
 

 

第４回府中市文化センターあり方検討協議会会議録（要旨） 

 

 

■日 時  令和４年４月２２日（金）午後２時から午後３時３０分 

■会 場  府中市中央文化センター 第１講堂 

■出席者  （委員）１２名（５０音順） 

池澤委員、石坂委員、鹿島委員、鎌田委員、喜多副会長、栗原委員、 

芝委員、立石委員、田中委員、中山委員、丸山委員（ＺＯＯＭ出席）、 

宮﨑委員 

      （出席説明員等） 

       山下市民協働推進部長、浦川地域コミュニティ課長、 

本木地域コミュニティ課長補佐、野間主任、荒井事務職員、 

（株）文化科学研究所 山名氏、池田氏、豊田氏 

■欠席者  ３名 （牛山会長、徳原委員、畑山委員）  

■傍聴者  １名 

■議 事  １（１）今後の作業内容について 

（２）老朽化対策調査結果について 

２その他 

 

■会議録（要旨） 

○副会長（進行代行） ただいまから第４回府中市文化センターあり方検討協議会を開催

いたします。事務局から本日の委員の出席状況及び傍聴者の有無、そして配付資料につい

て説明をお願いします。 

 

○事務局 出席状況等を報告します。 

（出席状況及び会議有効成立の報告） 

（傍聴について１名の希望あり、傍聴の許可について判断を仰ぎ許可される。） 

資料は、次第、前回会議録要旨、資料１～資料４を事前配布しております。 

 

〇副会長 それでは議事に入ります前に、４月の人事異動、市役所の人事異動で、新しい

方がメンバーになりましたので、事務局より、自己紹介の方をよろしくお願いしたいと思

います。 

 



 

 

（事務局自己紹介） 

 

〇副会長 それでは、議事を進めます。今回は主に文化センターの老朽化対策の調査結果

に基づいた資料で構成されております。初回時に市長が、文化センターは老朽化の対応が

差し迫った問題であると挨拶されておりました。文化センターのあり方として、老朽化に

どう対処していくか、重大な問題があると思います。皆様のお知恵を拝借していきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。また、本日も時間に限りがございますので、で

きるだけ多くの方がご発言できますように御配慮をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。初めに議事録について、何かご意見はございますか。 

 

（挙手及び発言なし） 

 

〇事務局 事前に修正のご連絡をいただきました。６ページ、上から３つ目のマル、「福祉

という観点から」で始まる段落の５行目、「５０歳未満の方が３割」の記載は、「６５歳未

満の方が約３割」となります。公開の際に修正します。 

 

〇副会長 次第に沿って議事を進めます。議題１、今後の作業内容について、事務局より

ご説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

（資料１及び資料２の説明） 

 

〇副会長 ご質問、ご意見ありますか。 

 

（挙手及び発言なし） 

 

〇副会長 続きまして議題２、老朽化対策調査結果について、説明をお願いします。 

 

〇事務局 

（資料３及び資料４の説明） 

（資料４文言一部修正の連絡） 

 

〇副会長 はじめに、ご専門の委員さんからご意見をいただきたいと思います。 



 

 

 

〇委員 資料４の３ページ目で、コンクリートの圧縮強度など、難しい表現が出てくるの

でわかりづらいかと思うが、特に中段下から６行目以降の文章は前段の脈絡と急に話が変

わった感じがする。捉え方によっては長寿命化をすること自体が危険という風にも取られ

かねない表現に少しなっているかと思う。一気に施設を改修することはできず、順次改築

ないし改修していくには相当の時間がかかるので、目標の使用年数の６０年を越えてしま

う施設がある。コンクリートの圧縮強度が基準を下回るものを改築するという流れで、圧

縮強度だけではなく使用年数が過ぎてしまうことを記載した方が脈絡的にもよいと思うの

で修正してはどうか。考え方自体を否定しているわけではなく、ＲＣ造、鉄筋コンクリー

ト造と言っても永遠に頑強なものではないので、そこは一定の期間を定めて改築していく

ということでよろしいのではないか。 

２点目については、５ページの、３段落目「また」から始まる部分について、これも否

定するものではないが、今後どういう時代が来るか読めない状況は続いていくかと思う。

そうした中で現代社会における公共建築のあり方を考えたときに、個性というだけで外観、

内装、デザインを重視するのではなく、中身の具現化をさせていくための外見であって、

順番を間違えない方がいいなと思いました。具体的には、誰でも使いやすいバリアフリー

性に富んだ施設を実現していくことを書いておく必要があると思う。カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会など自然環境への対応についても、これからの公共施設の大きな役割であ

