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はじめに                                      
 

この提言は、

中から生まれました。
 

中央図書館

が図られずに、

において、「

大性に気付いた市民が
 

「三館合築」

館・公民館の配置バランスを崩し、

リットが大きく、

また、専ら行財政改革推進の側面から急に浮上した

を欠くもの

そこで、

対の声を市政に届けました。
 

懇談会は、当初

の合築」という

記の提言を市長に提出しました。

つきました。

市長は懇談会の提言を受け

2015 年度内決定を見送る見解を
 

さらに、

への移転後に

田無公民館の移動見送

2016 年度に先送りされました。

そして、保谷庁舎解体後の機能移転先の代替案

ました。 

 

このような状況で、私たちは、

題として捉える必要があるとの認識に立ち、

検討を重ねてきました。

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

本提言をまとめるにいたりました。

本提言をきっかけに、西

 

 

 

                                      

この提言は、「三館合築

中から生まれました。

中央図書館・田無公民館

ずに、2015 年

「三館合築」

大性に気付いた市民が

「三館合築」案の主な

館・公民館の配置バランスを崩し、

リットが大きく、市民の学習・社会

専ら行財政改革推進の側面から急に浮上した

くものでした。 

そこで、私たち市民は、

対の声を市政に届けました。

懇談会は、当初、12

」という規模と位置の制約から

記の提言を市長に提出しました。

ました。 

懇談会の提言を受け

年度内決定を見送る見解を

、2015 年 3 月に公表された

後に、老朽化による保谷庁舎解体後の機能

公民館の移動見送

年度に先送りされました。

そして、保谷庁舎解体後の機能移転先の代替案

このような状況で、私たちは、

題として捉える必要があるとの認識に立ち、

検討を重ねてきました。

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

本提言をまとめるにいたりました。

本提言をきっかけに、西

                                      

三館合築」問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

中から生まれました。 

・田無公民館を市民会館の場所で

年 7 月から、市長が委嘱した

」ありきで中身の

大性に気付いた市民が急遽動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。

主な問題点は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

館・公民館の配置バランスを崩し、

市民の学習・社会

専ら行財政改革推進の側面から急に浮上した

 

私たち市民は、11 月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

対の声を市政に届けました。 

12 月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが

規模と位置の制約から

記の提言を市長に提出しました。

懇談会の提言を受け、プランがまとまらなかったこと

年度内決定を見送る見解を

月に公表された

老朽化による保谷庁舎解体後の機能

公民館の移動見送りに伴い、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

年度に先送りされました。 

そして、保谷庁舎解体後の機能移転先の代替案

このような状況で、私たちは、「

題として捉える必要があるとの認識に立ち、

検討を重ねてきました。同フォーラムは

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

本提言をまとめるにいたりました。

本提言をきっかけに、西東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております

                                      

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

を市民会館の場所で

月から、市長が委嘱した

ありきで中身の検討が進められていました

動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

館・公民館の配置バランスを崩し、三館の現有

市民の学習・社会教育および文化

専ら行財政改革推進の側面から急に浮上した

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが

規模と位置の制約からプラン

記の提言を市長に提出しました。提言には、前提条件について基本的に無理がある等

、プランがまとまらなかったこと

年度内決定を見送る見解を 2 月 15 日に

月に公表された庁舎統合方針（案）では、

老朽化による保谷庁舎解体後の機能

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

 

そして、保谷庁舎解体後の機能移転先の代替案

「三館合築」

題として捉える必要があるとの認識に立ち、

同フォーラムはその後

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

本提言をまとめるにいたりました。 

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております
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問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

を市民会館の場所でまとめて建て直す

月から、市長が委嘱した「合築複合化基本プラン策定懇談会

検討が進められていました

動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

現有延床面積

および文化活動

専ら行財政改革推進の側面から急に浮上した計画であり、

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが

プランのとりまとめが困難となり、

提言には、前提条件について基本的に無理がある等

、プランがまとまらなかったこと

日に表明。「三館合築

庁舎統合方針（案）では、

老朽化による保谷庁舎解体後の機能を移転

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

そして、保谷庁舎解体後の機能移転先の代替案として仮設庁舎整備

」問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

題として捉える必要があるとの認識に立ち、1 月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

その後 2 月、4

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております

                                      

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

まとめて建て直す「

「合築複合化基本プラン策定懇談会

検討が進められていました

動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

延床面積を大幅に圧縮

活動の維持・向上にマイナスとなる

計画であり、将来を見越したまちづくりの視点

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが

とりまとめが困難となり、

提言には、前提条件について基本的に無理がある等

、プランがまとまらなかったことと市民の反対運動の高まり

三館合築」案は実質的に白紙撤回されました。

庁舎統合方針（案）では、中央図書館・田無公民館の市民会館

移転する計画であったことから、中央

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

として仮設庁舎整備

問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

4 月、5 月、

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております

 

                                      

