
                

  

  

プレスリリース にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

令和２年２月 10 日 立川市 総合政策部 広報課 

送付文書 計 14 枚 

報道機関 各位  

 

地域施設再編ワークショップ(第５回）報告会 
の開催について 

 

本市は、今後の人口減少や厳しい財政状況、公共施設の老朽化が見込まれる中、将

来世代に施設を引き継ぐために今後の具体的な再編に向けて検討を進めています。 

今年度は、第二中学校、第三中学校、第五中学校圏域の３つの圏域内にお住まいの

市民や施設利用者の方が、自由に意見交換しながら地域にある公共施設の具体的な再

編案についてアイデアをまとめるワークショップを行ってきました。 

その報告会として、第１回から第４回までに検討したアイデアを、11 の市民の提案

にまとめた第５回ワークショップ（３圏域合同開催）を下記のとおり開催いたします。 

報告会は、各グループの参加者が、自分たちの取りまとめたポスターを前に、同時

に発表を行うポスターセッション方式を予定しております。（別添イメージ資料参照） 

つきましては、貴報道機関の皆様には、下記の内容につき取材等のご協力をお願い

申し上げます。 
 

記 
 

名   称    地域施設再編ワークショップ（第５回）報告会 

日時・場所    令和２年２月 16 日（日）14：30～16：30 

    立川市役所３階 302 会議室 

ワークショップの内容 会場で各案のポスターを張り出し、発表・質疑応答する

対話形式で報告します。 

そ の 他 ワークショップの活動内容については、別添の「News 

Letter」第４号をご覧ください。 

 また、ポスターセッションについては、別添イメージ資

料をご覧ください。 

 

【問い合わせ】  

立川市 総合政策部 行政経営課長 渡貫  

電話 042-523-2111（内線 2160） 



別添イメージ資料
（ポスターセッションとは？）

地域施設再編ワークショップ
第4回資料より

ポスターセッションで意見交換
• 自分たちの提案を自分たちで責任をもってプレゼンする

→「ジブンゴト」として意識
• 知り合いではない市民同士が議論を交わす

→市民同士の「顔見える関係」 づくり

【ワーク② ～ワークショップ⑤に向けた準備～ ポスターセッションとは？】

＜良かった点＞
緊張しないでプレゼンできる！
発表役の押し付け合いがない
ワイワイがやがや、良い雰囲気！

＜反省点＞
予想以上に白熱し、80 分があっと

いう間すぎた …

１：１００の遠い関係から、１：１の顔見知りの関係へ
写真提供・資料協力：
武蔵野市、相模原市



立川市地域施設再編ワークショップ

次第
■ 開会・挨拶

■ 概要説明～これまでの振り返りとワークショップの目指すところ

■ プログラム１：市の「こだわりポイント」の例示

■ プログラム２：各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！

■ プログラム３：各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価

してみよう！

■ 閉会

日時：令和元年１０月２６日(土) １４：４５～１６：４５
会場：曙福祉会館 (２階集会室(遊戯室))
参加人数：１６名

立川市では、今後「施設整備計画」策定の参考とするため、第二中学校圏域内にお住まいの市民
や施設利用者と意見交換をしながら、学校や図書館、地域学習館など、地域にある公共施設の具
体的な再編案についてのアイデアをまとめていくワークショップを全５回にわたって開催してい
ます。

第４回ワークショップでは、各グループ独自の案にさらにみがきをかけていただき、再編案の内
容をポスターにレイアウトしていただきました。

立川市の公共施設の再編を考える
第４回ワークショップを開催しました！！
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次第
■ 開会・挨拶