り、特に改築する場合にはよく考えていく必要がある。長寿命化については、建物のメン

テナンスコスト、トータルコストをいかに下げていくかという観点から重要なものである。

ＤＸに対して、インターネット環境を整えていく必要がある。また、アフターコロナ時代

に、換気性や非接触型の設備機器の導入など、公衆衛生上の安全を実現していくようなこ

とも重要である。申しあげたいことは、施設の中身にどのような機能をもたせたいのかを

議論し、それを実現する公共建築物という発想を持っている必要がある。 

その続きとして、コンペ方式で設計者を決める場合、コンペ方式はデザインを選ぶ競技

方式なので、デザイン重視だから施設の中身がおろそかになるといった本末転倒になって

しまう恐れがある。一方でプロポーザル方式は、よりよい考え方を持った設計者ないし設

計事務所との協議を通じて、こういうデザインにしてほしい、こういう機能にしてほしい

など伝えていくものである。コンペ方式とここで限定してしまうことは、少し考えた方が

いい。プロポーザル方式等設計者を定めて、という書き方がふさわしいのではないか。 

３点目については、８ページの図表７に押立文化センターの記載がない。改築や大規模

改修工事そのものだけに費用が発生するものではないので、７ページにある中規模改修と

いう、大規模改修の半額ぐらいの費用がかかる大きな改修工事があるように、概算でもい



 

 

いので文化センターすべてを記載したほうがよい。そして、あくまでハード面の整備の費

用で、実際にはその数倍のメンテナンス費用、運営費用、光熱費など膨大なお金がかかっ

ていくことになるので、次の若い世代、働く世代たちのために、税金を負担して何を残す

か、ライフサイクルコストを考えた改築等を進めていく方がよいと思う。 

 

〇副会長 貴重なご意見ご指摘をありがとうございます。事務局よろしいですか。 

 

〇事務局 １点目については、もう少し丁寧な説明ができる箇所がないかを確認した上で

改めて提示したいと考えています。 

２点目については、バリアフリー、インターネット環境、アフターコロナの対応等につい

ては４章と６章で検討させていただきたいと考えています。 

５ページの３段落目でコンペ方式と記載したのは、同じ形のものが１１館あるよりも、内

装ももちろんしっかりとさせ、外観を少しこだわったものとする趣旨でコンペ方式と記載

しました。プロポーザル方式とするべきかどうか他の委員のご意見もお伺いします。 

３点目の概算工事費について、押立文化センターは大規模改修が３０年後になるため除き

ましたが、比較しやすいということであれば、床面積に図表８の単価をかけたものを記載

することを検討します。中規模改修にかかる費用については小さい改修が積み上がること

になり試算が難しいため、改築と大規模改修で押立文化センターを載せた方がいいと考え

ています。 

 

〇副会長 他にご意見、ご質問ありますか。 

 

〇委員 ご発言のあった委員はファシリティマネジメントの専門家と伺っている。お話を

もっと伺いたい。 

 

〇委員 ファシリティマネジメントという、建物を企画経営の観点から資産として有効に

活用していく専門としてきた。現在は、全国の自治体にアドバイスしたり、研究論文など

を発表しています。 

デザインについてお話しすると、コーヒーチェーンやファミリーレストランが全国どこの

店舗でも同じような外観をしているが、これは外観だけでなく味や空間づくりなどに重点

を置いた経営をしているから。統一されたデザインは悪いものではなく、同じ部材を使う

ことでコストが安くなるメリットがある。コンペがダメということではなく、何を文化セ

ンターに求めるかだと考える。みんなで考えてこういう文化センターにしたいということ



 