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

「三館合築

「合築複合化基本プラン策定懇談会

検討が進められていました。しかし、

動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

を大幅に圧縮するなど

向上にマイナスとなる

将来を見越したまちづくりの視点

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが

とりまとめが困難となり、2016

提言には、前提条件について基本的に無理がある等

市民の反対運動の高まり

案は実質的に白紙撤回されました。

中央図書館・田無公民館の市民会館

する計画であったことから、中央

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

として仮設庁舎整備 4 案が、

問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

、7 月とこれまで

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております

                                      

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

三館合築」案は、市民への周知

「合築複合化基本プラン策定懇談会（以下懇談会）

。しかし、10 月になり、事の重

動き、問題点を知らせ、市民の関心が高まりました。 

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

など、市民にとってデメ

向上にマイナスとなること

将来を見越したまちづくりの視点

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

月までに基本プランを策定するスケジュールでしたが、「市民会館の場所で

2016 年 2 月 5

提言には、前提条件について基本的に無理がある等の

市民の反対運動の高まり

案は実質的に白紙撤回されました。

中央図書館・田無公民館の市民会館

する計画であったことから、中央

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も

が、3 月議会に提示され

問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

これまで 5 回開催。

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております

                                      

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

市民への周知

（以下懇談会）」

月になり、事の重

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

市民にとってデメ

ことでした。

将来を見越したまちづくりの視点

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

市民会館の場所で

5 日、4 案併

の付帯意見が

市民の反対運動の高まりを理由に、

案は実質的に白紙撤回されました。

中央図書館・田無公民館の市民会館

する計画であったことから、中央図書館・

、庁舎統合方針（案）決定と公共施設等総合管理計画策定も同時に

月議会に提示され

問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

回開催。その結

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、

東京市において、市民参加のまちづくりが進むことを願っております。

                                       

問題をきっかけに、西東京のまちづくりを考える市民が集い、話し合う

市民への周知

」

月になり、事の重

は、現在の中央図書館・田無公民館の駅近の利便性を損ない、図書

市民にとってデメ

。

将来を見越したまちづくりの視点

月には市長に白紙撤回を求め、市議会へ請願・陳情を提出するなど反

市民会館の場所で

案併

付帯意見が

を理由に、

案は実質的に白紙撤回されました。 

中央図書館・田無公民館の市民会館

図書館・

同時に

月議会に提示され

問題は、庁舎統合を含めた公共施設のあり方、配置問

月より「まちづくりフォーラム」の場で、話し合いと

その結

果、まちづくりの観点から、庁舎と三館の将来について、市民の考えを示すべきとの結論に達し、
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１ 私たちのまちづくりコンセプト
 

子どもも

ともに育
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わかちあうことができる

未来につなぐことができる

そんな 

 

 まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市

れば、まちへの関心も高まり

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。

●統合庁舎は、保谷庁舎の場所に！

 2015 年

位置決定は先送り

公民館移動後に

して仮設庁舎整備案が提示されて

体跡に統合庁舎を建設すれば、仮設庁舎

また、庁舎の位置

を挙げ、新たな

地もなく非現実的です。

「合併市特有の課題」も解消されつつあります

で生まれた子どもも

ています。後者については、

ニ利用などで分散化されること

まず市保有地の利活用で無駄を省く

が最適です。

 

●田無庁舎の場所に

  

 これからは、

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。

市民の知的・文化的水準の維持・向上

の拡充が欠かせません

条件から、田無駅に近い田無庁舎の場所

動し、あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。

 

私たちのまちづくりコンセプト
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育ち ともに

喜びと 生

わかちあうことができる

につなぐことができる

 まちに暮らしたい

まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市

まちへの関心も高まり

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。

●統合庁舎は、保谷庁舎の場所に！

年 3 月に公表された

位置決定は先送り。当面は田無庁舎を使い、

公民館移動後に再配置

仮設庁舎整備案が提示されて

に統合庁舎を建設すれば、仮設庁舎

庁舎の位置決定

新たな用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとして

地もなく非現実的です。

「合併市特有の課題」も解消されつつあります

で生まれた子どもも 2019

後者については、

ニ利用などで分散化されること

保有地の利活用で無駄を省く

す。道路などの

●田無庁舎の場所に

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出

これからは、少子高齢化

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。

知的・文化的水準の維持・向上

が欠かせません。

条件から、田無駅に近い田無庁舎の場所

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。

私たちのまちづくりコンセプト

も 

ともに学び 

生きる楽しみを

わかちあうことができる 

につなぐことができる 

らしたい 

まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市

まちへの関心も高まり、まちの質は向上

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。

●統合庁舎は、保谷庁舎の場所に！

月に公表された市の庁舎統合方針（案）は、庁舎統合時期を

当面は田無庁舎を使い、

再配置するもので

仮設庁舎整備案が提示されて

に統合庁舎を建設すれば、仮設庁舎

決定を先送り

用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとして

地もなく非現実的です。新たな用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。

「合併市特有の課題」も解消されつつあります

2019 年には選挙権を持つ歳になる

後者については、庁舎は

ニ利用などで分散化されることや出張所の整備で補完できるものです

保有地の利活用で無駄を省く

道路などの立地条件も良好で

●田無庁舎の場所に 中央図書館・田無公民館・市民会館を！

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出

少子高齢化の進行

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。

知的・文化的水準の維持・向上

。図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働き

条件から、田無駅に近い田無庁舎の場所

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。

私たちのまちづくりコンセプト                               

しみを 

 

まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市

まちの質は向上

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。

●統合庁舎は、保谷庁舎の場所に！

市の庁舎統合方針（案）は、庁舎統合時期を

当面は田無庁舎を使い、

でした。しかし、

仮設庁舎整備案が提示されています。整備費は

に統合庁舎を建設すれば、仮設庁舎整備費は不要です

先送りする一方で

用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとして

な用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。

「合併市特有の課題」も解消されつつあります

年には選挙権を持つ歳になる

庁舎は市民が頻繁に訪れる場所ではなく、窓口サービス

や出張所の整備で補完できるものです

保有地の利活用で無駄を省くのが合理

立地条件も良好で、公共施設が集積する

中央図書館・田無公民館・市民会館を！

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出

進行を見据え、

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。

知的・文化的水準の維持・向上には、学習活動、社会教育活動、文化芸術活動の

図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働き

条件から、田無駅に近い田無庁舎の場所で合築するの

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。
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まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市

まちの質は向上し、さらに、

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。

●統合庁舎は、保谷庁舎の場所に！  

市の庁舎統合方針（案）は、庁舎統合時期を

当面は田無庁舎を使い、老朽化した保谷庁舎

しかし、図書館・公民館の移動が無くな

整備費は 15

整備費は不要です

する一方で、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとして

な用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。

「合併市特有の課題」も解消されつつあります。前者については、

年には選挙権を持つ歳になるなど

市民が頻繁に訪れる場所ではなく、窓口サービス

や出張所の整備で補完できるものです

合理的です。統

、公共施設が集積する

中央図書館・田無公民館・市民会館を！

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出

を見据え、子どもから高齢者まで、

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。

には、学習活動、社会教育活動、文化芸術活動の

図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働き

で合築するのが最適です。

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。

                               

        

まちは人々が住み続けることで、持続していきます。西東京市に

さらに、住みたい、住み続けたいと思う人々も

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、

公民館・市民会館）に関する考えをまとめてみました。 

市の庁舎統合方針（案）は、庁舎統合時期を

老朽化した保谷庁舎解体

図書館・公民館の移動が無くな

15 億円以上と見込まれていますが

整備費は不要です。 

、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとして

な用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。

前者については、

など、旧市へのこだわりがない世代

市民が頻繁に訪れる場所ではなく、窓口サービス

や出張所の整備で補完できるものです

統合庁舎は耐用年限が先に来る保谷庁舎の場所

、公共施設が集積する一帯

中央図書館・田無公民館・市民会館を！

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出

子どもから高齢者まで、

豊かなかかわりを持てるまちづくりが求められています。まちづくりの主体となるのは市民です。

には、学習活動、社会教育活動、文化芸術活動の

図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働き

が最適です。田無駅南口駅前広場建設事業とも連

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。

「住み続けたい！」と思うまち

                               

             

に住み続け

住みたい、住み続けたいと思う人々も

増えます。西東京が「住み続けたい！」と思うまちになるように、庁舎と三館（中央図書館・田無

市の庁舎統合方針（案）は、庁舎統合時期を 2033

解体後の機能は

図書館・公民館の移動が無くな

と見込まれていますが

、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

用地を視野に入れ市の中心部での可能性を検討するとしています

な用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。

前者については、転入住民も増え、

、旧市へのこだわりがない世代

市民が頻繁に訪れる場所ではなく、窓口サービス

や出張所の整備で補完できるものです。 

耐用年限が先に来る保谷庁舎の場所

一帯の中核施設となります

中央図書館・田無公民館・市民会館を！ 

－あらたな教育・文化・芸術ゾーンの創出－ 

子どもから高齢者まで、地域で豊かな

まちづくりの主体となるのは市民です。

には、学習活動、社会教育活動、文化芸術活動の

図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働き

田無駅南口駅前広場建設事業とも連

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創り出すことができます。 

「住み続けたい！」と思うまち

西東京に

                               

          

住み続けたいと思う市民が多け

住みたい、住み続けたいと思う人々も

庁舎と三館（中央図書館・田無

2033（平成 45

後の機能は中央図書館・田無

図書館・公民館の移動が無くなり、今、

と見込まれていますが、

、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

いますが、具体的な

な用地買収のために費やす時間も労力も経費もムダです。 

転入住民も増え、合併年に当市

、旧市へのこだわりがない世代・住民

市民が頻繁に訪れる場所ではなく、窓口サービスが今年中にコンビ

耐用年限が先に来る保谷庁舎の場所

中核施設となります

 

地域で豊かな時間

まちづくりの主体となるのは市民です。

には、学習活動、社会教育活動、文化芸術活動の拠点となる施設

図書館・公民館・市民会館はその拠点として重要な働きを担う施設で

田無駅南口駅前広場建設事業とも連

「住み続けたい！」と思うまち

西東京に 

                               

  

たいと思う市民が多け

住みたい、住み続けたいと思う人々も

庁舎と三館（中央図書館・田無

45）年とし、

中央図書館・田無

今、代替案と

、保谷庁舎解

、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

具体的な候補

 