■ プログラム１：将来に地域の公共施設を引き継ぐために

～これまでのワークショップの振り返り～

■ プログラム２：各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！

■ プログラム３：完成した再編案の内容をポスターにレイアウト

してみよう！

■ 閉会

地域施設再編 ワークショップ(第４回) 開催概要

日時：令和２年１月１１日(土) ９：４５～１１：４５
会場：高松会館 集会室
参加人数：１９名



プログラムの概要

プログラム１ 将来に地域の公共施設を引き継ぐために

第３回ワークショップでは「こだわりポイント」を考え、それを実現するためのグループ独自の再編
案を作成してもらいました。第４回ワークショップでは、このワークショップの目的である「将来に
公共施設を引き継ぐこと」の視点も踏まえ、グループ独自の案の実現可能性をさらに高めていただく
ために、第１～３回ワークショップの内容を振り返りながら、“みがきあげのヒント”を説明しまし
た。

立川市総合政策部行政経営課 渡貫泰央課長

これまでのワークショップの振り返り

ワークショップ１

●公共施設を取り巻く全国の状況と再編案の評価の視点
●地域施設再編ワークショップとは？
●身近な事例を使った「施設の使い方の見直し」
●施設の使い方を考える

みがきあげのヒント① 人口減少、少子高齢化

平成元年と平成２６年の人口構成を比較すると、少子化が進んでいる町、子どもが増えている町の両方
がありますが、高齢化はいずれも進んでいます。そのため、１０年後の将来、どのような施設の面積が
1番必要とされるかについても考えてみましょう

ワークショップ３

●市の「こだわりポイント」の例示
●各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！
●各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価してみよう！

みがきあげのヒント② 施設の老朽化

公共施設の中には、残存耐用年数が約１０年のものから、３０～４０年までの建物もあります。
一番最初に建替える必要がある施設についても考えてみましょう

みがきあげのヒント③ 厳しい財政状況

今、取り組む必要がある再編と、将来、取り組む必要がある再編をバランスよく考えてみましょう

みがきあげのヒント④ 施設改修・建替えにかかるコスト

２割削減の目標がある中、どの施設に、いつ、いくら、建替えの費用をかけるか考えてみましょう

みがきあげのヒント⑤ 施設の使い方

「施設」ではなく「機能」で見直すことは出来ているか、再度話し合ってみましょう

みがきあげのヒント⑥ 再編への意見

市民アンケートでは、Ａ・Ｂ案の再編を望む声もあります。グループ独自案は様々な人に魅力的な内容と
なっているか、再編を期待する人も納得の内容となっているかについても考えてみましょう

みがきあげのヒント⑦ 第３回グループ独自案の課題と宿題

費用の負担や各世代の使い方・運営の課題などについても見直してみましょう

～これまでの
ワークショップの振り返り～

ワークショップ２

●施設の使い方を話し合ってみよう！
●第二中学校圏域にある公共施設を知ろう！
●Ａ・Ｂ案のメリット・デメリットを出してみよう！



※グループワークでは４グループに分かれて意見交換等を行いました。各グループの検討内容については、
特設ホームページにて掲載しています。（ https://www.tachikawaworkshop.com/ ）

プログラム２ 各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！
【グループワーク①】

プログラム１で挙げられた“みがきあげのヒント”や、お金(財務)・機能(品質)・広さ(供給)のバラ
ンスについて検討していただき、独自案をさらに具体的かつ実現可能性を考えた案へとみがき上げて
いただきました。

首都大学東京 都市環境学部建築学科 讃岐亮助教

プログラム３ 完成した再編案の内容をポスターにレイアウトしてみよう！
【グループワーク②】

第５回ワークショップでは、ポスターセッション方式で各グループの独自案を、ポスターを用いなが
ら発表していただきます。プログラム２で検討した独自の再編案をどのようにポスターでわかりやす
く表現するか、グループで話し合っていただきながらレイアウトを考えていただきました。

首都大学東京 都市環境学部建築学科 讃岐亮助教

次回、第５回はいよいよ
ワークショップ報告会です！！

ポスターセッションとは？？

会場で各グループのポスターを貼り出しながら、プレゼンテーションおよび
質疑応答をするスタイルの発表方法のことです。

地域施設再編って難しくて、よく分からないかも

報告される方も地域にお住まいの市民の方です。１対１で会話しながら
気軽に参加できます。

初めて参加しても楽しめるの？？

会場では同時に色んなグループのポスターを見ることができます。興味の
あるポスターを見に行くことができ、時間を気にせず自由に回ることができる
ため、初めての方でも参加しやすいです！！

