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１ 開会 

司会 

本日は、土曜のお休みのところ、辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備地区全体説明会にご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから、地区全体説明会を開会いたします。よろしくお

願いいたします。 

はじめに、開会にあたり市民自治部長からご挨拶させていただきます。 

 

２ あいさつ 

市民自治部長 

 皆さんおはようございます。 

 本日は、年始のお忙しいところ「辻堂市民センター・公民館、消防出張所等再整備 地区全体説明会」にお

集まりくださいまして、本当にありがとうございます。また、皆様におかれましては、日頃から市政全般にわたり、

ご理解とご協力を賜り、この場をお借りしまして、心から感謝を申し上げます。 

 さて、辻堂市民センター・公民館の建て替えにつきましては、今から７年くらい前に地域の皆さんから「新しい

辻堂市民センター・公民館を建て替えてほしい」というご要望をいただき、市でしっかり受け止め、市職員だけ

では決められないので、市議会の皆さんにもその都度、報告しながら建て直す方向で進めてきました。 

この４年は、地域の代表の方にも入ってもらった建設検討委員会にお願いして、３４回の会議をやらせてい

ただき、丁寧に進めてきたところでございます。私ども、辻堂地区全体の活性化という視点に立って一生懸命

取り組んできたつもりでございます。 

本日は、昨年の１２月議会で建物の概要と実施設計の報告をしましたので、その内容を中心にこれまでの

経過や状況、スケジュールを説明してまいりたいと思っています。今日まで市民自治部あるいは一緒に公民館

をもつ生涯学習部、テニスコートの関係で教育委員会、あと消防関係、建物設計する上で公共建築課といっ

た職員がお邪魔していますので、よろしくお願いいたします。 

これから順調に進みましたら、今年の２月議会で予算案を提出させていただいて、秋ぐらいから工事に入り、

平成３３年、今から２年半くらい先に新しいセンター・公民館ができる予定となっています。今の２倍くらいの広

さにもなりますし、辻堂地区の皆様から、私のもとにも「早く建ててほしい」という強い要望もいただいております。

すばらしい、新しい辻堂市民センター・公民館ができると確信しておりますので、短い時間ではございますが、

さまざまな建設的なご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。簡単ではござ

いますが、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

司会 

続きまして、本日の説明者の自己紹介をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

（説明者から自己紹介。事業者は公共建築課から紹介） 

 

（司会から資料の確認） 

 

司会 

続きまして本日の進行になりますけれども、資料にもございますスライドを使いながら、これまでの経過や今

後の予定も一括して説明させていただきます。その後、質疑応答をさせていただきます。１１時３０分までを予

定させていただいておりますので、円滑な進行にご協力くださいますようお願いいたします。それでは、まずこ

ちらから説明させていただきます。 

 

辻堂団地住民（A 氏） 

進行について提案をさせていただきたい。まず今日の説明会の目的が非常にあいまいなんですね。これは

市民、住民、それから利用する住民のためにこの機会を行っていくものだと思います。それを確認してください。
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設計の技術的な内容について、これで工事に入っていくのですから、私どもこれまで何度もたくさんの提案を

してきたところですので、そのことについて回答する内容にしていただきたい。説明会の時間が 1 時間半と短く、

いつも中途半端で解散となってしまっているので、住民側は終わった後も残っていますので、責任者や設計

者は残ってもらうようにお願いしたい。 

 

司会 

時間が限られている中で進めていきたいと考えていますので、時間が足らない場合は、いつでも市民センタ

ーでも個別にお受けするような場を設けさせていただいておりますので、今日はいろんな方が参加されていら

っしゃいますので、ここはまず進行させていただきたいと思います。 

 

辻堂団地住民（A 氏） 

それはちょっと納得いかない。皆さんのいる前で回答いただかないと、私たちは頻繁に市民センターさんと

個別にやっていますが、これをもって最終設計を次の議会に上程するわけですから、今日参加した人たちが

納得のできるような状況にしなければいけないと思います。それで時間が足りないのであれば、延長の処置を

していただきたい。 

 

司会 

それは後ほど対応させていただきます。まずは説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

３ 議題 

（１）説明 

辻堂市民センター 

本日はご案内でもさせていただいたとおり、現在の検討状況と今後の予定を中心にお話しをさせていただ

きます。その前に新しい市民センター・公民館の再整備にあたりまして、再整備をしてどのようなまちづくりを目

指すのかについてご説明させていただいたのちに、施設整備の概要や整備等についてご説明をさせていた

だきます。 

なお、先ほどご意見をいただきましたけれど、建築の専門の方、防災の専門の方、福祉の専門の方など大

勢いらしております。ただ本日は全体説明会ですので、お話が専門分野に偏らないように、専門的なこと、詳

細なことでご不明なことがございましたら、お手元にございますご意見カードにご記入をいただくか、直接市民

センターへご提出をいただければと思います。 

それでは、まず辻堂のおかれている状況についてご説明いたします。 

 

（スライド 3 人口の推移） 

こちらは人口の推移です。ここ 4 年間の藤沢市と辻堂地区の人口の推移を表していますが、全国的に人口

減少が進む自治体がある中、データは各年 4 月 1 日現在ですが、藤沢市は現在も微増を続けています。昨年

の 4 月 16 日に藤沢市は人口が 43 万人を超えまして、今年の 1 月 1 日には 43 万 2095 人となっております。

辻堂地区は、市内１３の地区割りをしている中で３番目に多くなっています。 

 

（スライド 4 人口の推移） 

こちらは将来人口の推移です。将来人口推計では、藤沢市の人口は残念ながら 2030 年の 44 万 4068 人を

ピークに減少に転じる。辻堂の人口は、２０２５年をピークに徐々に減少するとみられています。後ほど説明い

たしますが、この人口の減少が辻堂地区の課題と考えております。 

 

（スライド 5 世帯数の推移・世帯当たり人数） 

こちらは世帯数の推移、世帯当たり人数です。辻堂地区も人口増加に比例して、世帯数も増加しており、1

万 8000 世帯を超えています。ただ１世帯あたりの人数は横ばいとなっております。 
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（スライド 6 ひとり暮らし・在宅寝たきり高齢者（70 歳以上）） 

ひとり暮らしや在宅寝たきり高齢者（70 歳以上）の人数と推移につきましては、棒グラフになっているのがひ

とり暮らしの高齢者の方の人数ですが、先ほどご説明した世帯人数が横ばいとなっているのに比べまして、ひ

とり暮らしの方は増加が顕著となっております。 

 

（スライド 7 高齢化率） 

ちなみにこちらは辻堂地区の高齢化率です。辻堂の高齢化率は１３地区中、９番目で、比較的若い層の居

住が多い状況となっております。しかしながら、近い将来、４人に１人が高齢者となるように予測されております。

決して高齢化が悪いわけでなく、いかに健康に暮らせる、いわゆる健康寿命をいかに延ばすか、そのためにど

のような地域にしていくのかということが求められておりまして、それが課題になると考えておおります。 

 

（スライド 8 自治会加入世帯数・加入率） 

もう一つの課題は、これまで地域活動を支えていただいている自治会の加入率の低下でございます。2018

年は暫定値ではございますが、75.3％、約 4 世帯に 1 世帯が未加入という現状です。5 年前と比べて７％近く

下がっております。また、人口と世帯数が上がっていくにもかかわらず、加入率が下がっているだけではなく、

加入世帯数そのものが減少に転じている状態にあります。藤沢市全体でもこの傾向はみられておりまして、こ

れについてはこれからの大きな課題となっております。 

 

