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武蔵野市

公共施設のあり方
ワークショップ
かわらばん

第２号

公共施設の老朽化が進み、建替えには多額の費用が
必要になってきます。少子高齢化が進む中、地域の課
題やその解決方法について、市民の皆様と一緒に考え
アイデアをご提案いただく「公共施設のあり方ワーク
ショップ（全４回）」を開催しています。このワークショッ
プ内容や雰囲気を参加者のみならず、市民の皆様に
発信していくため、かわらばんを創刊しました。

第２回ワークショップを開催！
吉祥寺地区、中央地区、武蔵境地区の各地区ごとに分か
れて、第２回のワークショップを行いました。
各地区、５グループに分かれて、第１回のワークショップの
結果分析を行いました。
ワーク１ 行動を分析しよう
１つの施設で複数の行動がある施設は？行動別にみるとどんな施
設がつながるだろう？行動が密集しているところはどんな場所？な
ど色々な視点で話し合いました。
話し合いながら意見を模造紙に。

ワーク2 利用していない公共施設と理由を探ろう
利用したいけど利用していない施設は？なぜ利用してこなかったの
か？どうしたらもっと良くなるか？などについて意見を出し合いまし
た。

グループごとに発表し、話し合いの結果を
共有しました。

今回のワークショップは、
首都大学東京の讃岐先生とその学生さんにも
お手伝いいただいています！

讃岐 亮 助教 プロフィール
首都大学東京 都市環境学部 助教。専門は都市計画学・都市
解析学。これまで多数の自治体において,公共施設白書や公共
施設等総合管理計画等の策定を支援。

公共施設に行ってみよう！ ワークショップスタッフがおすすめする武蔵野市ならではの公共施設をご紹介
施設名称

吉祥寺シアター
吉祥寺シアターは全国的にみても珍しい、現代演劇やダンスなどのジャンル
に特化した公立の単館小劇場※であり、地域に支えられながら多くの観客が交
差する場所となることを目指しています。
最大定員239名のブラックボックス型の小劇場に稽古場を併設しており、現
代の舞台芸術を身近に鑑賞することができます。
※「小劇場」とは単純に観客席の少ない劇場という意味ではなく、1960年後半代に誕生した自ら
の小さな劇場を拠点として活動する演劇集団による演劇に端を発する演劇ジャンルを指していま
す

所在/吉祥寺本町1-33-22 開館時間/午前9時～午後10時30分 休館日/火曜日 問合せ/☎22-0911

吉祥寺地区

ワークの結果

ワーク１
吉祥寺駅周辺を利用している人が
多いので、駅周辺で公共サービス
を受けられるといい。
公会堂は駅から近く利便性が高い。
カフェや図書館、運動施設があると
うれしい。
施設によっては運営団体が異なり、
予約端末が違う。市の施設であれ
ば同一にできないか。

日時 11月３日（土）午前10時〜12時30分
会場 本町コミュニティセンター / 参加者 26名

ワーク１
吉祥寺は土地が平坦で、自転車
利用が多いが、利用者の数に比べて
駐輪場が少ない。公共施設の
建て替え時に、立体化などの工夫で
駐輪場を増やしてはどうか。
ハモニカ横丁は、吉祥寺の代表的
スポットだと思う。個性的な商店を
残してほしい。

ワーク１
吉祥寺駅周辺は交通の便がよく、
いろいろな店があり買い物しや
すいため利用している方が多い。
駐輪場や駐車場がもっと増える
とより利便性が向上すると思う。
また、各コミセンは無料で使用
することができ、ボランティア等
団体に所属している人からは
多く利用されている。
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ワーク２
会社以外で働く人向けに、静かな
場所でパソコンや電話ができる
施設があったら便利。
多世代交流ができたり、若い世代
が働けて、住みやすい。洗練された
雰囲気の空間が増えるとよい。

ワーク２
コミセンは常時人の目が届くことから、
小さな子どもたちの遊び場としての
利用もある。アクティブシニアが
子どもたちをお客さんとして駄菓子屋
をやるなど、世代間交流のきっかけ
にもなる取り組みを行ってはどうか。

ワーク１
吉祥寺に外国人が増えている。
まちの案内が必要になる。観光
機構がもっと利用しやすくなると
よい。
他区市からの利用者が多く、
市民が利用しにくくなっている
施設がある。
施設の利用には交通アクセスも
ポイントだと思う。

ワーク１
吉祥寺駅周辺は主に買い物や
食事での行動が多い。五日市
街道や井の頭通り沿いにお店
が集中していた時代もあった。
ムーバスを利用している人が
多い。ルートが一方向なので、
場所によっては時間がかかって
しまうこともある。複数のルート
があるとよい。

ワーク２
南口に駅前広場、公会堂など
まちを複合的に考える再開発
事業を。
吉祥寺シアターは、プロの興業
がメインになっている。市民も
気軽に利用できるようになると
いい。