ワークショップ報告会の詳細は、裏側のページをご覧ください！



発行：立川市総合政策部 行政経営課
住所：〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9
電話番号：042—523-2111 FAX： 042—521-2653

市では下記の方法により積極的な情報発信に努めております。今後も、公共施設等に関した情報を
提供していきますので、ぜひご利用ください。

○立川市地域施設再編ワークショップ（特設ホームページ(2019年度)）
ワークショップで使用したスライド資料や検討内容の詳細が分かる資料を掲載しております。
https://www.tachikawaworkshop.com/

○立川市 公共施設再編関連の情報（市ホームページ）
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shise/sesaku/kakushukekaku/kokyosisetsu/index.html

第５号News Letter は、３月上旬の発行を予定しております。

第１回～第４回ワークショップでは、地域にある公共施設の具体的な再編案について各グルー
プで検討していただきました。第５回ワークショップでは、これまでの成果をまとめたポス
ターを囲みながら、ワークショップメンバーとご来場者の皆さまで一緒に話し合う、ポスター
セッションを開催します。

日時：令和２年２月１６日(日)
１４：３０～１６：３０

場所：立川市役所３階
３０２会議室

内容：ポスターセッションによる発表・
意見交換

要件：どなたでも参加可能

参加費：無料

申込：事前の申込は２月14日(金)までに

立川市総合政策部・行政経営課

(下記連絡先)にご連絡ください。
バランスのとれた公共施設の再編案

上砂・砂川町の防災＆多世代

地域施設の優料活用
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「３世代交流のふれあい」

やさしく 温かい 公共施設

地域の特性に合わせた公共施設の再編案

次世代につながる活性化を狙う施設

第
二
中
学
校
圏
域

今も、これからも
みんなが集まる場所をつくろう！

誰もが安全に気軽に利用できる
公共施設の再編案

施設は、集中と分散のバランス
～利便性と地域の見守り～

文化と安心・安全のまちを目指して！

第
三
中
学
校
圏
域



次第
■ 開会・挨拶

■ 概要説明～これまでの振り返りとワークショップの目指すところ

■ プログラム１：市の「こだわりポイント」の例示

■ プログラム２：各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！

■ プログラム３：各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価

してみよう！

■ 閉会

地域施設再編 ワークショップ(第３回) 開催概要

日時：令和元年１０月２６日(土) ９：４５～１１：４５
会場：羽衣中央会館 第一・第二集会室
参加人数：１５名

立川市地域施設再編ワークショップ

立川市では、今後「施設整備計画」策定の参考とするため、第三中学校圏域内にお住まいの市民
や施設利用者と意見交換をしながら、学校や図書館、地域学習館など、地域にある公共施設の具
体的な再編案についてのアイデアをまとめていくワークショップを全５回にわたって開催してい
ます。

第４回ワークショップでは、各グループ独自の案にさらにみがきをかけていただき、再編案の内
容をポスターにレイアウトしていただきました。

次第
■ 開会・挨拶

■ プログラム１：将来に地域の公共施設を引き継ぐために

～これまでのワークショップの振り返り～

■ プログラム２：各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！

■ プログラム３：完成した再編案の内容をポスターにレイアウト

してみよう！

■ 閉会

地域施設再編 ワークショップ(第４回) 開催概要

日時：令和元年１２月１５日(日) １４：００～１６：００
会場：錦学習館 視聴覚室
参加人数：１７名

立川市の公共施設の再編を考える
第４回ワークショップを開催しました！！
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プログラムの概要