（スライド 9 課題と地域連携） 

このような環境にありまして、住民の皆さんにとっては、災害、犯罪、病気、老い、孤立などの社会的基盤、

地域としては、担い手不足による地域活動の衰退など、行政としては人口減少や少子高齢化によって税収の

減、経済の縮小・社会保障制度の破たんなどにより行政機能の維持が困難になっていくという問題や課題が

ございます。解決するための方策のひとつとして、住民の皆様をはじめ、地域団体や様々な機関などが積極

的に連携する地域連携が必要と考えております。 

 

（スライド 10 地域連携の拠点） 

これまでは、ニーズを「こうだろう」と想像して活動してきましたが、これからはみなさんと積極的に意見を出し

合って本当の問題・課題をつかみ、これを根拠に本当のニーズを掘り起こし、将来ニーズを生み出すと言いま

すか、創造、積極的に創っていくことが必要だと考えています。そしてそれぞれがお互いの存在価値を見出し

ながら積極的に関わっていく、新施設はそういう地域活動の拠点としたいと考えております。 

 

（スライド 11 基本コンセプト） 

それでは、ここからは地域連携の拠点となる、新施設について説明いたします。地域課題を解決するための、

基本コンセプトは、「防災・交流・安心」の３つでございます。防災はその名のとおり防災機能を強化する、交流

はこういった場を設けながら交流とふれあいの輪を広げる機会を増やすことによって防災や安心の課題の解

決できるのでないかと考えております。3 つ目の安心につきましては、地域包括ケアシステムを支えると書いて

ありますが、もう少し言い方を変えますと福祉分野でいろいろなことを地域をあげて取り組んでいこうということ

でございます。 

 

（スライド 12 新施設の活用） 

先ほどの問題・課題を解決するため、基本コンセプトを実現するために、新施設を活用して、防災の観点で

は施設自体の機能の強化や消防施設との複合化による機能集約と、学校などの機関との連携による強化とし

ての活用を考えております。交流の観点では多様な人々が集い交流する場や、ふれあいの輪を広げる機会の

提供の場として活用したいと考えております。安心の観点では地域の連携を充実し、地域の人たちを支えあう

サポート拠点となることを目指していきたいと考えています。機能集約のメリットを生かして、地域の連携を充実



 

5 

 

していきたいと考えています。新施設は、地域の人々をはじめ、様々な機関や行政が連携し、それぞれが役割

を果たしながら、それぞれの存在意義を見出しながら、積極的に連携して支えあうことができるサポート拠点と

していきたいと考えています。 

 

（スライド 13 再整備の発端（1）） 

ここからしばらくは、これまでの説明会での内容と重なりますが、初めての方もいらっしゃいますので、今回の

再整備について、これまでの経過を再度説明いたします。まず、現在の施設における問題点です。この市民

センター・公民館は築年数が 41 年を経過しまして、施設の老朽化、またエレベータがないなどのバリアフリー

への未対応、施設の狭さなどが問題となっております。消防出張所・分団は、前面道路の交通渋滞による初

動体制への支障や、車庫前や分団スペースの狭さが問題となっております。 

 

（スライド 14 再整備の発端（2）） 

再整備の発端となりましたのは、当時の辻堂地域経営会議、現在の郷土づくり推進会議、辻堂まちづくり会

議から建て替えをして欲しいという要望書が 2011 年 10 月に提出され、2011 年の 11 月の地区全体集会での

ご意見を踏まえて、2012 年 5 月に提言書が提出されております。これを受けまして市といたしましては、2014

年 3 月に再整備基本方針が作られて、2014 年 11 月に第 1 次再整備プラン、2017 年 3 月に第 2 次再整備プ

ランに位置づけまして建て替えの計画を進めてまいりました。 

 

（スライド 15 機能集約・複合化する施設） 

それを踏まえまして、新施設は近隣施設等の機能を集約し、複合施設とすることになります。複合化する機

能・施設は、まずは市民センター・公民館・市民図書室、2つめが南消防辻堂出張所と消防団第10 分団、そし

てオーケーストアの少し駅寄りにあります辻堂西地区地域包括支援センターの施設でございます。また同じく

福祉関係で地区ボランティアセンターも一緒にいたします。あと再整備の土地の広さの関係等も含めまして、

テニスコートも一括して再整備をすることになっております。また、今の市民センターが防災拠点本部となること

から防災備蓄倉庫も充実させていきたいと考えております 

 

（スライド 16 機能集約・複合化の理由） 

複合化の理由といたしましては、1 つめが地域連携の拠点として、３つのコンセプトに関する機能の充実が

理由でございまして、防災・交流・安心の充実化を図るという目的でございます。もう 1 つが市の財政的な負担

の軽減でございます。人口減少などで税収が減ってきてしまうということもあります。現存するすべての施設を

そのまま建て替えることは困難であることから維持管理費等の軽減を図るために複合化を行うものでございま

す。 

 

（スライド 17 建設予定地） 

こちらが建設予定地です。建設予定地は、辻堂西海岸で、高砂小学校、高浜中学校の西側、オーケースト

アーの交差点の少し海側になります。現センターからは、約６００メートルの距離になります。 

 

（スライド 18 建設予定地の決定理由） 

予定地決定の理由につきましては、ひとつ目が、現センターの敷地面積では建て替えに狭いこと、次に市

民センターの機能を止めるわけにはいきませんので工事期間中の仮設場所の確保が難しいこと、また、仮設

の経費の縮減をしようというところで、そのタイミングで神奈川県の方から、県営住宅だった跡地である県有地

の活用についての照会がありました。 

 

（スライド 19 検討の経緯） 
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検討の経緯といたしましては、2016 年 3 月に基本構想、昨年の 1 月に基本設計、その後、基本設計の詳細

を詰める実施設計を進めてまいりましたので、今月末に終了していきたいと考えております。基本設計に入っ

てからまもなく 3 年になろうとしておりますので、ここで終了したいと考えております。 

 

（スライド 20 検討の経緯） 

検討につきましては、地域団体や近隣自治会等の代表者、また、途中から、建設予定地の北側に位置する

自治会の代表者の計 7 人、市の関係課の代表 7 人の、合計 14 人からなる建設検討委員会での検討を中心

に行ってまいりました。建設検討委員会は34回重ねてまいりました。地区全体説明会は、今回も含めて7 回開

催になります。 

アンケートは、それぞれの利用者や団体の方に計 3 回のアンケートを実施しました。利用者であるサークル

連絡会の皆様からのアンケートを踏まえて意見交換を行ってまいりました。うち 1 回の全戸配布によるアンケー

トで 670 件の回答をいただいております。また、進行状況をご案内するための「お知らせ」を 5 回発行して情報

提供に努めてまいりました。近隣自治会等には全戸配布、その他の辻堂地区には回覧を行っております。今

回の全体集会の結果を踏まえましてお知らせ NO6 作成し配布する予定です。そのほか、ご要望に応じて、ま

た必要と考えられる機会をとらえて、戸別訪問なども含めて説明会等を実施してまいりました。 

 

