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第 34回辻堂市民センター・公民館建設検討委員会 

議 事 概 要 

 

日   時  平成 31年 1月 11日（金曜日） 

午後 2時 00分～3時 20分 

開催場所  辻堂市民センター 第 1談話室 

 

出席者 

委員長(代理)  野中 富央（辻堂地区社会福祉協議会） 

委 員     関岡 壽夫（辻堂まちづくり会議） 

委 員     小川雄二郎（辻堂地区防災協議会） 

委 員     松原 和憲（建設地近隣町内会等） 

委 員     石田 節代（辻堂海岸団地自治会） 

委 員     金子 節子（辻堂公民館評議員会） 

        井出 秀治（市民自治部） 

委 員     池田 潔 （辻堂市民センター） 

委 員     宮原 伸一（市民自治推進課） 

委 員     須田 泉 （生涯学習総務課） 

黒澤 卓司（生涯学習総務課） 

        委 員     岡田 茂雄（総合市民図書館） 

        委 員     平井 護 （地域包括ケアシステム推進室） 

                斎藤 康 （地域包括ケアシステム推進室） 

委 員     野口 英俊（消防総務課） 

工藤 秀明（消防総務課） 

     阿部 慎次（消防総務課） 

        委 員     佐藤 繁 （教育総務課） 

                須藤 和久（教育総務課） 

 

欠席者 

委員長     松本 喜夫（辻堂地区自治会長・町内会長連絡協議会） 

 

事務局        日原 敦史（辻堂市民センター） 

           磯﨑恵美子（辻堂市民センター） 

藤岡 健一（市民自治推進課） 

近藤 清志（市民自治推進課） 

 

その他        浜野 誠司（公共建築課） 

山本 博史（公共建築課） 

中関 裕弘（公共建築課） 

原田 邦彦（公共建築課） 

村上 祐 （公共建築課） 

栢沼宏二朗（公共建築課） 

椎谷 猶行（公共建築課） 

斎藤 啓介（株式会社 国設計） 

                小坂 貴志（株式会社 国設計） 

                白土 知憲（株式会社 Ｔ・Ｓ・Ｇ） 

                福崎 大地（株式会社 Ｔ・Ｓ・Ｇ） 

 

傍聴人        ４人 
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配布資料 

１．会議次第 

２．出席者名簿 

３．平成３０年１２月市議会定例会総務常任委員会資料１ 

４．平成３０年１２月市議会定例会総務常任委員会資料２ 

５．地区全体説明会の開催（チラシ） 

６．新市民センターにおいて防災上の配慮すべき項目の充足確認表（Ｅ委員提供） 
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事務局 

本日、委員長から欠席のご連絡をいただいております。このことについて、Ａ委員からご提案がありますので、

よろしくお願いします。 

 

Ａ委員 

ご本人から、やむを得ない事情があるとの表現で、本日の議事進行をしてほしいと言われました。委員の皆

様にお諮りしたいのですが、委員長としての議事進行を私にお任せいただくということでよろしいでしょうか。 

 

（拍手多数・異議なし） 

 

Ａ委員 

それでは、議事進行させていただきます。 

 

１ 開会 

委員長 

第 34回辻堂市民センター・公民館建設検討委員会をこれから開催します。今回も４人の方の会議の傍聴を

認めていますのでよろしくお願いします。事務局から傍聴の方へのご注意をお願いします。 

 

事務局 

傍聴される方には「会議の傍聴について」というご注意の紙を配布しております。写真、ビデオ等の撮影や

録音をしないでください。会議資料の扱いは、会議の最後に決定するので途中退席の方は資料を席に残して

いただくようにお願いします。そのほか、会議は静粛に傍聴していただきますよう記載しておりますので、お願

いいたします。 

 

委員長 

今ご説明したようになっていますので、傍聴の方はよろしくお願いいたします。 

本日は、これまでの検討が実施設計にまとまるということで、市民自治部長にもお越しいただいております。

よろしくお願いいたします。 

では、議題に入る前に事務局から資料の確認をお願いします。 

 

（資料の確認） 

 

２ 議題 

委員長 

本日も円滑な議事進行に皆様のご協力をお願いいたします。 

議題「（１）報告事項」のなかで、市から「①実施設計の進捗について」の報告をお願いします。 

 