ワーク２
以前から住んでいる人たちが
住みやすいまちなのか、外来者
向けのまちなのか疑問に感じる。
今後公会堂は住んでいる人
たちの視点で複合化を考えて
いくべき。住んでいる人たちが
住みたいまちになるように
考えたい。

ワーク２
公会堂は吉祥寺のシンボルと
なり、駅南口周辺の再開発の
起爆剤になり得る公共施設で
あると考える。周辺に樹木を
植えるなど明るい空間を作り、
井之頭公園へわくわくするような
アプローチができればいいと思う。

讃岐先生総評

いい発想がたくさん出ていました。
共通項になりそうなキーワードも
ありました。
「住みよいまち」「武蔵野公会堂」
「吉祥寺シアター」など、どのグ
ループにも共通して話題となった
テーマもありました。次回のワー
クでぜひ掘り下げてもらえたら、
と思います。
まちづくりの視点からの意見が
多く出ていたのもよかったと思い
ます。

参加者からの声
各グループの
討論の深さに
感心した

皆でアイデアを
出すのは大切だな
と思った。
現実と問題点がよく
わかった。同じ視点
の方々と、話し合う
機会と、受け取って
くれる場はよいと
思った。

いかに公共施設
を使ってないか
が良くわかった
最初わかりづらかった
が、ファシリテーターの
方の説明があって
理解が進んだ

中央地区

ワークの結果

日時 10月20日（土）午前10時〜12時
会場 中町集会所 / 参加者 26 名

ワーク１
公会堂は吉祥寺駅に近く、立地が
よいため、商業施設や会議室、
駐車場、劇場等の複合施設にする
と収益が上がるのではないか。
中央図書館は読書や勉強で利用
している方が多いが、自由に使える
場所があると、より多くの人が利用
できるようなると思う。

ワーク１
多様な使い方があるコミセンは
各々に特徴があると使いやすくなる。
フリーWi‐Fiの導入や、有料でよい
ので商談の場としての活用はどう
か。
インターネット予約や利用するのが
初めての人でもわかりやすい予約
システムがあるとよい。

ワーク１
中央公園は立地も良く広いので、
現在もかなり利用されているが、
オリンピック・パラリンピックに向
けて、新しいスポーツを知るきっ
かけとなる講座を開催するともっ
と利用者が増えるのでは。
公園内に、休めるカフェもあった
らいいのではないか。

ワーク２
芸能劇場・市政センターは、駅前と
いう立地を生かして、ジムや
レンタルスペースを加えた、複合
施設にするのはどうか。
小規模保育事業、子育て広場、
公園が一体になっているすくすく泉
のような施設が駅前にあると、利用
しやすいのではないか。

ワーク２
コミセンを宣伝して何に使えるの
か知ってもらう。特定の目的が
なくても利用できるように、1階に
気軽に利用できるカフェがあれば、
駅前で喫茶店を利用する人も
やってきて、そこで新たな
コミュニティができるのではない
か。
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ワーク１
芸能劇場は、観劇以外に市民が
利用できるスペースがあるのは
知らなかった。
コミセンは、施設ごとに運用が
異なるようだ。
かたらいの道に有料の貸し出し
スペースがあるのは知らなかった。
ワーク２
芸能劇場は建てた当時の目的と
今のニーズに差があるので、名称
や運用方法を変えてはどうか。
コミセンは運営団体に任せきりで
はなく、市・市民・運営団体相互の
合意形成を図るとより良くなると
思う。
公共施設全体の利用目的別検索
機能や予約案内があると良いと
思う。

ワーク２
芸能劇場や市政センターなど駅前
の立地条件のよい場所の有効活用
方法として、人材バンクのような、
何か行いたい人と何かをお願い
したい人とを結ぶマッチング
センターを設置してはどうか。そこ
で、利用目的に合った公共施設を
紹介してくれるサービスもあると
よいと思う。

讃岐先生総評

ワーク１
今後もコミュニティを形成する
うえでコミセンが核になっていく
と思う。時代に合わせた運営も
必要であり、新しい人が入り
やすいような仕組み作りが必要
になる。

ワーク２
プレイスは、企業向けの講座や
説明会で使われることもあり、
市民の施設なのか疑問を
感じるときもある。
市民を意識した運営を心がける
べき。
施設運営側の「愛」や「ハート」
が重要なのではないか。

施設は個性的にする、目的に沿
う形で特化させるという意見が
ある一方、様々な使い方があり、
柔軟性を持った空間でもいいの
ではないかとの意見もありまし
た。どちらが正解というわけでは
ないものです。
今回のワークショップは正解を
出すのが目的ではなく、グルー
プ毎やグループの中でも色々な
意見がでてよいのです。その中
で共通の「テーマ」が見つかると
良いと思っています。