（スライド 21 これまでの特に大きな課題） 

これまでの特に大きな課題は 3 つで、1 つめがテニスコートの設置によるほこりや活動音、消防出張所に設

置によるサイレンなどの音、建物全体による日影の問題でございます。 

 

（スライド 22 課題解決に向けて（1）） 

この 3 つの課題の解決にむけた取り組みといたしましては、まず 1 つめのテニスコートのほこりにつきまして

は、テニスコートを砂入りの人工芝したことにより、ほこりは今よりも軽減されると考えております。次の活動音に

つきましては、建物の配置を考慮することによりまして解決するものと考えております。また、生徒の安全につき

ましては並列の 2 面配置をすることで改善を図っております。 

 

（スライド 23 課題解決に向けて（2）） 

続きまして 2 つめの消防出張所・第 10 分団のサイレン音等でございますが、安全管理上支障のない範囲で、

法で定められた最低音量にすること、また音量が徐々に大きくなる機能を用いること、建物配置を考慮すること

で改善を図ってまいりました。 

 

（スライド 24 課題解決に向けて（3）） 

次に建物全体としての日影につきましては、建物の建設により北側にお住いの方にはご迷惑をおかけする

ことになってしまいます。建物を南側に移動させることや建物の高さの変更、また外壁を勾配状にしたり、屋根

の形状を変更することで改善をしてまいりました。 

 

（スライド 25 新施設の概要（建物配置）） 

ここからは、新施設の概要について説明いたします。まず、建物配置でございます。こちらが市民センター・

公民館でございます。こちらは分かりやすく開かれた施設とするため、人通りが多く利便が最も良い東側の通り

に面して配置しいたしました。体育室は、近隣からのご意見をいただきまして周りにある影響を極力抑えるため、

住宅から離れた位置に配置するため、施設の中央の南側に配置し、また、いざという時の避難場所として、安

心安全をさらに向上するために2階に設置をいたしました。体育室の下は有効活用するために1階を駐車場と

いたしました。駐車場の出入り口は歩行者が多い東側を通るのが危険だと判断いたしましたので、南側からの

侵入することで地域への配慮をしております。駐車場からの騒音防止も近隣から上がっておりましたので、配

置の方も考慮いたしました。駐車台数は、近隣の要望で極力少なくしてほしいというご意見、また利用者から

は増やしてほしいという相反するご意見がございましたが、現行との比較により 16 台とさせていただきました。



 

7 

 

現在こちらのセンターは公民館の利用者の方には、申し訳ございませんが車の利用をご遠慮いただいている

と同時に 6 台分しか駐車できませんので、こちらからは大幅に改善がされております。今後はサークルの皆さ

んと運用ルールを決めていきたいと考えております。こちらの位置が消防出張所・第 10 分団でございます。こ

ちらも音に配慮して住宅から離れたところに配置しまして、体育館やセンターなどで箱のような形にいたしまし

て音の軽減を図ってまいります。こちらがテニスコートです。テニスコートは使用する高浜中学校のテニス部の

関係者のみなさんとの協議の上、生徒の安全確保や事故防止の面から南北を軸とする 2 面を並列に配置して

おります。建物は、ご覧のように全体的にメイン道路に面して東側としております。 

 

（スライド 26 新施設の概要（周辺道路）） 

次に周辺道路についてでございます。まず、建物の南側でガードレールのある一方通行になっている南側

通路でございますが、駐車場への出入り口を南側に設けたため、こちらは双方向通行をしたいと考えておりま

す。またそのほかの道路、西側と北側については一度規制の変更をすると元に戻すことが困難になることから、

施設の運用後に、どのようになるのか再度確認したうえで関係機関と調整を行ってまいります。 

 続きましてバス停でございます。現状のバス停は、消防車両の出入り口となる予定のため、少し北側に移動

いたしまして市民センターの正面近くになる予定でございます。関係機関との協議をしながら決定いたします

ので、決まった時点でまたお知らせしたいと思っております。 

 

（スライド 27 建物イメージ（北東から－1）） 

では、イメージをご覧ください。メインエントランスは、みなさんが気軽に立ち寄りやすくするため、辻堂駅南

海岸線側に配置いたしました。レイアウトは後ほどお話ししますが、隣の地域交流スペースとともに、ガラスを多

く用いて開放感を演出しております。また、日影の影響を抑えるため、建物の形状を工夫しております。 

 

（スライド 28 建物イメージ（北東から－2）） 

また、こちらも同じ方向からの目線でのイメージとなっております。 

 

（スライド 29 建物イメージ（南東から－1）） 

次は南東からです。消防出張所の前には、車両の出入りの安全確保のため、消防用空地を設けました。ま

た、南側道路沿いには、歩道上の空地を設けまして歩行者の安全を確保いたしました。 

 

（スライド 30 建物イメージ（南東から－2）） 

また、こちらも同じ方向からの目線のイメージとなっております。 

 

（スライド 31 新施設の概要（1 階平面図）） 

ここからは、市民センター・公民館の部屋のレイアウトでございます。公民館の利用者の皆様方から多くのご

意見をいただきまして、すべてを満足することはできませんが、配置を工夫いたしました。1 階の概要です。新

施設の一番の特徴である約 90 ㎡の地域交流スペースを設置します。訪れやすく開かれた施設、親しみを感じ

る施設、外から見えて入りやすい位置、交流や情報収集のために、気軽に皆さんにもお立ち寄りいただきたい

と思っております。また、地域交流スペースは隣の市民図書室との運用上の連携を今後検討してまいります。

相談スペースはプライバシーに配慮しながら、さらに福祉窓口と地域包括支援センターに囲まれ、ワンストップ

サービスを可能とし、安全、安心、支え合うサポート拠点としていきたいと思っております。 

このように、市民センター・公民館、図書室、消防出張所、地域包括支援センター、ボランティアセンター全

体で地域連携の拠点といたします。 

 

（スライド 32 新施設の概要（2 階平面図）） 

こちらが新施設の 2 階でございます。まず、このあたりに談話室、工作室、実習室などを配置する予定でご

ざいます。部屋の名称は分かりやすく親しみやすい名称にしたいと考えており、今後検討していく予定です。
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また地域防災拠点本部室としての部屋を設ける予定でございますが、現在談話室で地域団体の会議を開催

しているものについて、こちらで対応できたらと考えております。その分利用される方の部屋の取りやすさにも

つながると思います。 

こちらが体育室でございます。現センターの利用率が高いのがホールでございまして、今度はホールと体育

室が分離しますので、スポーツのために存分利用していただきたいと考えております。 

こちらが保育室でございます。これは新しい施設で、和室と一体の使用が可能でございます。 

こちらが展示ラウンジになります。サークルの皆さんから要望が多かった展示スペースができましたので、サ

ークルの皆さんの活動の発表やご紹介の機会としてお使いいただきたいと思います。 

 

（スライド 33 新施設の概要（3 階平面図）） 

こちらが 3 階でございます。こちらがホールでございます。先ほどご説明したとおり、体育室と分離いたしまし

たので、主に文化活動や今まで以上にご利用いただきたいと考えております。 

こちらがホワイエ、ホール前のラウンジでございます。現センターではホールの前に待合もございましたが、

屋外で待っていただくこともありましたので、今度はスペースを確保しております。 

音楽室はある程度の防音が可能になっておりますので、様々な世代の方にご利用いただけると思います。ま

たピアノを置けるような配置にしております。 

 

