
町田市からの説明会議 

～2021年 11 月 5日提出、芹ヶ谷公園と周辺地域の環境を考える会による「要望・質問・提案書」に

ついての回答～ 

 

日 時 2021 年 12月 15 日（水）17 時 30分～19時 30 分 

場 所 町田市民文学館 第 6 会議室 

出席者 芹ヶ谷公園と周辺地域の環境を考える会（以下 考える会） 

：草柳、占部、吉川、岩崎、稲員、鈴木、高橋、竹内、鹿志村、渡邉、山田 

工房関係者：笠井、今村、西山 

町田市民：宇野津、古家、小宮、坂口、松嶋 

文化振興課：原田担当課長、高橋氏 

公園緑地課：公園計画係長・小塚係長、新井氏 

 

 

以下、（ ）内は発言者（敬略称）、赤字は町田市による回答とする。 

 

＜回答会を開催するにあたって確認事項＞ 

・会議を有意義に進める為に、今回の要望・質問・提案書以外の内容は差し控えて頂きたい。（司会:

鹿志村） 

・たくさんの市民の意見を聞いて作成した要望・質問・提案書、本日の議事録を公開する予定なの

でご了承ください。こちらで作成する。市の方は議事録作成するか。（司会:鹿志村） 

→議事録というかメモは作成する。議事録は公開する前に内容確認したい。（市:原田） 

→漏れがないように録音等もさせて頂く予定。（司会:鹿志村） 

 

 

― 録音の了解を得て会議を開始 ― 

 

＜町田市による全体回答＞ 

・市としての全体の考えをまず説明して、その上で要望一つ一つの回答に答えたい。（市:原田） 

→わかりました。後で、要望について漏れがないように確認していきたい。（司会:鹿志村） 

 

1.要望 について 

・現在、地域の方と話し合いをしているので、1)の話し合いをする場を設けている。 

・3)のエレベーターについても地域の方と話し合いをさせてもらっている。 

・今後、市民が参加できる場ですが、地元の方と話し合いの場をつくっていく考えでいる。 

・4)の事業費については、実施設計の中で少しでもコストが抑えられるようにする方針。 

・それ以外の項目については、要望事項としては受け止めるが、それ以上については、今、地域の

方と話し合いをさせていただいているので、一つ一つの要望については、回答を控えさせていた



だきます。(以上、市:原田） 

 

2.質問 について 

1）経過 

・①について 

一度工芸美術館が違う場所に計画してあって(2016 年)、今の計画から変えるという段階からの話

をさせて頂く。2019年 8 月スタートアップミーティング、新しく、芹ヶ谷公園と美術館を一体的

に整備するという話をし、10～11月、公園でワークショップ等を実施し、どういうふうな計画が

いいか話し合いをしました。次に、意見募集の形で、パークミュージアムのコンセプトを 2019 年

12月～2020年 1月集めている。その後、2020年 10 月頃から町内会自治会中心に説明をコロナの

関係で、人数を絞った状況だったが行った。2021 年の 3 月に報告会、5 月に現場説明会を行い、

その後、地元の方々と懇談会でいろいろなご意見を頂きながら話し合いをしています。市として

はいろいろな方の意見を聞きながらやってきた。説明会などで、いろいろなご意見を頂いたのは

認識しています。足らないところもありますが、市としてはそういう形で進めてきました。（市:

原田） 

 