合併年に当市

・住民が増え

今年中にコンビ

耐用年限が先に来る保谷庁舎の場所

中核施設となります。 

時間を過ごし、

まちづくりの主体となるのは市民です。

拠点となる施設

を担う施設です。立地

田無駅南口駅前広場建設事業とも連

「住み続けたい！」と思うまち  

                               

たいと思う市民が多け

住みたい、住み続けたいと思う人々も

庁舎と三館（中央図書館・田無

）年とし、

中央図書館・田無

と

保谷庁舎解

、「合併市特有の課題」として市民意向や配置バランス

候補

合併年に当市

増え

今年中にコンビ

耐用年限が先に来る保谷庁舎の場所

を過ごし、

まちづくりの主体となるのは市民です。

拠点となる施設

立地

田無駅南口駅前広場建設事業とも連
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２ 公共施設はメリハリをつけて整備を
 

西東京市

有量の 10％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

くと 3 位）。

2の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。

そのため、

2.03ｍ2 と比べ、かなり低水準

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

えます。 

 

本庁舎は、

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません

他方、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

高い駅近に移動す

応えられていない

 

３ 統合庁舎

■現状 

西東京市では、合

舎の位置は

2015 年 3

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

が、2015 年度
 

庁舎統合の時期と位置の決定を先送りする中で、

策として、

画でした。しかし

３月市議会に提示

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

他施設への影響があることや、

年間）利用に
 

なお、鉄筋コンクリートの法定耐用年数

状況とは異なり

庁舎は早晩

建築及び電気・機械設備の簡易劣化診断評価では、

部分的劣化（小）又は健全という最高

設備の劣化が進

公共施設はメリハリをつけて整備を

西東京市公共施設等総合管理計画

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

位）。1 ㎞ 2当たり

の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。

そのため、市民一人当たりの公共施設の建物面積は、

と比べ、かなり低水準

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

本庁舎は、統合とＩＴ化、機能の見直し等でスリム化

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

高い駅近に移動するのが良策

応えられていないため、合築複合化で

庁舎は保谷庁舎の

西東京市では、合併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

はまだ定まっていません。

3 月に公表された「

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

年度中の決定

庁舎統合の時期と位置の決定を先送りする中で、

、当初は保谷庁舎解体後の機能

。しかし三館合築案

市議会に提示され

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

他施設への影響があることや、

年間）利用に約 15～18

鉄筋コンクリートの法定耐用年数

状況とは異なり、築後

庁舎は早晩建替えねばならぬ

建築及び電気・機械設備の簡易劣化診断評価では、

部分的劣化（小）又は健全という最高

設備の劣化が進んで最低の

公共施設はメリハリをつけて整備を

公共施設等総合管理計画

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

当たり 12,633 人（

の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。

市民一人当たりの公共施設の建物面積は、

と比べ、かなり低水準です

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

統合とＩＴ化、機能の見直し等でスリム化

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

るのが良策です。これらの教育・文化施設は、現況が

ため、合築複合化で

保谷庁舎の場所

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

定まっていません。

月に公表された「庁舎統合方針

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

決定が先送りされてい

庁舎統合の時期と位置の決定を先送りする中で、

保谷庁舎解体後の機能

三館合築案を見送

されました。候補地

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

他施設への影響があることや、5階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

18 億円の経費を投じること等問題が多い整備案です。

鉄筋コンクリートの法定耐用年数

、築後 50 年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

ねばならぬ状況ではあります。

建築及び電気・機械設備の簡易劣化診断評価では、

部分的劣化（小）又は健全という最高

んで最低の E に。田無庁舎は

公共施設はメリハリをつけて整備を

公共施設等総合管理計画（2015 年

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

人（2016 年

の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。

市民一人当たりの公共施設の建物面積は、

です（西東京市公共施設等総合管理計画９頁）

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

統合とＩＴ化、機能の見直し等でスリム化

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

です。これらの教育・文化施設は、現況が

ため、合築複合化で飛躍的に

場所に                 

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

定まっていません。 

庁舎統合方針

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

先送りされています。

庁舎統合の時期と位置の決定を先送りする中で、

保谷庁舎解体後の機能を、

見送ったことで、

。候補地は、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

億円の経費を投じること等問題が多い整備案です。

鉄筋コンクリートの法定耐用年数 50

年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

状況ではあります。

建築及び電気・機械設備の簡易劣化診断評価では、

部分的劣化（小）又は健全という最高の A ランク

に。田無庁舎は
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公共施設はメリハリをつけて整備を                       

年 12 月）では、

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

年 1 月現在）と高く、東西南北４㎞前後、面積

の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。

市民一人当たりの公共施設の建物面積は、

（西東京市公共施設等総合管理計画９頁）

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

統合とＩＴ化、機能の見直し等でスリム化

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

です。これらの教育・文化施設は、現況が

飛躍的に拡充すべきです。

                