市民自治推進課 

まず、平成３０年１２月の藤沢市議会定例会で直近の状況を報告しましたので、その資料を用いてご報告し

ます。資料は、Ａ４ホチキス止め、右肩に「平成３０年１２月藤沢市議会定例会総務常任委員会 資料１」と記

載されたものと、Ａ３ホチキス止め、右肩に「平成３０年１２月藤沢市議会定例会総務常任委員会 資料２」と記

載されたものになります。 

辻堂市民センター・公民館、消防出張所の改築工事につきましては、今年度、建設工事に向けた手続きと

ともに、施設の内外装や外構等の仕様をはじめとした実施設計を進め、そのめどがついたことから、前回、１０

月１２日の建設検討委員会でもご説明いたしましたとおり、市議会に報告したものでございます。 
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これまでの取組経過、改築設計のコンセプト、概要を資料１の１ページから３ページを用いてご説明したとと

もに、４ページ以降で具体的な諸室面積、設備計画、スケジュールをご説明しております。主な部屋の面積の

合計は、新旧で比較しますと２倍以上に広がっております。 

設備計画といたしましては、災害時への対応として、非常用自家発電設備を設ける計画としております。ま

た、当面の飲料水を受水槽で確保するほか、井戸水、雨水といった雑用水をトイレ洗浄水にするとともに汚水

を地下ピットに貯留することで災害時にも水洗トイレを利用できる計画としております。 

内装につきましては、メインエントランス付近のロビーや地域交流スペースを木質化し、かつ人通りの多い市道

辻堂駅南海岸線に面してガラス張りとすることで、温かみと親しみを演出し、人が集いやすい工夫をしておりま

す。バリアフリーにも対応してまいります。 

５ページになりますが、環境への配慮につきましては、太陽光発電設備を設けて再生可能エネルギーを利

用するとともに、井戸水、雨水も利用する計画としています。建物の躯体としては、断熱性能に配慮し、屋根を

外断熱工法とするほか、窓などの開口部には断熱性の高い複層ガラス、遮熱性の高いＬｏｗ－Ｅガラスを積極

的に採用してまいります。スケジュールにつきましては、平成３１年度から建設工事に着工し、平成３３年の夏

ごろにオープンする予定です。 

そのほか、資料２はイメージパースや平面図を中心とした図面となっておりますので、そちらもご参考にして

いただければと思います。 

市議会での主な質疑を口頭でご説明いたします。 

非常用自家発電に使う燃料の種類と容量、受水槽に貯留する容量、分かりやすい案内板についてのご質

問、ガスの利用や、災害時に重宝するカップ式自動販売機についてのご意見があったほか、設計が市民要望

を反映しているか、計画地の北側に隣接する共同住宅との話し合いができているか、貸出諸室が不足しない

か、現在の市民センター・公民館の移転後の空き施設の利活用の検討がどうなっているか、といったご質問を

いただきました。木材利用、市民図書室の辻堂市民図書館や学校との連携についてもご質問がありました。 

これらに対する市の答弁といたしましては、燃料、飲料水については概ね３日分の貯蔵を想定していること、

案内板については本庁舎や建築中の善行市民センターの例も参考に検討していることをお答えしています。  

また、市民要望の反映については直近の事例として、計画地の北側に隣接する共同住宅へのプライバシー

に配慮して計画建物の北側の窓を曇りガラスとすること、サークル活動に係る展示や掲示のスペースをとるた

めにピクチャーレールを設置することなどをご説明したほか、市民センターで住民の方々と意見交換してきて

いること、貸出諸室については談話室が不足するとは考えていないが運用については今後検討していくこと、

移転後の空き施設については行政課題を踏まえて検討し、その内容は地域の方々へも説明していくことをお

答えしています。また、木造化しないものの、内装の一部を木質化していくこと、市民図書室の運用は今後も

検討していくことをお答えしております。ここまでが市議会での内容です。 

次に、南側道路の規制解除、バス停の移設、地盤面についてご説明します。計画地の南側道路につきまし

ては、一昨年１１月の建設検討委員会でのご検討を踏まえ、辻堂駅南海岸線との交差点から木曜クラブの角

までの区間、一方通行を規制解除して相互通行とする方向で調整を進めております。 

バス停留所につきましては、現在の設置箇所が消防出張所の前面の空地に当たることから、移設する方向

で調整を進めております。移設先といたしましては、付近の交差点や横断歩道を勘案しつつ、市民センターの

メインエントランス近くにバス停を設置していきたいと考えており、関係機関とも調整中です。 

 

委員長 

ただいまの報告に基づいて「②地区全体説明会について」が報告事項となっていますので、この説明をお

願いします。 

 

辻堂市民センター 

お手元の「地区全体説明会の開催」というチラシをご覧ください。１月１９日土曜日午前１０時から１１時３０分

という時間帯で、辻堂市民センターのホールで開催させていただきます。現在の状況と今後の予定を中心に
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説明させていただきます。対象は辻堂地区の住民の方々とさせていただいており、すでに１２月１０日号の広