（スライド 34 新施設の概要（屋上平面図）） 

センターの屋上と消防署の屋上については、津波避難スペースとして防災機能を強化するために、非常時

には屋上まで上がることを可能としております。 

体育室屋上は太陽光発電で環境への配慮をするために設置をしております。 

 

（スライド 35～38 新施設の概要） 

こちらは、数字的なものになりますので、後ほどご確認ください。面積は体育室ができることで、今のセンタ

ーの 2 倍以上大幅に広がります。ただ、体育室を除いた場合でも、貸出諸室の面積が今の 1.2 倍以上になり

ます。 

 

（スライド 39 建物の工夫（防災）） 

こちらの建物にはさまざまな工夫をさせていただいています。防災の観点では避難場所となる体育室をより

安全で安心な 2 階に配置しています。屋外避難用スロープは、例えば夜間など一般の人が入れない場合でも

上層階に行けるように、皆さんの要望により屋外に設置しました。階段かスロープか比べた時に、暗い中で高

齢者や車いすの方のことを考えるとスロープも有効であると判断しました。この他にも自家発電設備を設けます。

また、受水槽を設けまして、当面の飲料水の確保したします。雨水と井戸の水をトイレの洗浄水として利用いた

します。災害で断水した場合でもある程度は使えます。それとトイレ等の汚水を地下ピットに貯めるということで、

災害が起こった場合でも一定程度水洗トイレが使える仕様にしております。 

 

（スライド 40 建物の工夫（ユニバーサルデザイン）） 

建物の工夫の 2 つ目、ユニバーサルデザインは、誰もが使いやすく交流とか親しみを感じる工夫ですが、ア

ンケート結果やワークショップ形式の意見交換会での意見等をもとに辻堂らしい開放感を実現しております。 

エントランスと地域交流スペースあたりをガラス張りにしております。2 つ目の木質化につきましては、部分的に

なりますが温かみのある仕様としております。エレベーター、点字ブロックは当然設置してまいりますが、屋内

階段の手すりは 2 段にして身長が違う人にも対応しております。また、授乳室、幼児用トイレ、多目的トイレなど

今の施設にはないものも設置します。案内表示の工夫では、外国人の方も多く住まれているので、誰が見ても

わかるように、少し絵なども入れる工夫をしてまいります。 

 

（スライド 41 建物の工夫（環境への配慮）） 
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3 つ目の工夫が環境への配慮で、太陽光発電は体育室の上の部分に設けます。それと雨水、井戸水をトイ

レの洗浄水に使っていきます。また、屋根を外断熱工法とすることによりまして、中の温度を外の空気に漏れな

いようにしていきます。開口部、窓の部分はＬｏｗ－Ｅ複層ガラスにして、遮熱の効果があります。植栽につきま

しては周辺の環境と調合するようなものとなっております。 

先ほどの 670 件のアンケートでもご意見をいただいておりますので参考にしていきたいと考えております。 

 

（スライド 42 スケジュール） 

昨年の 9 月に、建設予定地にあった神奈川県職員住宅の解体工事が終了しました。一部アスベストの含有

もありましたが適切な手法で飛散することなく工事終了することができました。近隣の皆様をはじめ、騒音やほ

こり等でご迷惑をおかけしましたが、心からご協力に感謝いたします。 

 今後は、この 1 月までに実施設計を終了させまして、来年度から建設工事に入りまして 2 年後の夏ごろのオ

ープンをめざして進めてまいりたいと思っています。 

建設にあたりましては多くのさまざまな方からご意見をいただきました。すべてを網羅することはできません

でしたが、一つひとつのご意見を尊重しながらも総合的に判断させていただいた結果でございます。建物を建

てることが目的ではなく、まちづくりの観点から引き続き新施設を活用して辻堂らしいまちづくりを皆さんととも

に進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会 

時間が限られている中、多くの方々にご発言いただきたいと考えておりますので、質問は簡潔にしていただ

きたくご協力をお願いいたします。 

それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（２）質疑応答 

辻堂地区防災協議会（Ｂ氏） 

説明、大変わかりやすく、今までの２０１６年から３年にわたる説明が素晴らしかったのでないかと考えていま

す。一点だけ、確認させてください。資料のスライド番号４２のスケジュールについては、５月で新元号となるの

で、カッコ書きで西暦を表記してくれないとスケジュールが結びつかない。 

 

辻堂市民センター 

今後、資料については配慮させていただきます。 

 

司会 

今後、資料については西暦併記させていただきます。 

他にご質問のある方。 

 

辻堂団地自治会（Ｃ氏） 

スライド１８の説明のなかで、県有地については、無償で取得したのでしょうか。それとも有償でしょうか。 

 

市民自治推進課 

県有地につきましては、無償でなく有償でございます。これが概ね３億円ほどでございます。 

 

辻堂海岸団地住民（Ｄ氏） 

そもそも建設検討委員会の選出方法が不明朗。さまざま意見を聞いていただきたかった。建設検討委員会

の方だけの狭い意見だけを反映させてきている。私たち住民の意見はどうなったのか。 

私たちはサイレンの実証試験をずっと最初からお願いしています。でも、ずっとダメダメダメで。規制があっ

たんですよね。敷地内であれば良いというような。それもずっとやっていません。ぜひこれは平日の８時３０分に
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やっていただきたいです。ずっとお願いしてきました。何のあれもないです。ダメダメやりません。敷地内だけで

あればやって良いにも関わらず、やっていません。平日の８時３０分、ぜひお願いしたい。私たち高齢ですから

ね。消防署の音、もうこれは３時３０分、４時に鳴ったらそのあと眠れません。どのくらいの音がするのか、今まで

のところではそれはありますけれど、団地の中で反響します。ずっとお願いしてきました。もうちょっと考えてい

ただきたいですね。検討委員会だけの意見を尊重して、最後に私は思っています。 

誰がこんなスロープ、使いますか。辻堂の駅でも、あそこで車いすの方がスロープを使っていることなんて一

度も見たことがないです。この費用だって莫大なものです。きちっと検証していただきたいです。このまま、いい

ですよ、いいですよでやってもらわれては困ります。消防署のサイレンの音は平日の８時３０分にどれくらい反

響するのか、ぜひ実証実験。ずっとお願いしてきました。お願いいたします。 

 

消防総務課 

消防のサイレンの実証実験についてでございます。９月の特定開発事業の説明会でもご意見をいただきま

したし、検討も重ねておりました。消防のサイレン吹鳴は、道路交通法の規制がありますので、警察にも確認し

たのですが、敷地内で鳴らすことができるものの、周辺の交通に支障をきたすおそれがあることは好ましくない

ということでございました。 

また、テニスコートがフェンスで囲まれており、緊急車両が入れないということがございますし、始業時のサイ

レンについても、１、２秒程度の短い時間しか吹鳴できません。音に配慮して、計画地の南東に消防出張所を

寄せさせていただいたということもございますので、実際の影響と異なる環境でのテストとなってしまうことから、

テストを実施しないこととしたものでございます。 

 

市民自治推進課 

２点ございます。建設検討委員会の意見だけを反映したのでないかとのことでございますが、建設検討委員

会のほかにも地区全体説明会なども開催させていただき、そういったところでもご意見をいただいて、反映させ

られるところを反映させてきたものと考えております。 

また、スロープにつきましては、辻堂地区防災協議会のご期待もいただきましたし、市としても、津波避難の

行動原則となる「より遠く、より高いところに」避難できるよう、エレベーター、階段、スロープといった複数の避

難動線を設けたものでございます。スロープは作りっぱなしということでなく、例えば市民センター、防災所管

課、消防局が連携し、地区防災協議会の協力もいただきながらスロープを活用した避難訓練を実施してまいり

たいと考えております。 

 