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

庁舎統合方針（案）」は、庁舎統合時期を平成

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

す。 

庁舎統合の時期と位置の決定を先送りする中で、2018

、三館合築で空く中央図書館・田無公民館

ことで、代替案として田無庁舎周辺での仮設庁舎整備案

、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

億円の経費を投じること等問題が多い整備案です。

50 年は財務省の法令に基づくもので、実際の建物の劣化

年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

状況ではあります。ちなみに、

建築及び電気・機械設備の簡易劣化診断評価では、築後

ランク。2013
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では、2033（

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

月現在）と高く、東西南北４㎞前後、面積

の狭い市域に、多くの人がひしめいて生活しています。 

市民一人当たりの公共施設の建物面積は、1.65ｍ2で全国平均

（西東京市公共施設等総合管理計画９頁）

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

統合とＩＴ化、機能の見直し等でスリム化の徹底を図

民の利用頻度は多くないため、駅近である必要はありません。 

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

です。これらの教育・文化施設は、現況が

拡充すべきです。 

                

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

）」は、庁舎統合時期を平成

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

2018 年に耐用年限を迎える保谷庁舎の老朽化

三館合築で空く中央図書館・田無公民館

代替案として田無庁舎周辺での仮設庁舎整備案

、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場

階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

億円の経費を投じること等問題が多い整備案です。

年は財務省の法令に基づくもので、実際の建物の劣化

年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

ちなみに、2008（平成

築後 40 年目の点検

2013（平成 25

B になっています。

                       

（平成 45）

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村

月現在）と高く、東西南北４㎞前後、面積

で全国平均 3.42

（西東京市公共施設等総合管理計画９頁）

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

を図るべきです。

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

です。これらの教育・文化施設は、現況が狭隘・

 

                

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、

）」は、庁舎統合時期を平成

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

年に耐用年限を迎える保谷庁舎の老朽化

三館合築で空く中央図書館・田無公民館

代替案として田無庁舎周辺での仮設庁舎整備案

、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町

自転車保管所＋児童遊園、田無庁舎に隣接する田無駅南口自転車駐車場の４箇所です

階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

億円の経費を投じること等問題が多い整備案です。 

年は財務省の法令に基づくもので、実際の建物の劣化

年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

（平成 20）年度

年目の点検となった

25）年度の同点検

になっています。 

                       

）年までに、公共施設

％削減を目標にしていますが、西東京市の人口密度は、全国区市町村 22 位（特別区を除

月現在）と高く、東西南北４㎞前後、面積

3.42ｍ2や都（市町村）

（西東京市公共施設等総合管理計画９頁）。市民が豊かさを感じ

られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考

きです。配置としては、

、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

狭隘・貧弱で市民ニーズに

                         

併時の一市二庁舎体制を見直し、一庁舎に統合する計画ですが、統合時期と庁

）」は、庁舎統合時期を平成 35 年から平成

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

年に耐用年限を迎える保谷庁舎の老朽化

三館合築で空く中央図書館・田無公民館へ移動

代替案として田無庁舎周辺での仮設庁舎整備案

、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町

の４箇所ですが、いずれも

階建ての本設に近い建物となること、統合庁舎完成までの短期間（

 

年は財務省の法令に基づくもので、実際の建物の劣化

年を経た建物がすぐ崩壊に直面するということではなさそうですが、

）年度に実施された

となった保谷庁舎の劣化度は、
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られる施設が少ないのは、小さく、狭い施設が多いことも原因であることが分かります。 

したがって、公共施設は一律に削減すべきではなく、メリハリをつけて、配置再整備すべきと考
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、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が

市民ニーズに

         

統合時期と庁

年から平成 45 年に

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

年に耐用年限を迎える保谷庁舎の老朽化対

へ移動する計

代替案として田無庁舎周辺での仮設庁舎整備案が

、田無庁舎市民広場（中庭）、田無庁舎来庁者駐車場、南町
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保谷庁舎の劣化度は、

では、電気・機械

                        

保
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、中央図書館・田無公民館は駅近の利便性を維持すべきです。また、市民会館は、利便性が
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年に

先送りすること、それまでは田無庁舎を活用し、老朽化した保谷庁舎解体後の機能を暫定的に再配

置する、統合庁舎の位置は決めず、市の中心エリアで新たな用地を視野に検討するというものです

対

する計

が
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私たちは、

【理由】 

１．三館は田無庁舎の場所で合築を

   田無
     

２．仮設庁舎建設のムダ

保谷庁舎

他施設へ影響があ

見積もられ、費用
 

３．新たな用地統合案は非現実的

新たな用地統合案は、

無駄。現有資産
 

保谷こもれびホール

庁舎は保谷庁舎
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三館は田無庁舎の場所で合築を

庁舎の場所は、三館合築用地に利活用するのが最適で

仮設庁舎建設のムダ 

解体後の機能移転先として、

他施設へ影響があること、短期間使用

見積もられ、費用対効果の面で無駄

新たな用地統合案は非現実的

新たな用地統合案は、取得すべき

の利活用を第一と

Ｂ案

 

 

旧泉小学校

保谷庁舎 

保谷こもれびホール 
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新たな用地統合案は非現実的 

取得すべき用地に目途がなく、用地取得のための経費も時間も労力も
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P 

旧泉小学校 

5 

統合庁舎は保谷庁舎の地に

庁舎の場所は、三館合築用地に利活用するのが最適で
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４．保谷庁舎の場所での統合が合理的 