 

であれば、プロポーザル方式がふさわしいと思う。府中市の良さを伝えていくにはどんな

機能を持たせた建物にするかを議論することが本来のファシリティマネジメントであると

思う。費用面についても、建物が１０億円であれば、将来のコストは４倍程度かかる。府

中市の公共施設全体を見て全体最適を目ざす施設づくりを考えてもらいたいと思う。 

 

〇委員 私は、専門家ではないが、ビルの設計でソフト面に関わったことがある。デザイ

ン重視で使いにくい部分があったことを記憶している。文化センターは、防災と福祉にポ

イントを置いてやっていきたいというのが市の考え方であるので、子どもの遊び場や使い

やすさを考えた上で作って行ってはどうか。コミュニティが文化センターの１番の基礎に

なっていることを考えたうえで進めていくべきと考える。文化センターごとの地域性を考

慮するのも重要だと思う。 

 

〇委員 改築にあたっては災害発生時のことを注意して進めて欲しい。多摩川の水害とい

う心配があるので、災害に対しての使い勝手を意識していただきたい。 

デザインはいくつか簡単な案を出していただいて、周りの人、文化センター関係の人に見

てもらうなどしてはどうか。概算工事費は現状の延床面積で算出していると思うが、駐車

場を広くするなど敷地の使い方を検討したうえで意見を聞いて計画を立てていただきたい。 

 

〇副会長 ＺＯＯＭ参加の委員は何かご意見ございますか。 

 

〇委員 特にありません。 

 

〇副会長 委員、何かございますか。 

 

〇委員 まずこの建て替えに関わる老朽化対策の工事の結果、どういうふうにやっていく

かが入っていない。Ａランク、Ｂランク、Ｃランクを調べており、この判断はいくつかの

基準だと思う。減価償却が終わっているとすれば、当初この文化センター施設を建てたと

きの計画として、今年度の令和４年４月以降の定まった工事はあるのか。定まった工事が

あれば、来年からの老朽化対策との兼ね合いでどこをやるのかはっきりさせた方がいい。

資料３の９ページでは、文化センターの名称の記載がない。老朽化対策を実施することを

定める計画に、ＩＴなどの特色を入れるのはどこの文化センターなのか、それが定まらな

いと順番が決まらないのではないか。また、５０年後にこういった会議が開催される場面

があるとすれば、建て替えや改修の基準をこの場で作っておけば５０年後の人たちはとて



 

 

も助かると思う。２つポイントを申しあげると、１つは、このコンクリート中性云々とい

うことなどから、次の工事の順番を決めるということ。もう１つは、内装等、機能をどう

いうふうに付加して、老朽化対策していくのかということだと思う。 

 

〇事務局 まずスケジュールについて資料３の８ページ以降、令和３年度に、押立文化セ

ンターを除くセンターについて老朽化対策調査を実施しました。８ページのコンクリート

の圧縮強度調査結果に文化センター名を記載していないのは、利用者にとって必要以上の

不安を抱かせないように配慮したものです。コンクリートの中性化深さの調査結果につい

ては、アルカリ性であるコンクリートが酸化していくと、最終的には内部の鉄筋が膨張し

て爆裂する現象が起きる。文化センターは現在のところ該当しない結果となりました。意

匠・設備の劣化状況調査結果については、これまで対症療法的に、不具合箇所を修繕した

結果Ｂ評価でおさまっているものが多い状態となっています。文化センターは当初の計画

が無いために計画的な改修や改築を実施してきていません。そのため老朽化が進んでいる

状況です。改築や大規模改修で、機能面や不足部分をどう付け足していくかを第４章と第

６章で記載したいと考えています。 

基本方針では全体のことを定め、資料４の６ページの整備スケジュールに記載した通り、

各文化センターを整備する際には、地域住民によるワークショップを開催し、議論いただ

き進めていきます。全センターが共通するＷｉ－Ｆｉ、福祉防災機能については、基本方

針で記載したいと考えています。地域ごとに異なる特性については各センターでの議論に

委ねたいと考えています。 

 