辻堂海岸団地住民（Ｄ氏） 

今のお答えなんですけど、津波は１０センチということでずっと言ってましたよね。それなのに、どうして津波

だ津波だって言い切るんですか。私たちには津波は１０センチだとずっと言ってきましたよ。言い続けてきたわ

けです。どうして屋上にこういう施設をつくったり、スロープと。それならそれでエレベーターをもう少し大きくす

るとか、そういうほうが親切ですよ。津波がきたらスロープを使いなさいなんて、誰が使いますか。 

 

司会 

 今のはご意見として承ります。他に質問のある方いらっしゃいますか。 

 

辻堂海岸団地住民（Ｅ氏） 

ずっと日照の問題をご質問しているのですけれど、建物を少し、何センチか南にしたりとか、屋根を見直した

とかおっしゃっていただいているのですけれども、最近、建物のプレゼンなんかでも立体で模型をつくって、そ

こに日を当てて実際の日照がどのくらいなのか、目で見ることもできるとか、そういうことはしていただけないの

でしょうか。図面で言われても本当にどのくらいの日照に問題がでるのかリアルに分からないので、そのあたり

お願いできないでしょうか。 



 

11 

 

あと、３９ページの建物の工夫というところで、非常時の自家発電設備がどういう設備になるのかということと、

井戸水という話もはじめて聞いたのですが、どこにどういうふうに設置するのか説明がないのでちょっとびっくり

しています。 

 

市民自治推進課 

日影について、模型とか壁面図を使って丁寧な説明をすべきでないかということにお答えいたします。日影

の影響については、住宅それぞれに与える影響が変わってまいります。日影が影響する計画地の北側にある

共同住宅の各階の高さごとに、時間ごとにどのような影ができるのかという平面図を使いまして、それぞれのお

宅を訪問させていただき、個別に説明させていただきました。また、ご不明な点につきましては、いつでもお受

けすることも伝えてきましたし、面談できなかった場合も、問い合わせ先を明記した資料をポスティングさせて

いただきまして、そこのところは説明してきたと考えております。 

 

株式会社Ｔ･Ｓ･Ｇ 

自家発電の部分について回答させていただきます。自家発電につきましては、防災拠点として活動できるよ

うに、事務室、防災拠点本部室へのコンセント、照明への供給を計画させていただくとともに、避難されている

方々へのスペースとして２階の貸出諸室、体育室、３階のホールへの照明も計画させていただいております。

連続稼働は７２時間を想定しております。 

 

株式会社Ｔ･Ｓ･Ｇ 

井戸について答えさせていただきます。井戸は建物の西側のほうに掘削する予定となっています。トイレの

洗浄水として、非常時でも使用できるようにしております。 

 

辻堂西海岸住民（Ｆ氏） 

３点お願いいたします。駐車場について、雨の日に駐車場がいっぱいで車いすの方が雨に濡れずに乗降

できる空間があるのかどうか。あと、車が真っすぐ入ってきても出ていけるのかどうか。 

あと、バス停が移動されるという説明がありましたが、バスベイ、いわゆるバス自体を歩道の方に引き込んで

おいて、ここの歩道は広いのでそのくらいのことはできるのでないか。法律、バリアフリー法、そういう基準は無

いのか。それに対して、どう対応していくのか。そこにバス停がおかれた場合、向かい側の小学校のところにも

バス停があり、バスとバスが同じ位置に停まってしまうタイミングがあるのかないのか。そういったバス停が向か

い合う場合の基準はないのか、例えば何十メートルはダメとか。バス停についてはそういうところです。 

もうひとつは南側道路。海浜公園から来ますと、三街区の擁壁が立ち上がっているんですね。そこから左に

入るときに、見通しが。南側道路から正面の道路に自転車ですとか、すーっと出てきたときに危ない。検討され

て県警と協議がすでに済んでいるのか。 

実施設計が終わったということですので、この３点についてすべてされているのかをお聞きしたいです。 

 

司会 

駐車場、バス停のこと、それから南側道路のことになります。３点、伺いました。 

 

公共建築課 

まず１点目、駐車場の車いすを利用される方の雨の対策につきまして、画面を見ていただきますと、ちょうど

赤い点が指している部分、こちらが車いすを利用される方のための駐車スペースとなっておりまして、その右側

が降りるスペースと想定しており、この上部に庇を設けて雨に濡れないようにサブエントランスから入っていた

だくことを想定しております。 

バス停の移設につきまして、バス事業者さん、それから警察と協議を重ねてきており、現地確認もそれぞれ

立ち会っていただいて調整してきたところになります。まず、バスベイの関係なんですが、その案も一度はあっ

たのですが、都市計画課とバスの経路について協議したところ、この通りのバスの本数であるとか、交通量の
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部分からバスベイの設置については特に不要でないかと判断しているところでございます。あとは、バス停の

位置が反対側のバス停と向かい合うことにつきましても、バス停の移設先についてもいろいろな場所を検討し

てきたところでございまして、おっしゃるとおりバス停と反対車線のバス停が向かい合うということは望ましいこと

ではないというところですが、バス停の位置をさらに南の位置に移設することも検討したのですが、その次のバ

ス停とかなり近くなってしまうということで、バス停の間隔ということもあり、総合的に判断して警察とも協議して向

かい合う形としたところでございます。 

 

市民自治推進課 

３点目、この計画地の南側道路、双方向通行と書かれているところにつきましては、双方向にしていくという

方向については警察と確認しております。その上で、安全上の配慮をどのようにしていくのかということについ

ては、協議をしているところでございます。 

 

辻堂西海岸住民（Ｆ氏） 

私は、最初に駐車場がすべていっぱいになった場合をお聞きしております。ですので、車いす利用者のス

ペースに、すでに車が停められていて、また新たに別の方の車いす利用者の方が来て乗降したいといった場

合、送迎だけでもいいんです。なんとか車で連れていって、待っていればどこかちがうところに停めるとか。駐

車場が限られているということですので、今の構造ですといっぱいになった場合、さらに車が入ってきて降ろす

ことはできると思うんですね。ただ、その車がどうやって出るのかというと、バックでずっと後ろにさがっていかな

いといけない。そんな計画で藤沢市はよろしいのかどうか。そこをぜひ聞きたい。 

次のバス停のことですが、それぞれの関係機関との協議が行われていたとのことですが、その場ではそれぞ

れの関係機関がどういった責任をもっているのか不明ですので、後日でも結構ですので、それぞれの関係機

関との協議議事録を公表していただきたいと思っています。それぞれの方々が責任をもって判断されたという

ことが分かる資料ですね。 

そして南側道路については協議中ということでした。協議中のまま工事は着工できないと思います。あの、

万が一のことがあったら出入り口をここにつけられませんよと、県警は言ってくると思いますので。そこはしっか

りと、この道路を双方向にできる、そういう県警の協議結果を示していただいて実施設計を終えてください。こ

れに対してもういちど回答をお願いします。 

 