 Ａ案の場合＝保谷庁舎統合案 

本庁舎整備基礎調査報告書（2013 年 2 月）の保谷庁舎統合案同様に、保谷庁舎市民広場に本

設（1 期）庁舎を建設。1 期建物完成後、保谷庁舎機能を移転。保谷庁舎解体後に、1 期建物に

隣接して 2 期分を増築。完成後田無庁舎機能を移転。他施設への影響はなく、仮設庁舎建設も

不要。ただし、2 段階建設で工期が長くなり、コストがかかる。 

 

 Ｂ案の場合＝保谷庁舎統合案修正案 

保谷庁舎機能を旧泉小学校に移転。保谷庁舎解体後、跡地に統合庁舎を建設。完成後、田無

庁舎の機能と保谷庁舎の機能を移転。他施設への影響はなく、仮設庁舎建設も不要。一気に本

設庁舎を建設でき、A 案に比べ費用も工事期間もかからない。 

旧泉小学校と田無庁舎間の距離は、現保谷庁舎と田無庁舎間の距離よりやや短く、業務の連

携はこれまでと同様にできる。校庭は駐車場にでき、体育館・備蓄庫もあり、災害時にも余裕

をもって対応できる。南北幹線道路である主要地方道 36 号保谷志木線に接しており、交通アク

セスも悪くない。 

 

５．立地条件がよい 

第 1 に、防災面の利点。保谷庁舎の場所は、平坦で敷地面積が広く、災害時の活動が容易。

災害時の対策本部となる防災センターを初めとして、スポーツセンター、保谷こもれびホール、

エコプラザ西東京等の公共施設が集積し、一団地を形成している。これらの中核施設として効

果的な対応が可能となる。また、広域避難所に指定されている文理台公園が近く、支援活動の

効率的な展開が可能。さらに、広幅員の幹線道路調布保谷線に隣接し、災害時の機動性が確保

できる。調布保谷線は、災害時の緊急交通路指定の青梅海街道・新青梅街道と効率的に連携が

図れる。また、沿線三市（武蔵野市、三鷹市、調布市）の市役所との連携がスムーズに図れる。 

第 2 に、庁舎機能面の利点。整形の庁舎が建設できる、基準階面積を広く確保できるため、

窓口サービスの効果的配置が可能。敷地内に市民広場を確保できる。 

第 3 に、交通アクセスに利点。市内道路網の整備が進み、車、自転車、バス（路線バス・は

なバス）等の利用者に利便性が高い。最寄りの鉄道駅となる保谷駅まで徒歩10分程度かかるが、

市内全駅からの公共交通手段によるアクセスが可能。 

第 4 に、将来の施設配置に利点。保谷庁舎周辺は公共施設が集積し、一団地を形成している

ため、建替えの際に土地の利活用が図れる。長期的なスパンで、100 年先つまり次々回の建替

えに備える視点が必要。 

    

■規模 ～現有延床面積を 25％削減～ 

本庁舎整備基礎調査報告書（前掲）では、現在の庁舎規模は、田無庁舎と保谷庁舎（別棟含む）

と本庁機能としての活用面積を加え、合計延床面積は 20,800ｍ2とされ、以下のように①～③の事

例を参考に、統合庁舎の想定規模を約 20,000ｍ2としています。 



 

      

同報告書の

約 2,800ｍ

A 案では、

準とほぼ同程度で、現在の合計延床面積の

B 案では、

仮に
 

〔10%削減理由

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、

 ・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

利用できる構造にする。

  

４ 田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに

■現状 

中央図書館

点です。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

す。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

は実現不可能

市民会館は
 

■田無庁舎

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

のが適正

【理由】 

１．重複投資を避けられる

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、

を移動する案になってい

が大き

自転車駐車場を解体し、来庁者駐車場

ことができ、財政負担が減

なお、

 

      

同報告書の保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷

ｍ2が耐用年限

では、この最小規模

準とほぼ同程度で、現在の合計延床面積の

では、2 段階整備ではなく一回に

仮に約 15,000

削減理由〕  

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

利用できる構造にする。

田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに

中央図書館・田無公民館

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

は実現不可能です。市民ニーズに逆行するため反対

市民会館は 2019 年に

田無庁舎の場所に、三館合築で、

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

のが適正・妥当と考えます。

重複投資を避けられる

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、

を移動する案になってい

が大きい。三館は耐震補強工事を行い延命させ

自転車駐車場を解体し、来庁者駐車場

ことができ、財政負担が減

なお、市民サービス維持のために

保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷

が耐用年限 2037年まで活用できること

最小規模約 17,300

準とほぼ同程度で、現在の合計延床面積の

段階整備ではなく一回に

15,000ｍ2にします

 

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

利用できる構造にする。 

田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに

田無公民館・市民会館

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

。市民ニーズに逆行するため反対

年に、中央図書館

の場所に、三館合築で、

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

と考えます。 

重複投資を避けられる 

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、

を移動する案になっている。しかし、

三館は耐震補強工事を行い延命させ

自転車駐車場を解体し、来庁者駐車場

ことができ、財政負担が減る

市民サービス維持のために

保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷

年まで活用できること

17,300ｍ2を

準とほぼ同程度で、現在の合計延床面積の

段階整備ではなく一回になるため

にします。 

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに

市民会館の三館は、市民の学習、

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

。市民ニーズに逆行するため反対

中央図書館・田無公民館は

の場所に、三館合築で、あらたな

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

 