2）工事計画 

・①の 2025年のオープン、どんなかたちで計画しているかは、デザインブックの中に今後の工事ス

ケジュールを載せていて、本年度中に実施設計というのがデザインブックの中にある。ただ、議

会でも申し上げているが、実施設計を止めているので、スケジュールにはなりますが、ついては

再度見直しをしている。見直す前のスケジュール 2022、23、24 年に工事を行い、2025 年に工芸美

術館をオープンさせるというのがスケジュールの根拠です。（市:原田） 

・②の公園工事全体の財源としては、基本的には、税金等の収入に基づく一般財源を工事費に充て

る。あるいは金額が大きくなると市債、借入をしたお金。公園の整備については、再整備を除い

て国や市の補助金が頂ける場合あり。新設するデッキがある場合は補助金の対象になる。設計が

固まったら、都と相談して、補助金の交付申請をしていきたいと考えている。（市:小塚） 

・③の生活通路のエレベーターについて、新しくつくるアート出会いの広場と版画美術館はきちん

とガラスなどで区分けをすることを考えています。地域の方もアート出会いの広場を通って、新

設するエレベーターを公園の高低差を解消する為のバリアフリーのエレベーターとして利用して

もらうことを考えています。（市:原田） 

・④については、公園の真ん中を都市計画道路 3．4．11号線が通っていますが、その広がる道路の

部分と工事の影響範囲部分については着工できません。しかし、それ以外の部分は多目的広場か

ら版画館に近い方、その反対側の小田急線に近い方のところは着工する考えです。（市:小塚） 

・⑤の具体的な形状については、道路整備課に確認したところ、町田第二中学校側に、市民病院の

ほうから都市計画道路 3.3.36号線が伸びてくる計画となっており、中心市街地から伸びてくる都

市計画道路 3.4.11号線と、町田第二中学校の前でぶつかります。市民病院のほうから来ている都

市計画道路 3.3.36 号線の道路の高さが、現在、決まっていないので、都市計画道路 3．4．11 号

線とどういった高さで接続されるのかが、決まっていません。そのため、都市計画道路現在の



3.4.11号線の具体的な形状・柱の位置は、未確定です。（市:小塚） 

 

 

3.提案について 

・町田市としての考え方は、工芸館、版画美術館、公園を一体的に整備するのが今回の「パークミ

ュージアム」の考え方になります。展示室を一体的に利用する例として、版画美術館の２階の展

示室から工芸館の展示室に屋内ですぐ行け、連続して楽しめる。そういったコンセプト・考え方

を大切にして設計を進めている。もう一つのポイントとして、谷のロビーである、版画美術館前

の水が流れている空間について景観を出来るだけ残し、空間を大切にしていこうと考えている。

その中で現在の計画を作成しており、頂いている提案ではそのコンセプトと違う部分があります

ので、今の計画が町田市として総合的に良いと考えています。（市:原田） 

 

1.要望についての追加 

・2）のもみじ谷の橋と、南口アプローチのデッキロープについては、在り方を考えたほうがいいと

いうご意見・ご要望を地域の方から頂いているので、変更の可能性も含め、地域の方と話し合い

をしているところ。（市:原田） 

 

 