市民自治推進課 

３点お話をいただきました。いずれもご意見として承ります。ありがとうございました。 

施設の運用、周辺の環境につきましては、この建物の設計とは別に調整していけることだと考えております。 

これらのことにつきましては、お示しできる部分をお示ししていきたいと考えております。 

 

司会 

他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

不明 

予算はどのくらいを見積もっていますか。建物建設の予算です。教えてください。 

 

市民自治推進課 

事業費につきましては、平成３１年度の予算上程に向けて積算精査しているところでございます。工事の入

札情報にも関わることから、詳しくはお話しできないのですけれども、消防出張所と合築した六会市民センター

の設計金額ですとか、辻堂市民センターの基本設計、このあたりを考えますと三十数億円になるものと考えて

おります。 

 

司会 
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その他に、ご質問、ご意見いかがですか。 

 

辻堂海岸団地自治会（Ｇ氏） 

私、自治会のまとめ役として検討委員会に出ております。役員のだらしなさを指摘されました。確かにありま

す。私も住民の意見をもっていかなければならない立場です。それであの第１回目から公開していたんですけ

れども、皆さんのところに伝わっていなかったと思うんです。途中から非公開になりました。市民にも知らせない、

住民にも知らせない、それはおかしいんじゃないか、住民、近隣としても困るということでかけあいまして、私の

ほうで出るようなことになりました。ですから、その非公開のときに決まってしまったところがいろいろあるんです。

ここにいる人達に考えていただきたいんです。それでいいのかどうか。皆さんの意見が反映されているのかどう

か。やはり私たちの税金でやっているわけですよね。それを市がまとめてやるわけです。そういうところをひとり

ひとりが肝に銘じて、今日も説明がありました。あの小さい説明で皆さん、分かりますか。委員会に出ましたら大

きな図面があります。寸法も入っています。それを見ながら追っかけてやっています。それが皆さんのところに

はありません。それから高さがありません。それを２月の議会に出すんです。議会というのは・・・ 

 

司会 

すみません。簡潔にお願いします。 

 

辻堂海岸団地自治会（Ｇ氏） 

私は、皆さん、ここに座っている人に言っているんです。市の方に言っているのでないのです。 

ですから、住民に対して高さが分からないわけですよ。だから壁面図を出してほしいとか、きちっと。個別に

訪問しました。ですけれども、中には恐怖を感じて出られなかった人もいるんですね。男の人が２人来たら、お

年寄りの人は出られませんよ。私、聞いています。それで個別に訪問しましたとか言っているわけです。ですか

ら、全体説明会、近隣説明会に行ってくれないかと言いました。声をあげられる人はいいんです。あげられな

い人が大勢いるんです。その声を私はたくさん持っているんです。私ひとりの意見ということで却下されることが

あるんです。陳情もしました。９回もあるんです、いろんな方から。こういうセンターをつくるときに、こんなに陳情

しているところありません。そして途中から、そのとき何があったのか私たち市民には、住民には話はありません

でした。検討委員会もありませんですから。 

 

司会 

すみません。そろそろまとめてもらっていいですか。 

 

辻堂海岸団地自治会（Ｇ氏） 

ですから、私は市の方に言っているのではないんです。皆さんにきちっと考えてくださいということ。 

 

司会 

今日は説明会になりますので。 

 

辻堂海岸団地自治会（Ｇ氏） 

説明会っていったら、きちっと高さが出てこなくてはいけないと思うんです。高さが出ていないわけです。私

のところにはありますよ。でも出てきていないじゃないですか。おかしいですよ。検討委員会できちっとやったこ

とでしょう。 

 

司会 

高さについて、お願いします。 

 

公共建築課 
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建物の最大の高さにつきましては、14.96 メートルとなっています。 

 

辻堂海岸団地自治会（Ｇ氏） 

もう説明はいいです。 

 

公共建築課 

資料につきましては、市民センターで公開しておりますので、そちらもご確認いただければと思いますので

よろしくお願いします。 

 

ニューライフ住民（Ｈ氏） 

今日の説明会の当初からの説明で、私は理解しております。それで、関係機関と市役所の方たちが協議し

て進められていることだと思っています。なので、南側道路のことで協議が済んでいないからこの計画がだめじ

ゃないかとか、そういうことでなくて、市役所も真剣に関係機関と調整していると思うんです。だから今日の説明

会は、私は十分だと思いました。 

 

市民自治推進課 

建設検討委員会のことについてでございます。この間、辻堂地区全体の活性化という視点でですね、地区

のコミュニティ拠点としての機能を果たすためのソフト事業をご検討していただいておりました。非公開となって

いた部分については、市議会議長からの申入書もいただきまして、その後、建設検討委員会を公開するととも

に、議事概要を閲覧できるように努めてきましたほか、地区内の広報を実施するとともにセンターにも専用掲示

板を設けるなど、地区住民の方々がこの事業への理解を深められるよう努めてきたところでございます。 

 

辻堂団地自治会（Ｃ氏） 

２つあります。一点は、使用開始の時期が星印になっているのですが、いつになるのでしょうか。あと、もう一

点は、住民の方とのやりとりを聞いていて、なんでここまでこじれてしまったのか、その原因は何なのか、市側の

説明をきかせてください。 

 

市民自治推進課 

使用開始時期につきましては、今、スライド投影もしております、お手元の資料ですと最後のスライド番号４２

というところです。一番右側、平成３３年度使用開始の星印が漠然としているのでないかということですが、夏ご

ろということでこれから契約等を進めてまいります。工事事業者と詳細を詰めて日程を確定していくものと考え

ております。今は、夏ごろということでご了解いただきたいと考えております。 

あと、なんでこんなにこじれたのかということですが、市からの情報提供が不足していたということについて真

摯に受け止めさせていただき、先ほど申し上げましたとおり、建設検討委員会の公開、広報やセンターの中に

専用掲示板を設けるなど、皆さま方と課題、それから情報の共有に努めてきたところでございます。こういった

ことによって、一番の大きな課題がこの建物ができることによる日影の影響だったと理解しておりますので、そ

の影響を各戸ごとにその影響の違いをご説明してきたところでございます。 

 

辻堂公民館問題を考える会（Ｉ氏） 

２点お伺いします。一点は、このセンターを建てるにあたって市民の声、意見と言いますか、聞くだけでそれ

を反映しようとしてこなかった。一度も反映してこなかった。実施設計ができたのですが、この段階で一回くらい、

はじめてになると思うんですけれども、一度市民の声を聴く、そういう機会を、せめて一回くらいは設けていた

だきたいという切なる願望というか、絶対それはやっていただきたいと思います。それで今、なんでこじれてしま

ったのか、その経過をここにいる皆さんはご存知ない。非公開にしたのは、市民自治部長がこの建設検討委

員会は非公開であると宣言した。それで非公開になったのですね。それで理由を聞きました。ひとつは、資料

が独り歩きすると困るから、もうひとつは、会議が混乱すると困るから、その２つの理由。それで非公開と部長は
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宣言されたのですね。それでずっと進められていくと思ったんですが、１回目の検討委員会と２回目の検討委