〇副会長 ありがとうございます。委員どうぞ。 

 

〇委員 このグループ分けのアイウ、第１グループ、第２グループ、長寿命化改修グルー

プ、ここに所属している文化センターが、地域に分かれているので偶然かもしれないがよ

かったなと思う。委員さんがおっしゃった外観についても、そこまで考えていなかった。

同じデザインにすれば費用が安くなるという部分については、なるほどと思いました。で

も、府中はどうだろうと考えました。町の特徴として大國魂神社なのか、市内の地域ごと

にそこで動いているコミ協の方たち、それから使っている私たちの中に、何となくおらが

町っていう雰囲気があるのかなと思います。お金をかけないやり方があるのであれば、そ

の町並みに合った文化センターができたら嬉しい。ただ、示されたコストのことを考える

と、驚きもありました。府中に合った何かができればいいなと思っています。 

 



 

 

〇委員 デザインについて少し補足をさせていただくと、メンテナンスも見越した上での

デザインする人もいればデザインだけの人もいる。見た目のかっこよさだけで目立てばい

いというような、メンテナンスのことを考慮していないデザインはなるべく消極的にやっ

た方がいいと思う。実際に、専門家以外の人が見ている範囲は、玄関エントランスの門構

え、ホールの床や壁などにとどまり、メンテナンス性を高めた作りになっている天井材は、

視界に入っていない。私達がいいデザインだなといっているものの多くは、大体自分の１

メートル前後で視界に入るもので、触れる家具や椅子にとどまる。公共は、建物の全体事

業費を１００とすると、建物に８０～９０のお金をかけて、内装・備品について１０くら

いしかお金をかけない。ソファーなどのメンテナンスに対してはお金をかけない。外見に

かけるお金を７０～６０にしておいて、障害者の人でも座れる高さの椅子や、メンテナン

スを考えたデザイン性に優れた家具を設置し座ってもらうようにしていくのが本来の形で

あると思う。発注者である府中市がこういうことにお金をかけたいということを考えた上

で設計者を選び、強い意志を持って発注していかないと、デザインだけの設計士が集まっ

てくる。住む人たちと、設計士たちがいかにコミュニケーションを図って作っていくかと

いうのは大事かなと思う。雪国だったら、なるべく除雪車が入りやすい外構計画を作って

おかないといけないが、除雪車が入れない外構デザインをしてしまう設計事務所だったら

アウトである。そういうことはやめて欲しいなと思う。 

 

〇副会長 ありがとうございます。なかなか専門的なことでわからないことも多いところ

ですが、委員、よろしくお願いします。 

 

〇委員 基本的な方向性はよろしいのではないでしょうか。客観的な指標が立てられてお

り、大規模改修、改築と記載されており、基本的な方向性はいいと思う。少し質問させて

いただきたいのですが、大規模改修の場合、閉館なのか、開館したまま修繕するのか。 

 

〇事務局 閉館せずに改修することも可能と建築事務所から聞いているが、スケルトン化

をして、配管をはじめ全て直した方がより建物としては保つので、休館をしたうえで、改

修をした方がいいという考えです。 

 

〇委員 色々気付かなかったのですけれども、税金を投入するということで、コストをい

かに下げるかは大切だと思う。メンテナンスも大変だと思う。デザイン、外観にお金をか

ける分を中身のＷｉ－Ｆｉの充実だとか高齢者対策にかけていただきたい。高齢者対策は

文化センターの大きな役割を占めていると思うので、色々と大変だと思う。 



 

 

 

〇副会長 他にございますか。 

 