＜考える会からの回答確認＞ 

1.要望について 

・市民の為の話し合いをつくること、結論をいうと設立は可能？（司会:鹿志村） 

→今、地域の方、工房、関係している方と話し合い、話を聞いているところ。広く市民をといろん

なところで言われるが、まず地域の方、工房を利用されている方を大切に、話を進めているとこ

ろです。その後にどういった計画になったとか色んな方々にお話しを聞く場面はあるかと思いま

すが、今はそこまでまだ考えていません。これからのステップと考えている。（市:原田） 

・2)の自然環境が少しでも守られるように計画を再検討してください について回答お願いします。 

→さきほど、申し上げた通り、それ以上は現状回答出来る状況ではないです。（市:原田） 

・2)の最初の・現在の計画だと谷戸の地形が大きく削られてしまいます。これについては？ 出来る

出来ないの回答は持ち合わせていないことですか。やる方向はあるか。（司会:鹿志村） 

→現在地域の方と話し合いをしている最中なので、こういった声がある事は、声としては受け止め

るが、これについて計画を変更する、しないの判断を行うつもりはない。我々としては今の計画

がいろいろ実現する為に一番総合的に考えて良い案だと考えている。そのうえで、自然環境が少

しでも守れるように今の計画で考えているがそれ以上の回答はない。（市:原田） 

・3)の新設エレベーターの位置について、・現在の位置だと自転車が乗降できない。これについての

回答は？（司会:鹿志村） 

→エレベーターについては地域の方と話し合いしている途中、どうするかという結論がまだ出てな

いので、この場ではお話できる内容はありません。（市:原田） 

・次の・美術館内に入らないと利用できない。これについては？（司会:鹿志村） 



→地域の方とのエレベーターの話し合いを今、しているところなので、この場ではお話できない。

（市:原田） 

・4)事業費を合理的に見直してください。一つ目の・国際工芸美術館について配置計画や工法、材

料の見直しによって少しでも事業費を削減する検討を行って下さい。こちらの回答については？

（司会:鹿志村） 

→実施設計の中でと、先ほど回答させて頂いたと思っているのですけど、実施設計すすめる中で、

少しでも事業費を押させられるよう検討しながら進めていく。（市:原田） 

→ということはコストについては、するがその他についてはしないということですか。（司会:鹿志

村） 

→今の計画が最適であるなので、その中で事業費を抑えるように考えていく。（市:原田） 

・次の版画美術館の工房と喫茶けやきを移転せず、現在のまま営業が出来るようにして下さい。こ

れについては？（司会:鹿志村） 

→今の計画が最適であると考えているとしか現時点では言えない。（市:原田） 

 