員会の間でですね、庁舎内で秘密会議をもって建物配置を決定してしまった、こういうことなんですね。当時

の市議会議長が市長に対して意見書を出されて、市民の意見をもっと真摯に聴きなさいということで何カ月か

立ち止まったんですが、その後、やっと公開になったんですが、公開になったときに私、行きました。でも、その

ときには基本設計が終わっていました。決定していました。そういう経過があるわけですよね。で、去年の９月

議会でですね、９回も、この件について市民から陳情が出されまして、議員から９回も同じような議案で陳情が

出されるということは、どう市民自治部長、考えているんですかね、という質問があったとき、市民自治部長はこ

う答えられました。非常に辻堂市民の方には迷惑をかけた、議員の皆さんにも手間をかけた、深く反省をして

いるという意味のボタンの掛け違いとか言っているのですが、ボタンの掛け違いではないのですね。で、謝罪さ

れまして。はじめて謝罪されました。で、もうひとつは、市の担当の方が検討委員会の後ですね、土下座をして、

これ以上追及してくれるなというように市民に対して土下座をして、という事態もありました。そういう事態を受け

ましてね、やっぱり謝罪をしたり反省したりするんだったら、一度くらい市民の意見を聴く、この時点で聴く機会

をぜひつくっていただきたい。これは要求します。それがひとつです。答えてください。 

それと、私ども辻堂公民館問題を考える会は、この浜見山の土地を防災の拠点として、１４メートルくらいあ

るんですので、この建物は４０年とおっしゃったんですけれども、これをリニューアルして残して、津波とか引地

川の洪水から逃げる場所、東海岸は本当に津波避難ビルがほとんどないですから、マンションも少ないですし、

ここを残してほしいという要望を、要望書、再要望書、意見書、それと公開質問状、４回も出してきました。そこ

でですね、ここを売らないでくださいという要望だったんですけれども、資料の１６を見ると、センター長がつくら

れたパワーポイントの資料なんですけれども一番下に、財政的な負担の軽減というところがありまして、跡地は

売却を含めて検討とあります。これは、私たちに対する公開質問状への回答にこのようになっています。統廃

合・・・ 

 

司会 

そろそろまとめていただいてよろしいですか。 

 

辻堂公民館問題を考える会（Ｉ氏） 

重要ですから。統廃合により発生しました空き施設につきましては、本市は行政課題を解消するための利用

のほか、今後の公共施設の更新に必要な資金を確保するための有効活用などについて、地域等へのご説明

を踏まえ検討してまいります、と答えておられます。ところが、今日の資料を見てびっくりですね。もう売却ありき

という回答しかのせていないという、我々に対する、市民に対して本当の自分が答えてきたことをきちんと答え

る場だと思うんですけれども、そういう騙すようなね、そういうことを国会でないんですからやめてほしいなという

ふうに、いっぱい不祥事・・・ 

 

司会 

あの・・・ 

 

辻堂公民館問題を考える会（Ｉ氏） 

ちょっと待って。この施設を絶対残してほしいというたくさんの要望を聞きまして、そこの新しい施設は談話室

が実質１室なんですよ。今、４室あるんですが、それが１室。パーティションで区切ると言っているんですが、例

えば桜花園の部屋なんか、２つの使える部屋だったんですけれども、パーティションが壊れていて、実質１室の

状態で、１室で使っているという事態が生まれる。それとあと、当初の説明会で５０台と言ってましたよね。 

 

司会 

ちょっといいですか。そろそろ、ほかの方もいらっしゃいますので。 

 

辻堂公民館問題を考える会（Ｉ氏） 
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重大なことなので。 

 

司会 

重大なことは分かっていますので、簡潔に。 

 

辻堂公民館問題を考える会（Ｉ氏） 

これ以上簡潔にできないですよ。ちゃんとね、答えてください。 

 

司会 

整理しますと、市民の声を聴いてほしいということと、それから、この場所の跡地の問題、それが財政的な先

ほどの説明では売却ありきでないかというようなご指摘。それから談話室の数が足りないのでないかということ

です。 

 

市民自治部長 

ご指名がございますので、お答えさせていただきます。まず、市民の声を聴いてこなかったということでござ

いますが、地区全体説明会も７回やっておりますし、３４回の建設検討委員会でも各団体や地域の意見をいた

だいておりますし、まるっきり聴いてこなかったというのは、本当に残念な質問でございます。 

それから、建設検討委員会について、私が非公開にしたということですが、私は３年前からやっていまして、

御所見、遠藤、六会とやってきて、やり方としては同じように建設検討委員会をつくりまして、地域のご意見を

いただくというものであり、非公開としてきたのが今まででしたが、辻堂の場合はいろんなご意見をいただいて

いましたので、私が公開するようにいたしました。ですので、これは全然違います。建設検討委員会を公開にし

て傍聴できるようにガラス張りにしてきたことが事実ですので、そこははっきりと言わせてもらいます。 

 

司会 

あとは、この場所の。 

 

市民自治推進課 

現在のセンターの利活用の件でございますが、資料の中で売却がもう決まっているかのような回答でないか

とのご指摘もありましたが、以前もお答えさせていただいたように、このセンターの跡地利用につきましては、今

後の市全体で考えていくことになりますので、ここの表現も、跡地の売却も含めて検討ということで、特に今まで

と、こちらの考えは変わっておりません。市全体で福祉ですとか教育ですとか、そういったところ将来、市全体

でセンターが今後どのような利活用ができるか検討してまいります。その結果、利活用の手段がなかった場合、

最終的にそういうことも考えられるということで、売却ありきで進めているわけではありませんので、その点はご

理解いただきたいと思います。 

 

司会 

そろそろお約束の時間、１１時３０分になりましたので、まだ、ご質問等ある方の確認をさせていただきたいと

思います。４人ですか。では、あと４人の方から質問をお受けします。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

私はですね、このプロジェクトについて、この地域を代表するワークショップの技術サポートをしてまいりまし

た。このプロセスが本当に現在の設計のプロセスに適した進め方をしているか、その検証レポートもつくりまし

た。この観点から今日の説明会について技術的な観点でご説明したいと思います。口頭では分かりませんの

で、私、黒板を用意してくださいとお願いしたのですが。 

 

司会 
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その場でお願いします。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

それでは理解できません。理解できなかったら延長してください。 

 

司会 

今は質問の場なので、まず質問をしてください。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

今日の説明会の目的、これは住民の皆さんにこの設計で次に進んで、承認して次の建設に入っていいかど

うかということを目的とした説明会なのでしょうか。イエスかノーか、今日の説明で終わりにされようとしているの

か、今日の意見を反映して次の検討を考えているのか。単純な質問です。設計者は見直す気があるのでしょう

か。 

 

市民自治推進課 

事業を主管する市民自治推進課としてお答えします。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

あなたは土下座するような人でしょう。 

 

司会 

そういう不適切な発言は止めてください。 

 

市民自治推進課 

この時期の開催の根拠でございます。この改築設計が・・・ 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

簡潔に答えてください。この設計を見直すかどうか。 

 

市民自治推進課 

この改築事業の設計につきましては１月末に終了するものと考えております。それをもちまして、その後、修

正する予定はございません。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

この説明会、まだ終了していませんけれども、出てきた問題について、設計変更を簡潔に答えてください。こ

の設計を見直すかどうか。 

 

市民自治推進課 

先ほど申し上げましたように、設計の修正は予定しておりません。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

それでは、今、欠陥とかいろんな注文が出たものは、できないということですね。分かりました。 

 