〇委員 優先順位を定めるとして、あくまで構造的なものを基準に選ぶのであれば、先ほ

ど資料３の８ページにあった、まずコンクリートの圧縮強度の１３．５N/㎟、要するに人

間に例えると骨組み自体がもう弱ってしまっているような強度であり、工事も難しいとい

う基準である。文部科学省や学校建築の現場でも、１３．５という数字をはっきり言って

いるので、これを下回る建物は長寿命で残すというよりも、１回寿命を終わらせて、建て

替えの発想となる。この資料で見ると３施設あり最優先グループであると定める。個別の

施設名を入れるか入れないかはお任せする。その次に骨組みが弱いのは１３．５N/㎟から

１５．７５N/㎟というそれに準ずるような低さの施設。だからこの４つの施設は少なくと

も優先順位をつけると最優先グループに入ってくるっていうのがロジックな証明の仕方だ

と思います。 

資料３の９ページの中性化については、コンクリートというのは鉄筋が入っていて、錆び

ないようにコンクリートというカバーで囲っている。酸性になってしまうとすぐ錆びてし

まうので、鉄筋を守るためアルカリ性でできている。外気などに触れると中性化され、中

の鉄筋が錆びてしまい、爆裂と言って、錆びると釘が膨れるみたいに、ボーンと膨れコン

クリートが外に押し出され外壁がポロポロ落ちてきてしまう。文化センターのコンクリー

ト中性化の深さを数字的に見ると、技術的には３センチメートルを基準として、それ以上

進んでいるところはなく、表面が駄目になってきているところはないということなので、

これに対する座標軸はない。 

最初に発言したが、まず４施設は改築最優先グループ、築年数が比較的新しいグループに

３施設は長寿命化グループ、その他のグループは基本的にその中間で、その順番が来たら、

直していきましょうという第２グループで定めるのかなというふうに思っていたら、それ

が資料４の３ページで１０行くらいに全部書き込まれていて順番がわかりにくくなってい

る表現だったので、かみ砕いて説明してはどうかと思う。 

構造的年数ではないので、絶対改築しなければならないグループではないけれども、建物

の目標使用年数の６０年を迎える施設が出てくるという座標軸を入れて優先順位を作った

ところ、資料４の６ページの順番になるという大まかなストーリーが描けたということだ

と思うので、これは別に問題はない。先ほど事務局が言われたように、確かに施設名が入

ってしまうと、わが施設は一番悪いのかという心配を生じさせる。ちょっと言うと１３．

５N/㎟を割ったらすぐに建物が崩壊するということはない。日本建築物は非常に優秀な先

人たちが作ってきているので、どこかの映像のように壊れるなどそういうことはない。 



 

 

コア抜きによる数値で、コンクリートを抜いた部分でたまたま強度が低い場合もあるため、

全体が低いわけではなく壊れることはないと安心していただければと思います。ただ、低

い数字が示されると、気持ちがいいものではないので、グループ程度に収める方が無難と

思う。大規模改修については、スケルトン方式というのは、要は、テレビ番組であるよう

な、木造で壁などを取ってしまい、骨組みだけ残して、内外装を全部入れ替えてしまうイ

メージで、これはコンクリートでも可能です。 

文化センターを柱、スラブ、それだけ残してしまって全部はがしてしまって、むき出しの

灰色のコンクリートだけにし、木質系がいいとなれば木質系の壁を貼ることもできるし、

カーペットがいいとなればカーペットを貼ることもできるし、外壁についてもタイルはや

めて、吹き付けという、木造に塗料材を塗ることなどいろいろなことができる。 

大規模なホールの天井は、大規模天井、特定天井といって、地震の時に一気に落ちてくる

ことがある。そこは昔の設計基準と違うので、そこは１回剝がして取ったり、やり直した

りすることもあります。施設で悪くなる箇所は家庭と一緒で、設備配管が一番最初に悪く

なる。水回りとエアコンからになる。人が居ながら改修工事はできなくはないのですが、

かえって時間がかかってしまう。６ヶ月で終わるところが、人が居ながらの改修工事で夜

の何時から何時までしかできないとなれば、長い工事期間が発生してしまうので、場合に

よっては休館にして、一気に改修工事を終わらせた方がコスト的にも時間的にも早い。具

体的に設計事務所と、それぞれの建物の健康診断をして、どこを直すかをちゃんと決めて

からそこを直していくということをやれば、プロたちがいろいろ提案してくれ、大きな考

え方として間違いなければ、こういうパターンでいってはどうかということを話し、次回

の打ち合わせに続いていく。 

 