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、

。しかし、田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

三館は耐震補強工事を行い延命させ

自転車駐車場を解体し、来庁者駐車場・市民広場

る。 

市民サービス維持のために、合築施設内に
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保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷

年まで活用できることで

を 10％削減し、

準とほぼ同程度で、現在の合計延床面積の 25％削減にな

るため、建物接合部分が不要で

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに

三館は、市民の学習、

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

。市民ニーズに逆行するため反対です

田無公民館は

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創生

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

三館は耐震補強工事を行い延命させ、統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

・市民広場を含むエリアに合築

合築施設内に

保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷

で 4案中最小規模約

％削減し、約 15,600

％削減になります

、建物接合部分が不要で

・住民票等が今年中にコンビニで取れるようになるなど、IT 化の進展で

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

田無庁舎の場所は、教育・文化・芸術ゾーンに                        

三館は、市民の学習、文化・

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

です。 

田無公民館は 2025 年に耐用年限とな

教育・文化・芸術ゾーンを創生

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

本庁舎整備基礎調査報告書の保谷庁舎統合案では、機能移転後の

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

を含むエリアに合築

合築施設内に出張所を設ける。

保谷庁舎統合案は、保谷庁舎敷地内の防災センター・保谷保健

最小規模約 17,300

15,600ｍ2としま

ります。 

、建物接合部分が不要で更に削減でき

化の進展で窓口業務が減る。

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

                        

文化・教養、

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

年に耐用年限とな

教育・文化・芸術ゾーンを創生 

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の

機能移転後の田無庁舎を大改修し、三館

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

を含むエリアに合築すれば

出張所を設ける。 

 

保健福祉総合センター等

17,300ｍ2となってい

します。国土交通省の基

更に削減できる

窓口業務が減る。

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

                        

教養、芸術活動の重要な拠

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれてい

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

年に耐用年限となります。

 

私たちは、以下の理由で、中央図書館・田無公民館・市民会館を田無庁舎の地に合築

田無庁舎を大改修し、三館

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

すれば重複投資を避ける

福祉総合センター等

となっています

す。国土交通省の基

ることから、

窓口業務が減る。 

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

                        

芸術活動の重要な拠

。市民各年代、各層が健康で文化的な生活を営む場として、ますます拡充が望まれていま

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

。 

合築整備する

田無庁舎を大改修し、三館

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

重複投資を避ける

福祉総合センター等

ます。 

す。国土交通省の基

、

・これまで大きな面積、空間を占めてきた議場を縮小する。本会議がないときは、会議室として

                        

芸術活動の重要な拠

ま

。市民会館の場所での三館合築は、位置と規模に制約があり、三施設の拡充、グレイドアップ

整備する

田無庁舎を大改修し、三館

田無庁舎の耐用年限までしか使えず、コスト面から負担

統合庁舎が完成後、田無庁舎、イングビル、

重複投資を避ける

 
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．立地条件が良い

第１に、田無駅近で、

る。市民会館の

第２に、土地利用（用途地域）面で

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

できる。

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。

文化・芸術活動の

の利用拡大を図れる。

市民会館 
公会堂 

耐震補強

田無庁舎

２．立地条件が良い 

第１に、田無駅近で、

市民会館の公会堂

第２に、土地利用（用途地域）面で

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

できる。ギャラリーの新設や

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。

文化・芸術活動の

の利用拡大を図れる。

 

耐震補強 

田無庁舎 

 

第１に、田無駅近で、交通アクセスが良好。

公会堂機能も、利用者増加が見込め

第２に、土地利用（用途地域）面で

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

ギャラリーの新設や

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。

文化・芸術活動の新しい展開や活動・交流の広がりが期待できる。

の利用拡大を図れる。図書館・公民館・

市民広場

田無庁舎

移転

空中回廊で駅に直結。
バリアフリーに！

 

交通アクセスが良好。

機能も、利用者増加が見込め

第２に、土地利用（用途地域）面で施設の

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

ギャラリーの新設やレストラン

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。

展開や活動・交流の広がりが期待できる。

図書館・公民館・

市民広場 

田無庁舎 

移転 

空中回廊で駅に直結。
バリアフリーに！

 

 

中央図書館
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交通アクセスが良好。中央図書館・公民館の現在の利便性を維持

機能も、利用者増加が見込め

施設の規模と内容

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

レストラン・カフェ等貸店舗

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。

展開や活動・交流の広がりが期待できる。

図書館・公民館・市民会館公会堂

空中回廊で駅に直結。 
バリアフリーに！ 

田無駅南口再開発
事業と連携

中央図書館 

中央図書館・公民館の現在の利便性を維持

機能も、利用者増加が見込め、拡充でき

と内容の拡充が可能。

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

カフェ等貸店舗の展開

第３に、教育・文化・芸術活動の向上・発展に資する。三館の機能拡充で、

展開や活動・交流の広がりが期待できる。

公会堂・きらっと（体育館）

田無駅南口再開発
事業と連携 

 