司会 

質問をお願いします。 
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辻堂団地住民（Ａ氏） 

今のが質問です。重大な質問です。それでは、ワークショップの件について質問します。これは議会でも永

遠と時間かけて審議されたものです。なぜ、辻堂住民がこれほどに真剣なワークショップをして技術的な提案

が出ているのに、それを建設検討委員会で十分に審議しなかったのか、という指摘がされました。その後、私

たち提案者に回答が文書で来たことがありません。こんな無責任な進め方をするのは日本中どこを探してもな

いと思うんですけれども、なぜ文書で回答しなかったのか、責任者、お答えください。 

 

市民自治推進課 

ワークショップという話がありましたのでご説明いたします。２０１７年、一昨年になりますが、５月１９日の建設

検討委員会におきまして建物配置に関する根拠をご説明しましたとともに、ワークショップという話がありました

が、グループ討議形式の意見交換会での意見を基にした提案について、その提案者から説明を受けてまいり

ました。その後、翌６月９日と２６日の都合３回の建設検討委員会でもご検討いただきまして、提案者の示す７

つの基本的な考え方というものに基づきまして、市が考え方を説明して整理しました。提案者の考え方のとりい

れられる部分を取り入れて設計の見直しを行ってきたところです。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

分かりました。建設検討委員会にて提案の責任者、コーディネーターが発表しました。 

 

司会 

意見でなく質問をしてください。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

その回答はしたのですか。南面の採光と日照を最大限に活用しているか、とか。私たちは解決してきたと思

っていないわけです。設計者の方、解決していると思われているのですか。 

 

司会 

今日のこの説明会についての質問の場なので、分からない方もいらっしゃると思うので、ほかに質問される

方もいらっしゃるのでお願いします。 

 

辻堂太平台住民（Ｊ氏） 

先ほど、ここの施設を残して防災拠点にという話があったのですが、その費用は辻堂公民館問題を考える

会が全部もつということでよろしいのでしょうか。それとも税金を使うということでしょうか。そうすると税金が二倍

ことになるんですよね。それでしたら、そういう意見は言わないほうが良いと思います。私が払うから使いますよ、

というのはありだと思います。 

 

司会 

意見として承ります。あとお二人ですね。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

私が質問を変えてやります。 

 

司会 

あとで、あとでやります。 

 

辻堂西海岸住民（Ｆ氏） 
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先ほどの続きを少しだけお願いいたします。私がここまで関わるようになったのはですね、最初５０台駐車場

と言われて、すごくいいものつくってくだされた、しっかりとしたものをつくっていただきたい、それだけです。そ

れとつつがなく、これが進行してほしい。何か解消すべきものがあれば、今のうちに整理しておいてほしい。で

ないと、建設途中に止まってしまいますよ、それを本当に心配しているのです。それで、先ほど３点質問させて

いただきました。で、先ほど５０台、市に任せればこういうものができるんだと、それが３０台になりました。今では

１６台です。これで、どこが市にお任せすればいいのか。で、もう正直に１５台にすればいいと思うんですね。そ

うすれば雨の日、１５台を満車にすれば１台分はゼブラゾーンにして、そこは転回スペースですよ、というように

すれば１５台で良いと市民に説明すれば良いじゃないですか。５０台から３０台、１６台と減ってきましたけれども、

１５台にしてこれで進めますよと、それで市民に問うてやっていけば良いだけのことじゃないですか。それをい

ままでやりますやりますと言って、気づいたら減っているじゃないですか。何の事前の説明もなく減っているん

です。それを、ちゃんと計画すればこれくらいになりますと。今は実施設計終わっていますから、今ならできると

思うんです。そこは正直、そういう計画ですと言えばいいじゃないですか。 

あとは本当にバス停の問題、南側道路の問題も、これも消防署から県道とかに消防車や救急車が抜けようと

しているときに、バスが２台とも停まっていたら動けないですよね。そのくらいの話なんですよ。どこもないからこ

こでいいんじゃないでしょうか、で済ませているのが不思議なところなんです。車いすの件に関して、ここは私

は実は、昔歩けなかったんですけれども、いずれまた車いすの生活に戻るんじゃないかと考えています。今で

も長距離は歩けないので、公園とか美術館とかは車いすで行っています。そういった自分の個人的な思いもあ

りますけれども、なんとかこの施設は障がい者に対してすごくやさしい施設にして欲しいんです。これは今建っ

たら５０年先まで生きていきます。１０年後、２０年後、その頃に生まれてくる子どもたち、そして大人になって障

がい者になっている人たち、これから使用するんです。今いる人たちだけでつくるしかないんですけれども、将

来のことを考えてないといけない。ですから、藤沢市さんはしっかりとした障がい者にもちゃんとやさしい計画に

してほしい。ですので、いろいろ質問させていただきました。 

 

司会 

はい、ありがとうございました。ほかに、はい。 

 

辻堂二丁目住民（Ｋ氏） 

今回の問題をいろいろですね、辻堂市民センター・公民館再整備に関する流れをですね、去年、全部調べ

上げたんです。これはですね、まぁこのこれまでやっている方が誰もいないと思うんですけれども、今回の要す

るにこの流れについてですね、あの、私がはじめて知ったのは、１４年の辻堂全体集会、このときにはじめて知

ったわけです。このときに市長が来るといって、私も出席して・・・ 

 

司会 

できるだけ簡潔にお願いします。簡潔に。 

 

辻堂二丁目住民（Ｋ氏） 

要するに、陳情を５回やっています。それで、去年の９月にこういうですね、陳情をしています。いいですか。

行政の進め方に基本構想の検討段階での隠ぺい工作、これを要するに、これを認めましたよね。これを認め

ているんですよ。それで、まあ隠ぺい工作を要するにね、最初、私は教育委員会といろいろやってきました。テ

ニスを校庭内にできないか。そういうことでやってきたんですけれども、今日、要するに質問したいのはですね、

地域全体説明会の開催ということで、建て替えってありますよね、それからそちらのほうでは改築、小中学生の

質問なんですけれども、これをどういうふうに説明していただけますか。これを。建て替えと改築、お願いしま

す。 

 

司会 

建て替えと改築・・・ 
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辻堂二丁目住民（Ｋ氏） 

行政はずっと改築できているんですよ。要するに、ここでなくて別の場所で建てるから、建て替えの説明をし

てくださいと言っているんです。改築とはどういうことですか。説明してください。結論言いますと、要は、市民に

よく知らせるためには移転新築と、移転新築そのように変えるべきですよ。それはきちんと真剣にやってないか

らこういうことになるんです。そうでないですか。 

 

司会 

意見として、移転新築という言い方でないから分かりづらいということですよね。 

それでは、約束の時間を過ぎています。ここで説明会については閉会していきたいと思います。今日の説

明会は終わりますけれども、この後、工事等に入っていきますので、今日の内容であるとか、もし、発言できな

かったご意見がある方は、お手元にご意見カードをご用意させていただいていますので、そういったことを書い

ていただきたいと思っております。 

 

辻堂団地住民（Ａ氏） 

ちょっといいですか。今日で終わりって誰が承知したのですか。 

 

司会 

今日のこの説明会が終わりますといったのです。それで、ご意見カードに書いていただいて、そこのやりとり

をさせていただきますし、そのほかのご質問はセンターでいつでも受けてまいりますし、これまでもそうでしたし、

そこでご意見を伺ってやりとりさせていただきます。それでは、大変、約束の時間を過ぎて申し訳ございません。

これで、地区全体説明会を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

以 上   