〇委員 発言があったようにすぐ明日つぶれるわけではないということは分かる。それも

１つの基準だ。順番決めを意識しながら言うと、西府文化センターは第２次災害のところ

に指定されてないというのを耳にした。そういったことも順番決めに関して必要なアイテ

ムだと思う。西府は災害に関わる避難地・場所になっていない。そういったところを資料

に入れて考えていくというのも、今後の検討の中に入れるべきと思うが事務局どうでしょ

うか。 

 

〇委員 西府にある５小は建て替えます。 

 

〇委員 実際、具体的にどうなっているかはわかりませんが、その辺の資料を選択の順番

に基準として入れておいた方がよいのではないかという一つの意見です。すぐにつぶれる



 

 

わけではないが、非常に危険な状況にあると感じる。ついては、資料４の６ページの計画

を見ると、２０２５年からワークショップを第１グループから始めて、あるいは長寿命化

改修グループということで、四谷文化センターから始めるスケジュールで、今の調査結果

が問題ないということの確認も、順番を決めるにあたっては、文化センターの１か所が災

害基地になってないというのは事実ですから、それも資料に深めるべきじゃないかなとい

う意見です。それは置いておくというのでもいいが、そういったことも視野に入れておい

た方がいいのではないか。 

 

〇事務局 今ご質問があった災害の避難所から外れたことが、この老朽化に伴うものだと

いうものはございません。それについては、西府文化センターが災害時の避難所の対象か

ら外れたことは他の自然な要素がありますので、今回はこの老朽化の様々な資料に基づい

たグループ分けをさせていただいて、どこからやるかというのはその基準についてはまだ

公にはできませんが、その基準の中で進めさせていただくということです。西府文化セン

ターについては、別の要素がありますのでご了承ください。 

 

〇副会長 以上をもちまして、老朽化対策調査結果から導き出された基本方針、第３章と

第５章の議題を終了したいと思います。いただいた意見については、更新内容に反映させ

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは「２ その他」について事務局からお願いします。 

 

〇事務局 資料を追加して配布します。 

 

〇事務局 意識調査及び利用者アンケートについて、前回たくさんご意見をいただきまし

たが、各ページのコメントや巻末の概要について恣意的な誘導が散見されるといったご意

見がありましたので、数値以外の箇所について再構成したものです。また、クロス集計表

を追加してほしいというご意見がありましたので、冊子とは別でご用意しました。直前ま

で修正作業を行っており事前送付が間に合わず大変申し訳ございません。修正のポイント

としましては、前回の協議会で会長がおっしゃったように、結果は数字の羅列のみ、コメ

ントについては全体集計トップ３の紹介と、クロス集計で全体の１０ポイント以上の開き

があるものを表に色付けしてご紹介にとどめ、巻末の内容も恣意的な表現は除きました。

そのため調査アンケート結果報告としての資料提出とさせていただきます。また、こんな

アプローチがまだ欲しいという方いらっしゃいましたら、後日事務局までお伝えいただけ

ればと思います。その場合集計表を別にお渡ししまして、どなたにどんなデータを渡した



 

 

のかというのは次回協議会で報告します。なお前回の協議会で、追加のクロス集計表はも

ういらないよという方もいらっしゃいましたので、不要であれば置いて帰っていただいて

結構です。後日データでの送付も可能ですので、その際もお申し出ください。 

ＺＯＯＭ参加の委員さんすみません、最寄りの文化センターに資料の方、配置させていた

だきますので、後日、申し訳ございませんが、ご足労いただきまして、受け取りをお願い

したいと思います。ご欠席の委員さんにも、後日郵送なり、手渡し等させていただきます

ので、ご承知おきください。 

以上でございます。 

続きまして次回、第５回協議会につきまして、６月下旬としております。日程調整をお願

いしたいと思います。事務局案といたしまして、事前に会長と打ち合わせておりまして、

６月２４日金曜日午後２時中央文化センター同じ第１講堂ということでご提案をさせてい

ただきます。以上でございます。 

 

〇副会長 第５回は６月２４日金曜日午後２時から、場所は中央文化センター、同じ場所

でございます。以上で本日の会議は閉会といたします。ご協力ありがとうございます。 