要望回答についての質問・意見 

・原田氏の話の中で繰り返し、「「地元が先」、地域と話し合い・検討していく」という文言が出てい

るが、「地域の方」というのが、漠然としていて誰と話しているか、本当にそれが話し合われてい

るかわからない。芹ヶ谷公園は市の中核公園という位置づけなので、町田市民にとっての公園で、

みんなが参加してもいいと考えられる。１）の市民が自由に参加できる議会の場を設立してほし

い。クローズドではなくて、もっとオープンにしてほしい。総論だと賛成、各論だと異論が噴出

しているなという印象。町田市民＝地元ととらえて頂きたい。（玉川つばめ通信：宇野津） 

→地元という申し上げ方が良くなかったのかもしれませんが、芹ヶ谷公園の周辺、町内会、自治会

の方々。色んな計画を進める中で、一人ひとりの意見を聞ければ一番良いが、難しい部分がある

ので、周辺に住んでいる方々、町内会、自治体の方々の意見を聞きながら進めるのが一番。それ

しかない考えで、進めています。地域の方々の強い声としては、エレベーター・バリアフリーの

話が多いです。説明会や報告会で出た意見をきちんと受け止めることは考えているが、広くいろ

んな意見を聞くのは難しい。また、同時に工芸美術館に対して、賛成しているというお声も頂い

ています。そういう声を鑑みながら進めていくとしか申し上げられない。（市:原田） 

・反対・賛成がある現状で、コロナもあり、十分に周知できてないことを考えると普通に考えて 2025

年にオープンではなく延期すればいいのでは思う。どうしても 2025年こだわる理由はあるか。（玉

川つばめ通信・町田市民：宇野津） 

→2025年は現時点の計画を説明しただけで、現在は実施設計を止めています。2025年までに必ず作

るとなったら、実施設計は止められない。そういう意味では当初のスケジュール通りにこだわっ

ているわけではありません。（市:原田） 

・先ほど、今回の計画について賛成している方もいると聞いたが、版画美術館工房のユーザーは、

計画に全員反対だと思う。どこから意見が出ているのか少し疑問に思う。また、地域とおっしゃ

っていますが、町田市立国際版画美術館であり、周りに住んでいる人の為ではない。美術館自体

も文化庁の指導下にある。日本では唯一の版画美術館で、国際的に注目されている。つまり、版



画美術館は、歴史と文化の審判に晒されている存在なのに、無理やり計画を進めていることに疑

問・不思議に感じるし、絶対やめてほしいと思う。地域との話し合い、工房ユーザーの後、市民

に広げた時に、その計画自体について、市民からの意見を反映する気があるのかないのか。（工房

利用者：西山） 

→工房のユーザーが 100％反対という点は、我々の認識と違う。これまで２回、工房利用者に説明会

を行っているし、その他でも意見を伺っている。機能としては、今やっていること継続できるか

たちで、新しい工房を計画するつもり。また、「タイケン」工房という名前を付けたことが、工房

を利用される方に誤解を招いたと思い反省している。工房については、今やっているところは、

体験でなく、専門的な形で引き継ぐ。時期的にも新しい工房が出来上がってから改修しようと考

えている。今後、きちんと説明しながらやっていきたい。また、市民の方の声について、何も聞

かない説明会、報告会をやるということは考えていませんが、基本的なことは決めたかたちで説

明になるかと。まだ、どういった説明会、タイミング・内容になるか含めては未確定。（市:原田） 

→今よりも劣らない工房をつくっていただくことはもちろんの話で、つくる以上は変なものをつく

ってほしくない。同時に、今の版画美術館が何故あの構造であるかというと、ただ展示を見せる

だけではなく、制作美術館でもある。つくっているところを見せることも展示の中に入っていて、

これが一つの建物の中で一連の流れとしてあり、この美術館の優れている点。別棟になってしま

うと、どれだけ立派な工房になったとしても、ただの工房になってしまう。そこを理解してない

のが、最初のボタンの掛け違い。（工房利用者:西山） 

→補足しますが、展示だけではなく実際に制作している姿を見せるというのが、美術館、博物館の

本来のあるべき姿。分離型では、教育的価値が半減する。かつ、町田市立国際版画美術館の価値

も半減どころではなく、日本国内から非難や揶揄をされることになる。また、別の話になるが、

地域の方との話し合いを重視している点について、今回提案されるエレベーターは、生活通路と

してだけではなく、工芸館とを結ぶもの。何故ゆえに、税金を払う町田市民は生活のところだけ

に注視されるのかわからない。最適が理解できないので説明してほしい。(工房利用者・町田市民:

笠井） 

→３つを一体的に利用するにはどうしたらいいのか、また、版画美術館の前の雰囲気をいかせない

かと考えると、建物の位置は、版画美術館から見えない奥まったところ、手前に緑が見えて奥に

建物が見えるようにしました。そして、２階の美術館の展示室と工芸美術館の展示が一体的に楽

しめるよう版画美術館に近い位置に置いてエレベーターや、階段で結ぶ計画としました。（市:原

田） 

→エレベーターの位置や建物配置は、今回の美術館を楽しむために計画しており、町田市民全体・

外から訪れる方を重視しているが、話し合いは地域住民からなのが矛盾している (工房利用者・

町田市民:笠井） 

→地域の方々とは高低差を解消する為にどんなエレベーターがいいか、現在話し合いをしていると

ころです。（市:原田） 

→整理すると、全部が大切なので、同時並行で話し合いを進めてほしい内容ということ？（司会:鹿

志村） 

→はい、全体で検討すべきだと思う。(工房利用者・町田市民:笠井） 



・芹ヶ谷会館を当時お金がなかった町田市に寄付したとき、「町田市民の為に有効に使ってください」

という約束をした。34 年前、版画美術館がつくられた時、ほとんど地域市民は反対。その時、町

田市は「世界に冠たる版画美術館をつくりますからお許しください」、地域住民はその想いを許可

した経緯がある。当時の計画は、地域住民に対して知らん顔、結果エレベーターもなく地域住民

使いづらい公園になった。その後、その版画美術館を壊す流れになっている事がおかしい。2016

年の案の時は、版画美術館と分離していて影響なく工芸博物館をつくるもので、その時は、共用

エレベーターもあった。ほとんどの市民の方は賛成した。しかし、2016年の計画から一転変わり、

2019 年は我々には何も話なく、いきなり設計図が変わり今のこの形になった。エレベーターは共

用ではあるけど、自転車が入れない。2016 年の案はそうでなかった。勝手に変えていて、やって

いることがおかしい。今の案を否定しているわけではない。2016 年がなぜ悪かったのか教えてほ

しい。出会いの広場をつくるこの計画では、現在年間 1 万人来ているのがもっと減る。今のまま

では使いにくく、時間がありお客にもなる町田市の１/３の人口の高齢者が来ない。一番近い駐車

場は、小さく、満車になって利用しにくいだろう。ユニバーサルデザインとかけ離れた公園緑地

して誰が賛成するか。32 億でつくれたのになぜ 40 億になる話になっている。本来、我々が言うこ

とではなく行政がこのおかしさ感じてほしい。なぜ 34年前に大切にしていたことを壊すのか。ど

うしてこんな風にしているのか。今も一切説明がない。（考える会・町田市民:吉川） 

→前の案は工芸美術館が単独の案。その後の議論の中では、いま版画美術館と公園があるなかでも

っといいものをつくれないかということで、二つの美術館と公園、その真ん中にある現在の工房

や喫茶けやきのところに、共通の入り口として気軽に訪れて楽しんでもらえるように考えました。

また、事業費については、子どもたちがよりいろんな体験ができるように、未来の投資として現

在の計画になりました。（市:原田） 

→タイケン工房に 8 億かけるなら、公園は広いので、別のところに方法を考えたほうがいい。考え

が至っていない。（考える会・町田市民:吉川） 

・アートステージ、タイケンステージ言葉がややこしいのですが、工房はどこに入るのか。これま

で２回行われた町田市の説明会では、新しい工房の仕様の話ばかり、今の工房アトリエのところ

は通路にするという説明。現在の価値あるものをなぜ通路にしてしまうのか。今話し合っている

ことを聞きたい。 今の工房を現状維持してほしい。(工房利用者・今村） 

→いろんな意見がでているというのは伺っています。通路としての計画ではなく、アート出会いの

広場とする。参加型のアートやワークショップが出来る場にする。版画美術館と工芸美術館の入

り口として一番公園に面している所で、目の前にある公園との一体性を踏まえてアート出会いの

広場を計画しているところです。（市:原田） 

・要望の 1)の広く市民との話し合いの場の件で、今行われている地域住民との話し合いで合意があ

ったとして、それについて、広く市民の方から多数の反対意見があった時、地域住民との合意が

すべて優先してしまうのか。（考える会・町田市民:稲員） 

→いま断定的なことは言えませんが、広く意見を聞きたいが、やはり、関係されている地域住民や

工房利用者の意見を聞いて基本的なところをつくるのは、今回のプロジェクトに限らず一般的な

やり方ではあります。（市:原田） 

→今回、広く町田市民に利用してほしいから改修するので、広く町田市民からの意見を平行して聞