プログラム１ 将来に地域の公共施設を引き継ぐために

第３回ワークショップでは「こだわりポイント」を考え、それを実現するためのグループ独自の再編
案を作成してもらいました。第４回ワークショップでは、このワークショップの目的である「将来に
公共施設を引き継ぐこと」の視点も踏まえ、グループ独自の案の実現可能性をさらに高めていただく
ために、第１～３回ワークショップの内容を振り返りながら、“みがきあげのヒント”を説明しまし
た。

立川市総合政策部行政経営課 渡貫泰央課長

これまでのワークショップの振り返り

ワークショップ１

●公共施設を取り巻く全国の状況と再編案の評価の視点
●地域施設再編ワークショップとは？
●身近な事例を使った「施設の使い方の見直し」
●施設の使い方を考える

みがきあげのヒント① 人口減少、少子高齢化

いずれの町でも、平成元年と平成２６年の人口構成を比較すると少子高齢化が進んでいます。
そのため、１０年後の将来、どのような施設の面積が1番必要とされるかについても考えてみましょう

ワークショップ２

●施設の使い方を話し合ってみよう！
●第三中学校圏域にある公共施設を知ろう！
●Ａ・Ｂ案のメリット・デメリットを出してみよう！

ワークショップ３

●市の「こだわりポイント」の例示
●各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！
●各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価してみよう！

みがきあげのヒント② 施設の老朽化

公共施設の中には、残存耐用年数が約１０年のものから、３０～４０年までの建物もあります。
一番最初に建替える必要がある施設についても考えてみましょう

みがきあげのヒント③ 厳しい財政状況

今、取り組む必要がある再編と、将来、取り組む必要がある再編をバランスよく考えてみましょう

みがきあげのヒント④ 施設改修・建替えにかかるコスト

２割削減の目標がある中、どの施設に、いつ、いくら、建替えの費用をかけるか考えてみましょう

みがきあげのヒント⑤ 施設の使い方

「施設」ではなく「機能」で見直すことは出来ているか、再度話し合ってみましょう

みがきあげのヒント⑥ 再編への意見

市民アンケートでは、Ａ・Ｂ案の再編を望む声もあります。グループ独自案は様々な人に魅力的な内容と
なっているか、再編を期待する人も納得の内容となっているかについても考えてみましょう

みがきあげのヒント⑦ 第３回グループ独自案の課題と宿題

費用の負担や各世代の使い方・運営の課題などについても見直してみましょう

～これまでの
ワークショップの振り返り～



※グループワークでは４グループに分かれて意見交換等を行いました。各グループの検討内容については、
特設ホームページにて掲載しています。（ https://www.tachikawaworkshop.com/ ）

プログラム２ 各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！
【グループワーク①】

プログラム１で挙げられた“みがきあげのヒント”や、お金(財務)・機能(品質)・広さ(供給)のバラ
ンスについて検討していただき、独自案をさらに具体的かつ実現可能性を考えた案へとみがき上げて
いただきました。

千葉大学大学院 園芸学研究科都市環境デザイン学研究室
湯淺かさね博士研究員

プログラム３ 完成した再編案の内容をポスターにレイアウトしてみよう！
【グループワーク②】

第５回ワークショップでは、ポスターセッション方式で各グループの独自案を、ポスターを用いなが
ら発表していただきます。プログラム２で検討した独自の再編案をどのようにポスターでわかりやす
く表現するか、グループで話し合っていただきながらレイアウトを考えていただきました。

千葉大学大学院 園芸学研究科都市環境デザイン学研究室
湯淺かさね博士研究員

次回、第５回はいよいよ
ワークショップ報告会です！！

ポスターセッションとは？？

会場で各グループのポスターを貼り出しながら、プレゼンテーションおよび
質疑応答をするスタイルの発表方法のことです。

地域施設再編って難しくて、よく分からないかも

報告される方も地域にお住まいの市民の方です。１対１で会話しながら
気軽に参加できます。

初めて参加しても楽しめるの？？

会場では同時に色んなグループのポスターを見ることができます。興味の
あるポスターを見に行くことができ、時間を気にせず自由に回ることができる
ため、初めての方でも参加しやすいです！！

