→既成事実の積み重ね
・市民協働（本当の意味の）手法が町田市にないのではない？→プログラム策定の希望

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
案内の郵送

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

芹が谷公園及び周辺地域に大きな影響のあるモノレール計画について、協議をいつ始めるのか。１月末に検
討すべきルートが決まり予想通り　芹が谷公園の中央で文分断するルートとなった。モノレール導入が許可さ
れた訳ではないが、この会としてしっかりした態度を市や都に示しておくべきではないか。要望書を提出するこ
ともできる。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
「町田芹ヶ谷フォーラム」ホームページ、SNS、DM

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

議事録作成・公開は必要です。
市長、市会議員が新しくなることで、変化が起こることを期待します。
多額の税金を使うし、市民の公園なので地域ネットワークだけが市との協議の相手になるのは“おかし
い”と思います。「文化ゾーンネットワーク」を市との協議の矢面に立たせるのは酷ですよね。

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

市との協議の場に「市民の会」の参加を求めるといるのは大変良い要求だと思いました。ただ、このまま平行
線となることもあり得ると思います。そういった意味では　ネットワークの中の方に「より多くの市民の参加を」と
いう声を上げていただく必要があると感じました。　ネットワークは責任ある立場ではない」というご意見もあり
ましたのでネットワークの中の方がそういう声をあげられるようなサポートを市民の会でできるとよいと思いま
した。　多くの人の声を聞くのは市にとっては確かに大変なことだと思います。ただ多くの人の声を聞いて判
断、決断するのが行政の仕事でしょう。その判断が市民すべてに受け入れられることは当然ありませんが、そ
うであっても声を聞かずに決めるのときちんと声を聞くのではまったく違うと思います。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
家族・知人から

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

初めて参加しました。芹が谷公園の再整備計画があることは知っていましたが、現状どのように進んでいるの
か知りませんでした。市の計画はかなり進んでいる様です。今後、市がどれだけ誠実に市民と向き合ってくれ
るか、が問題ですが、良い方向に解決してくれることを望んでいます。モノレール駅もできる計画なんですね。
どうなんでしょうね。

テーマはずれるかもしれませんが全てつながっているのであえて、
①博物館はなぜこわされなくてはいけないのか？　メンテを良くして再利用してほしい。
②工芸美術館の必要性？
③同上、仮に建設するとしても、なぜあの場所なのか？

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
家族・知人から

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）
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今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
過去に参加したので郵送で案内頂きました

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
ちらし

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

ありがとうございました。　そもそも基本的に文化ゾーンネットワークと協議の場を市が限定してしまうのがお
かしいとつくづく思いました。　このまま進んでしまうのか、、、何とか阻止していきたい。“市民の会”は周辺市
域の人々、町田市民、専門家があつまっていてバランスがいいなと思います。本来こういう団体が、市と協議
を是非していってほしい。

今回のシンポジウムの開催を何で知りましたか？
家族・友人・知人から

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

充分な市からの説明が無い状態で計画がどんどん進行している危機を感じました。今日の会合でいろいろな
情報を知ることができた。これからの活動を期待していますし、最自分の事として考えたい。又市には市民の
声を丁寧に聞き取り納得出来る様に時間をかけて面前にて（ホームページでなく）説明をしてほしい。

芹が谷公園の自然を次の世代に残すべきである。国際版画美術館は美しいと思う。建物に手を入れ
る、そして傷をつけるのはやめるべきである。
町田市立博物館を無理やり、場所がないからといって、公園に動かさないでほしい。４５年以上も本町
田にあったのならその時代その場所にある意味があったのではないのでしょうか？
少なくとも崖に美術品をならべる建物を作るなんて、地震国の考えることではない。

（ご意見や感想など、ご自由にご記入ください。）

文化ゾーンネットワークが市民の代表として市と対応されていることは大変ありがたいが、署名に協力した多く
の市民の声がしっかりと届けられ、ちゃんと計画に反映されているのかがわからず非常に心配だ。協議の場
に関心を持っている市民・利用者が自由に参加できるようにすることと、協議の経過をオープンにすることが絶
対に必要だと思う。