参加者からの声
グループに年代
の近い方が多く
て、意見が出し
やすく話が盛り
上がった。

グループ別の発表で
は、他のグループが
全く別の視点での話
になっていたので、
大変参考になった。

コミセンのあり方に
ついて、知らない
ことばかりでしたが
とても勉強になりま
した。

参加することで
あらためて自分
が公共施設を
利用する意味を
考えさせられた。
人材と公共施設を
考える場合、人材
を優先して施設を
考えてほしい。

武蔵境地区

ワークの結果

日時 11月10日（土）午前10時〜12時３０分
会場 境南コミュニティセンター / 参加者 24名

ワーク１
プレイス・コミセン共に利用者が
多いが、コミセンは地域の特定の
利用者が多い。しろがね公園や
独歩の森は、名称からは用途が
分からないが、だからこそ使い方
を限定せずに様々な目的で訪れ
ている人が多いのではないか。

ワーク１
関前地区は、武蔵境駅と三鷹駅
どちらからも同じくらいの距離。
武蔵境駅周辺の方が店や施設が
そろっており、利用しやすいが、
バスの便があまりよくないため、
バス利用の際は三鷹駅や市役所
方面に行くことが多い。

ワーク２
利用者の多いプレイスにコミセン
の情報が集約されると便利。
ただ、コミセンを穴場とする人も
いるためバランスが難しい。
市の駐輪場は有料で使いにくい
ので、民間施設が企業や市と
提携してイベントを催し、駐輪場
を無償提供する等の仕組みが
あるといい。
商店街はチェーン店が多いため、
地域とコラボしたオリジナルな面
があると良い。

ワーク２
スマートフォンのアプリなどで市の
施設の予約や市民証明書や図書館
カード等複数あるIDをまとめる仕組
みがあるとよい。
多目的に使用できる施設もよいが、
お酒が飲める等、用途を絞った場所
があってもいいのでは。
顔の見える交流やネットワークで
施設間をつなぐなど、ゆるやかに
公共施設の空間同士をつなぐとよ
いのでは。

ワーク１
あんず苑アネックスのような高齢者
施設に保育施設の併設などで
幅広い世代の利用、高齢社会に
ついての理解を広める役割も担う
ことができる。
コミセンは利用設備の再検討や
コミセンごとに特徴を出すことで、
より広く市民が利用できるように
なると考える。
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ワーク１
武蔵境教習所では花火など地域
の人が集まれるようなイベントを
多く行っている。
子どもや学生が利用できる自由
な運動の場や多世代間の交流が
うまれるような公園が望ましい。

ワーク１
全体的に球技ができる公園が
少なく感じている。ネットに囲まれ
た球技ができるところもあれば、
ドッグランがある公園など特徴的
な公園もある。
市民会館は印刷機もあるので
もっと広く使われてもよい。

ワーク２
コミセンの貸出スペースは急な
利用が難しい。当日利用が可能
であると便利である。
鉄道高架下の開発について、
東小金井駅側は魅力的な店舗が
多く歩いていて楽しい。武蔵境駅
側も魅力的な店舗が増えれば
沿線のウォーキングイベント等で
盛りあがれると思う。

ワーク２
松露庵は知らない人も多く、周知
する必要がある。
ふるさと歴史館分館は収蔵庫と
しての施設だと思うが、公開する
ような機会があるとよいのでは
ないか。
施設により使用料にばらつきが
ある。

参加者からの声
住み始めて１年なの
で、使っていないけど
使いたい施設が
たくさんあると感じた。

他のメンバーと
話し合う中で、
気づきを共有で
きました。とても
良いワークでした。

ワーク２
市民会館は集客につながる
イベントなどにより多くの市民が
訪れるきっかけづくりから、市民の
利用が増えるのではないか。
松露庵は、教育機関と連携して
お茶の作法を学ぶ場としての活用
から、施設の認知度を上げることが
できると考える。

讃岐先生総評

「地域の資産とコラボレーションす
る」という発想を各グループが議論
していました。とても重要なことです。
施設の目的を設置者側が決めすぎ
ず、利用者がにある程度委ねると
いう考え方と、施設ごとに個性を打
ち出すという考え方、両方の意見が
出ていました。皆さんがいろんな意
見をもっているという共通認識を得
る場として、活発な意見交換ができ
たのは有意義だったと思います。
今回の議論を踏まえて、公共空間
をより良くするアイディアについて議
論を深めて欲しいと思います。

高架下、公園、
駐輪場などハコモノ
ではない空間への
言及がとても面白
かった！可能性が
あってよい。

自分の住むまちのことを
自分たちで考えるという
ことをして、あらためて
自分は武蔵野市の市民
なのだと感じる貴重な
時間だった。
民と官の連携必要
性を感じました。
自分の会社も公との
連携で何かを考えて
いるところです。

次回は第３回ワーク
ショップの様子を
お届けします。12月
末発行予定です。

公共施設等総合管理
計画は武蔵野市ホー
ムページをご覧くださ
い。