ワークショップ報告会の詳細は、裏側のページをご覧ください！



市では下記の方法により積極的な情報発信に努めております。今後も、公共施設等に関した情報を
提供していきますので、ぜひご利用ください。

○立川市地域施設再編ワークショップ（特設ホームページ(2019年度)）
ワークショップで使用したスライド資料や検討内容の詳細が分かる資料を掲載しております。
https://www.tachikawaworkshop.com/

○立川市 公共施設再編関連の情報（市ホームページ）
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shise/sesaku/kakushukekaku/kokyosisetsu/index.html

第５号News Letter は、３月上旬の発行を予定しております。

第１回～第４回ワークショップでは、地域にある公共施設の具体的な再編案について各グルー
プで検討していただきました。第５回ワークショップでは、これまでの成果をまとめたポス
ターを囲みながら、ワークショップメンバーとご来場者の皆さまで一緒に話し合う、ポスター
セッションを開催します。

日時：令和２年２月１６日(日)
１４：３０～１６：３０

場所：立川市役所３階
３０２会議室

内容：ポスターセッションによる発表・
意見交換

要件：どなたでも参加可能

参加費：無料

申込：事前の申込は２月14日(金)までに

立川市総合政策部・行政経営課

(下記連絡先)にご連絡ください。

発行：立川市総合政策部 行政経営課
住所：〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9
電話番号：042—523-2111 FAX： 042—521-2653

バランスのとれた公共施設の再編案

上砂・砂川町の防災＆多世代

地域施設の優料活用
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「３世代交流のふれあい」

やさしく 温かい 公共施設

地域の特性に合わせた公共施設の再編案

次世代につながる活性化を狙う施設
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今も、これからも
みんなが集まる場所をつくろう！

誰もが安全に気軽に利用できる
公共施設の再編案

施設は、集中と分散のバランス
～利便性と地域の見守り～

文化と安心・安全のまちを目指して！
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立川市地域施設再編ワークショップ

次第
■ 開会・挨拶

■ 概要説明～これまでの振り返りとワークショップの目指すところ

■ プログラム１：市の「こだわりポイント」の例示

■ プログラム２：各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！

■ プログラム３：各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価

してみよう！

■ 閉会

地域施設再編 ワークショップ(第３回) 開催概要

日時：令和元年１１月２日(土) ９：４５～１１：４５
会場：砂川学習館（第２教室）
参加人数：１６名

立川市では、今後「施設整備計画」策定の参考とするため、第五中学校圏域内にお住まいの市民
や施設利用者と意見交換をしながら、学校や図書館、地域学習館など、地域にある公共施設の具
体的な再編案についてのアイデアをまとめていくワークショップを全５回にわたって開催してい
ます。

第４回ワークショップでは、各グループ独自の案にさらにみがきをかけていただき、再編案の内
容をポスターにレイアウトしていただきました。

立川市の公共施設の再編を考える
第４回ワークショップを開催しました！！
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号
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次第
■ 開会・挨拶

■ プログラム１：将来に地域の公共施設を引き継ぐために

～これまでのワークショップの振り返り～

■ プログラム２：各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！

■ プログラム３：完成した再編案の内容をポスターにレイアウト

してみよう！

■ 閉会

地域施設再編 ワークショップ(第４回) 開催概要

日時：令和２年１月１１日(土) １４：３０～１６：３０
会場：こんぴら橋会館 学習室
参加人数：１１名



プログラムの概要

プログラム１ 将来に地域の公共施設を引き継ぐために

第３回ワークショップでは「こだわりポイント」を考え、それを実現するためのグループ独自の再編
案を作成してもらいました。第４回ワークショップでは、このワークショップの目的である「将来に
公共施設を引き継ぐこと」の視点も踏まえ、グループ独自の案の実現可能性をさらに高めていただく
ために、第１～３回ワークショップの内容を振り返りながら、“みがきあげのヒント”を説明しまし
た。