くことをしないとおかしい。また、メイドインセリガヤなどのイベントは広く市民参加だったの

に、具体的な話になるとなぜ周辺住民だけになるのか、矛盾している。広く市民の意見を聞かな

いと目的が達成できないのではないか。（考える会・町田市民:稲員） 

→メイドインセリガヤなどのイベントでは地域の方の意見を聞ききれていないので、今実施設計を

止めて、地域の方と話し合いをしている。今も賛成反対の意見を頂いている。まずは、地域の方、

関係されている方の意見を聞きながら計画をまとめ、またその上で、広く意見をもう一度聞いて、

その計画を市民にお知らせする。今の段階は、賛成反対の意見を聞いているので、地域の人にご

意見を頂いている段階、それしか言えない。（市:原田） 

→今、地域住民と話し合いをしている。その進行したことについて、市民が物申した時に、また、

再度検討して頂けるのか。地域住民との話し合いが決定事項になって、もう戻ることが出来ない、

それが起きることを心配している。（司会:鹿志村） 

→項目によって、今の段階で出来る出来ないは何とも言えないので、そういったことはお答えしか

ねるということを最初に申し上げさせていただいた。（市:原田） 

→地域住民の声を聞いて、やっているということだが、それだけが駆け巡っているようで、地域住

民はそんなにエゴではないです。吉川さんが仰ったように、工房だって守りたい。鶴間公園も近

隣の人が居心地が良いように改良していったとは思えないです。だから地域住民のエゴで、これ

が全部進んでいっていいのかという質問は違うと思う。来街者のことを考えないで、地域の町内

会が都合のいいように進めているとかは客観的に見てそれはないです。（町田市民:坂口） 

→地域の方の意見を聴きながら決めるが、最終的には町田市が決める。広く市民に知らせ、ここは

こうした方がいいとご意見を頂いた時に、それは地域の方と話し合いをしてきた中で市として合

理性があると考えたものであれば、市としてやるべきことではある。また、地域の方と話し合っ

た結果の部分を守りつつ、少し変えられるところがあれば変えることも出来る。今の段階で、地

域と決まったことを変える気があるかについては、具体的なことが決まってないので、難しい質

問なので答えられない。（市:原田） 

・地域や工房関係者、いろいろなところで意見を聞いているが、優先度をつけて、分散して意見を

聞き、説明していること自体がわかりにくい。それぞれの意見交換や段階を追って説明する形態、

その一つ一つの内容がわからない状態で進められている。それがどういう形で集約されていくか

もわからない状態で進めるその市の姿勢ゆえに、この一連の広く市民の意見を反映してくれるの

か質疑することになっている。私達は、地域の方、工房の方、いろんな意見を平等な立場で話を

お互いに聞きたいと言っている。 (工房利用者・町田市民:笠井） 

→そうするともっと何人もいるような場で話し合いたいと？（市:原田） 

→もっと、公開・オープンな形でしたい。工房関係者は以前話し合いを市にお願いしたが、断られ

た。平等にオープンな形で、いろんな意見交換が出来るような話し合いをしてほしい。(工房利用

者・町田市民:笠井） 

・客観的に見ていると今回、出席している市の方は、原田氏以外話していない・話せない印象。ま

た、検討するというよりは、反対意見をサンドバッグのように聞いて、長い時間ばかりが経って

良くない。原田氏も市長ではないから、好き勝手に、「じゃあこの計画はやめます」と言えない状

況だろうなと思いながら、この話し合いを聞いていた。 



一つ目のお願いは、市長に伝えてほしい、「引き返す勇気はありますか」「引き返すことは可能な

のか」と。時代が変わり、財源も減っている中で、「よりよいもの・予算は 32億から 40億円にな

るけれど、将来の投資だから」などと言っている場合ではなくて、これから負債になってしまう

時代。だからこそ、引き返す勇気はないのかと聞きたい。 

２つ目のお願いは、全市的なもっと広い場、町田市が主催する形で、みんな誰でも来てよいとい

う形で、異論（賛成反対含め）を話し合う場をつくってもらえないかということである。（玉川つ

ばめ通信・町田市民：宇野津） 

 

＜回答・質疑確認と課題＞ 

上記の内容と重複するものは省略とし、新たな意見等を下記に記す。確認時に訂正依頼のあった

内容は上記に反映済み。 

 

・谷戸の地形が削られることについては、今の案が総合的にベストという回答はみんな納得がい

ってない。（司会:鹿志村） 

・話し合いについて、広く市民の意見を聞くのが難しいという回答については、なぜ難しいのか

回答になっていないので、再度回答を頂きたい。（司会:鹿志村） 

 