中央図書館・公民館の現在の利便性を維持

、拡充できる。 

の拡充が可能。中央図書館

をもって拡充できる。公民館は市民活動の拠点として拡充できる。市民会館は

展開も可能となる。

三館の機能拡充で、

展開や活動・交流の広がりが期待できる。バリアフリー化で、障害者

・きらっと（体育館）

イングビル・

中央図書館

市民会館

整備イメージ図

 

イングビル

広場地下に
自転車駐車場

田無公民館
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第４に、災害時の避難場所になる。

避難所として役立つ。

第５

アの減少で、利便性が一層高まる。

スペースを確保できる。
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統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

ができているわけではありません。

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。

場や異なる意見を持つ市民が集まり、話し合う

結果、自ずと

公共施設は市民の財産で

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

加われる場を私たちは望んでいます。

あらたな教育・文化・芸術ゾーンを創出し、
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５に、田無駅南口広場整備と連携できる。
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スペースを確保できる。

～現状より拡充する～

中央図書館は、現在

26 市の中央図書館

館は、小平市 4,704

（人口 13 万 8 千人）

田無公民館は、現在

音楽、美術関係のニーズに応える施設拡充が

会館公会堂は、

・芸術の新しい活動、発表の場として再生・創
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統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

できているわけではありません。

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。

場や異なる意見を持つ市民が集まり、話し合う

結果、自ずと納得できる形

公共施設は市民の財産で

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに
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スペースを確保できる。 
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は、現在 1,571ｍ2と狭隘で

市の中央図書館の延床面積平均は

4,704ｍ2（18 万

千人）。中央図書館としての機能を果たすためには、

は、現在 1,241ｍ2で

音楽、美術関係のニーズに応える施設拡充が
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市民参加で豊かに

統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

できているわけではありません。

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。

場や異なる意見を持つ市民が集まり、話し合う

できる形が定まってくる

公共施設は市民の財産です。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていく

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

加われる場を私たちは望んでいます。
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第４に、災害時の避難場所になる。駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

に、田無駅南口広場整備と連携できる。
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と狭隘です。
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万 5 千人）、調布市

中央図書館としての機能を果たすためには、
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音楽、美術関係のニーズに応える施設拡充が
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市民参加で豊かに                              
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できているわけではありません。形をつくるためには、

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。

場や異なる意見を持つ市民が集まり、話し合う
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。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていく

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

加われる場を私たちは望んでいます。 
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な教育・文化・芸術ゾーンを創出し、相乗効果

駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

に、田無駅南口広場整備と連携できる。駅改札階から新施設まで回廊でつなげば、バリ

駅前広場地下にタワー型

。 

の延床面積平均は 3,327.8

千人）、調布市 3,611

中央図書館としての機能を果たすためには、

音楽、美術関係のニーズに応える施設拡充が望まれています。

。 

・芸術の新しい活動、発表の場として再生・創

                              

統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

形をつくるためには、

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。

場や異なる意見を持つ市民が集まり、話し合うことでお互いに学び合い

ものと思います。

。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていく

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

相乗効果による活動の向上・発展をもたらし、

駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

駅改札階から新施設まで回廊でつなげば、バリ

駅前広場地下にタワー型自転車

3,327.8 ㎡です。近隣人口規模

3,611ｍ2（22 万

中央図書館としての機能を果たすためには、

望まれています。

・芸術の新しい活動、発表の場として再生・創出することが望まれています。

                              

統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

形をつくるためには、コンサル頼みの

ではなく、市民自らが形づくりにかかわることが必要です。一部の代表者だけではなく、

お互いに学び合い

ものと思います。 

。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていく

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

による活動の向上・発展をもたらし、

駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

駅改札階から新施設まで回廊でつなげば、バリ

自転車駐車場を整備す

近隣人口規模

万 3 千人）、隣の武蔵野市は

中央図書館としての機能を果たすためには、相応の

望まれています。 

ことが望まれています。

                              

統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

コンサル頼みの行政内部

一部の代表者だけではなく、

お互いに学び合い、理解が深まります。その

。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていく

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

による活動の向上・発展をもたらし、

駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

駅改札階から新施設まで回廊でつなげば、バリ

駐車場を整備す

近隣人口規模 20 万前後の中央図書

千人）、隣の武蔵野市は

相応の拡充が必須

ことが望まれています。 

                              

統合庁舎と三館（中央図書館・田無公民館・市民会館）をどのようなものにしていくか

行政内部だけで

一部の代表者だけではなく、

理解が深まります。その

。市民が関わることで、施設の内容も豊かになっていくでしょう

にする過程こそがワクワクと楽しい経験になります。多くの市民がワイワイ楽しんでまちづくりに

による活動の向上・発展をもたらし、地

駅近に広い公共施設が整備されることで、災害時の一時

駅改札階から新施設まで回廊でつなげば、バリ

駐車場を整備すれば、駐輪

万前後の中央図書

千人）、隣の武蔵野市は 7,500

必須です。 
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