立川市総合政策部行政経営課 渡貫泰央課長

これまでのワークショップの振り返り

ワークショップ１

●公共施設を取り巻く全国の状況と再編案の評価の視点
●地域施設再編ワークショップとは？
●身近な事例を使った「施設の使い方の見直し」
●施設の使い方を考える

みがきあげのヒント① 人口減少、少子高齢化

平成元年と平成２６年の人口構成を比較すると、少子化が進んでいる町、子どもが増えている町の両方
がありますが、高齢化はいずれも進んでいます。そのため、１０年後の将来、どのような施設の面積が
1番必要とされるかについても考えてみましょう

ワークショップ２

●施設の使い方を話し合ってみよう！
●第五中学校圏域にある公共施設を知ろう！
●Ａ・Ｂ案のメリット・デメリットを出してみよう！

ワークショップ３

●市の「こだわりポイント」の例示
●各グループの「こだわりポイント」を考えてみよう！
●各グループ独自の再編案を作成して自分たちで評価してみよう！

みがきあげのヒント② 施設の老朽化

公共施設の中には、残存耐用年数が約１０年のものから、３０～４０年までの建物もあります。
一番最初に建替える必要がある施設についても考えてみましょう

みがきあげのヒント③ 厳しい財政状況

今、取り組む必要がある再編と、将来、取り組む必要がある再編をバランスよく考えてみましょう

みがきあげのヒント④ 施設改修・建替えにかかるコスト

２割削減の目標がある中、どの施設に、いつ、いくら、建替えの費用をかけるか考えてみましょう

みがきあげのヒント⑤ 施設の使い方

「施設」ではなく「機能」で見直すことは出来ているか、再度話し合ってみましょう

みがきあげのヒント⑥ 再編への意見

市民アンケートでは、Ａ・Ｂ案の再編を望む声もあります。グループ独自案は様々な人に魅力的な内容と
なっているか、再編を期待する人も納得の内容となっているかについても考えてみましょう

みがきあげのヒント⑦ 第３回グループ独自案の課題と宿題

費用の負担や各世代の使い方・運営の課題などについても見直してみましょう

～これまでの
ワークショップの振り返り～



※グループワークでは３グループに分かれて意見交換等を行いました。各グループの検討内容については、
特設ホームページにて掲載しています。（ https://www.tachikawaworkshop.com/ ）

プログラム２ 各グループ独自の再編案にさらにみがきをかけよう！
【グループワーク①】

プログラム１で挙げられた“みがきあげのヒント”や、お金(財務)・機能(品質)・広さ(供給)のバラ
ンスについて検討していただき、独自案をさらに具体的かつ実現可能性を考えた案へとみがき上げて
いただきました。

首都大学東京 都市環境学部都市政策科学科 朝日ちさと教授

プログラム３ 完成した再編案の内容をポスターにレイアウトしてみよう！
【グループワーク②】

第５回ワークショップでは、ポスターセッション方式で各グループの独自案を、ポスターを用いなが
ら発表していただきます。プログラム２で検討した独自の再編案をどのようにポスターでわかりやす
く表現するか、グループで話し合っていただきながらレイアウトを考えていただきました。

首都大学東京 都市環境学部都市政策科学科 朝日ちさと教授

次回、第５回はいよいよ
ワークショップ報告会です！！

ポスターセッションとは？？

会場で各グループのポスターを貼り出しながら、プレゼンテーションおよび
質疑応答をするスタイルの発表方法のことです。

地域施設再編って難しくて、よく分からないかも

報告される方も地域にお住まいの市民の方です。１対１で会話しながら
気軽に参加できます。

初めて参加しても楽しめるの？？

会場では同時に色んなグループのポスターを見ることができます。興味の
あるポスターを見に行くことができ、時間を気にせず自由に回ることができる
ため、初めての方でも参加しやすいです！！

ワークショップ報告会の詳細は、裏側のページをご覧ください！
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