その他意見 

・町田市にとって芹ヶ谷公園は薬師池公園と同様、都市施設として重要。周辺に住んでいる住民

が利用頻度が高いからと話しをしているが、もはやそういう次元ではなく町田市全体の話。だ

から今回の回答会に私も含め大勢の人が集まっている。地域住民だけでコンセンサスし、事業

を進める考えを改めてほしい。大事な事は、市長の市政方針にありますが、40億円以上のプロ

ジェクトをやっているので、市民の皆さんと一緒になって考えていくというスタンスが大上段

にある。しかし、具体的に思うようになされてないから市民の方が心配している。どのように

進めるかなどのストーリーを行政の方が、市民が安心できる形で私達に示してほしい。そうし

ないといつまで経っても市民は行政のやり方に対して不安と怒りのまま。ストーリーの回答を

してほしいし、それを市長にぶつけたい。40 億のプロジェクトを地域住民方と話しただけで、

進めてもらっては困る。より大勢の意見を吸い上げながら、このプロジェクトをまとめていく

という市の大事な方針が示されている。そうしなければ、町田市は旧体制のやり方で、また予

算のかかる施設をまた作ってしまったと言われる。町田市の HPで市長が示しているように市民

協働でものを考えていかなければならない時代。市民協働をやっていくための方法を具体的に

わかりやすく説明してほしい。地域住民の方が賛成したらこのまま進んでしまうのではないか

と心配。心配なのは、基本設計終わって、実施設計に入っているから。行政のやり方そのもの

がおかしい。何か月も市民に対してなんの説明もない。一般市民が聞いたのは 2021 年 3 月 20

日。コロナのせいにしていいので、もう一回差し返って市民に広く問うべき。そうでなければ

せめてストーリーを示して頂きたい。今一番問われているのは、市民協働という一緒につくり

あげていく姿勢が、市の方から具体的なプログラムが示されない。是非、持ち帰って市長と相

談して、我々に示して頂きたい。行政の仕事。（考える会・町田市民:高橋） 



・市民参加の施設づくりを考える上で、アメリカの社会学者アーンスタインが「参加の梯子」と

いう概念を提唱している。参加にはレベルがあり、それを８段階の梯子に例えている。一番下

は、日本流にいうと「依らしむべし知らしむべからず」の参加不在の段階。次は都合の良い情

報や対象者を限定して小出しに出す誘導の段階。その上は、情報を提供するが一方的、意見を

聞くが形式的な意見聴取に終始する段階。さらに上に進むと市民との協働（パートナーシップ）

の段階へ。一番上に行くと、市民のコントロールによる市民主体の取り組みの段階といった具

合だ。この半世紀は一つ一つそのハシゴを登ってきたが、ここ 10 年ほどはすこし様子が変わっ

て、行政の姿勢はやや後退しているようにみえる。今回の芹ヶ谷公園問題の計画参加はどのレ

ベルの段階といえるのだろうか。市長や市の職員を含め、市民の意向に沿って市民からの付託

を受けて行政を進めるのが大原則。それが今回、かなりずれている印象が強い。（考える会・町

田市民:竹内） 

→本日は、広く市民の方にという意見を多く頂いているのが、皆さんに集まってもらってもいろ

んな意見が出るので、収拾つかなくなる。また、広く市民の方を呼んだとしても、基本的には

意見を言いたい方、反対の方が多く、賛成の方がなかなか声を上げてくれない。いろいろ聞い

ていくと賛成している方もいるが、実際、賛成の方がいても市に対して賛成の意見を言って頂

けない。それが難しい。ただ、今日、地域の方との話し合いはわかるが、もう少しそれが終わ

った後や最中にも状況知らせてほしいという意見があったので市役所の中で、持ち帰り、共有

させて頂きたいと思う。（市:原田） 

・今回の要望・質問・提案書と一緒に提出している資料（別紙①）で、今回の計画についての経

過をまとめたものを見て頂くと、町田市が市民の意見をどうやって聞いていったかを見てみる

と、コンセプト案やホームページの情報などはあるが、きちんとした意見交換の場がなされて

いない。公園に関して、面白がる会でのいろんな方の意見を聞くのはあったが、工房や版画美

術館に関しての説明会や意見交換は、一度もなされていない。いろんな方の意見が出ると収拾

がつかなくなるというのもわかるが、町田市は市民協働を目指しているので、収拾がつかなく

なる状態を市が抱えてしまうのではなく、そこから更にフィードバックをして市民とまた話し

合っていけばきちんと今回の計画についての回答が出てくるはず。きちんとした協働をみんな

望んでいることを持ち帰ってほしい。（司会:鹿志村） 

→別紙①の 2019 年 12 月の※１に HP のみで公開と書いているが、2019 年 12 月 21 日に版画美術

館の講堂にて、報告会という形でコンセプト案に対して 30 名の方に集まってもらっている。

（市:小塚） 

→その時はどういう広報で、報告会をお知らせしたのか。（司会:鹿志村） 

→近隣住民の方に自治会を通してお知らせ、自治会入ってない方にはポスティングをした。（市:

小塚） 

→HP では広報したか。（司会:鹿志村） 

→HP ではしてなかった。終わった後に報告した。（市:小塚） 

 （後日訂正 事前に町田市 HPに公表しております。発言を訂正させていただきます。） 

→議事録などはあったか。公表したか。（司会:鹿志村） 

→正確にお答えすべきなので、この場では報告会をやった事実のみ報告させてもらう。（市:原田） 



・デザインブックを 2019年から作成しているならその時から呼んでくれたら、行ったのにという

想いがある。2019年から計画が始まっていたとは知りもしなかった。一部の知っている方だけ

でまとめられると御用団体のような印象をもってしまう。その時点で加えてもらえたらなと思

う。今のプランがベストとおっしゃっていることについて、設計者はベストだと思って一生懸

命やったのだと思う。ただ、そのプランのかたちが見えてきた時に、今回のように、いろんな

批判が出てきている場合は、一度立ち止まって考えるべきだと思う。聞く耳を持ってほしい。

芹ヶ谷公園の再整備計画自体に反対なわけではない。ただ、今の版画美術館周辺の建物の建て

方がこれでいいのかと言っている。（工房利用者:西山） 

 

＜今後について＞ 

・今後のロードマップ、進め方をどうやっていくか回答頂きたい。また、市民協働をやっていく

のか、2019年 12月 21日の報告会の議事録の有無なども併せて回答頂きたい。これらの回答を

して頂く機会を次回設けて頂けるのか。（司会:鹿志村） 

→基本的には要望書に対する回答会なので、今回、それについて回答させていただいたところで

ご理解頂きたい。市民協働含めて、今後どうやっていくかについては、すぐに回答出来る話で

ないのと、地域住民の方との話し合いが進んでそれに対してどう広報していくかは、考えなが

らやっていかないといけない。この会の方に今後の進め方の説明はする予定はありませんが、

地元の方、工房の方だけではなく、広くいろんな方の意見をきちんと聞く場を設けてほしいと

いう意見があったことを、市の方で持ち帰って、今後の説明会などに生かしていきます。それ

以上の回答は今日出来ないことは申し訳ありませんが、ご理解いただきたい。（市:原田） 

→ということは、今日聞いた話を実行するかは市で決めていきたいと？市民の声として意見が出

てきたこと、しっかり認識してほしい。これのままでいいのか。（町田市民:古家） 

→市だけで決める部分ではありませんが、今回のようないろんな意見を聞いた上で、今後どうし

ていくかは市が決めていきたい。関係されている方の意見をきちんと聞きながら進めた上で、

どうやってもっと広い方々にご意見を聞いてやっていくのかきちんと考えていきたい。市民の

声、認識している。（市:原田） 

→もしかしたら、デザインコンセプトそのものも、もう一回見直す、振り出しに戻すことだって

あるかもしれないですよね。（町田市民: 古家） 

→今までの説明をしている通りです。（市:原田） 

→各団体で話し合われている内容の情報公開はどうしていくか。（司会:鹿志村） 

→まず、各団体とどうやって公開するか話し合う必要がある。今日の話で、皆さんが他の団体の

話し合いの内容を知りたいということは理解した。（市:原田） 

→少なくとも、今日のこの団体に対しては、どういう風に公開していくかここで話し合えば、あ

とで相談するとかなく決められますよね。（町田市民:松嶋） 

→私が、この場でどうやって公開すると言えない。（市:原田） 

→この議事録は、冒頭で確認しましたが、内容チェックしていただき、バックしてもらい、こち

らで情報公開することで宜しいですか。（司会:鹿志村） 

→はい。（市:原田） 