報と合わせて、昨年中に全戸配布させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

ただ今の議題の①と②をご説明いただき、ひとつの内容かと思いますので、これらについて皆様からご意見

があればいただきたいと思います。 

 

Ｂ委員 

非常用発電と太陽光発電の併用の仕組みはどのようなかたちになっていますか。 

 

委員長 

もし回答に時間がかかるようであれば、後ほど回答いただくとして、ほかにご質問ありますか。 

 

Ｂ委員 

貯水槽に対する井戸はどこに掘るんですかね。 

 

公共建築課 

総務常任委員会資料２の図面の２ページでご説明しますと、「市民センターサブエントランス」と記載された

箇所の北のあたりとなります。 

 

Ｂ委員 

雨水の貯留タンクはどこになるのか。 

 

公共建築課 

建物の地下全体となります。 

 

Ｃ委員 

すみません。一対一でなく、私たちにも分かるようにお願いします。聞こえないんです。 

 

委員長 

少し大きな声でお願いします。 

 

公共建築課 

図面の２ページでご説明しますと、井戸は、「市民センターサブエントランス」と記載された箇所の北のあたり

に配置し、雨水貯留槽は、建物の地下に配置する計画としております。 

 

Ｃ委員 

井戸についてはただ掘るだけではないと思うんですよね。ポンプでやるとか手でやるとか、普段どういうかた

ちで使えるのかとか使えないのかとか。鍵をかけるのかとか。 

 

公共建築課 

電動ポンプで汲み上げることとしております。 

 

Ｄ委員 

井戸は１カ所のみですか。 

 



辻堂市民センター・公民館建設検討委員会 

6 

 

公共建築課 

そのとおりです。 

 

Ｃ委員 

何メートル掘るんですか。 

 

公共建築課 

およそ４０メートル掘ります。 

 

Ｃ委員 

近隣の井戸があると私、言ったことがありますが、それは考慮されていますか。 

 

委員長 

一つ質問が出れば、それに対するご意見はさまざまあると思いますが、限られた時間となりますので質問は

絞らせいただきたいと思います。Ｂ委員、質問はいくつありますか。 

 

Ｂ委員 

いや、一つだけ。井戸水は、雨水タンクに一定レベルを保つための自動給水としますか。それとも非常時の

み使うかたちになるんですかね。 

 

公共建築課 

井戸水は常時汲み上げ、雨水貯留槽とは別に洗浄用雑用水として利用します。 

 

Ｂ委員 

雨水タンク、井水タンク、汚水タンクの３つを設置するという認識でよいか。 

 

公共建築課 

建物下に雨水貯留槽と雑用水槽を設置し、それとは別に災害等緊急時に一時的に使用する、通常は使わ

ない汚水タンクを設置する計画です。 

 

Ｃ委員 

今、井戸のことだけでもこれだけ出ているので、綿密なところを説明してほしいのですよ。というのは、周辺に

は井戸を持っている人もいますので、近隣の方、井戸のこと知らないわけですよ。たぶん。ですから、そういうこ

とで４０メートル掘ってくださるといってくださっていますけれども、そういうことをきちっと、井戸をもっている人へ

の説明というのをするべきだと思っております。 

湘南工科大が工事したとき、水が切れたという実績があるわけですよ。市がやるわけですから、皆さん信用

しているわけですけれども、雑水として利用していると思いますが、非常用の井戸ということになりますのできち

んと綿密な説明を。ポンプ結構、音するんですよ。すると北側の私たちのほうにもかかってきてしまうということも

ありますので、そういう細かいところまで考慮して、見切り発車でなく説明していただきたいなと思うんです。 

 

委員長 

これからの工事に対しての要望事項、意見として承らせていただきます。 

 

Ｃ委員 

私、地区の代表といたしまして皆さんから意見をいただいております。屋上に何をつけるか、高さがどうなる

か全然聞いていないんですよね。どういう設備がつくのか、図面では分かるようで分からない。前から壁面図を
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出してほしいと言っているが出てこない。一軒家だと２階が基準でいいんですけれども、１階と２階は持ち分が

違うので困ると言ったのに、そこが出てきていない。 

どういうところがボタンの掛け違いだったのか、今も掛け違いがあるので明確にして住民説明会をしてほし

い。 

 

委員長 

説明会についての説明の要望事項と承りました。 

 

Ｃ委員 

分かっていますか、ボタンの掛け違いが。議会でも確か問題になったと思うんですよね。そうですよね、事務

局の人。 

 

Ｂ委員 

Ｃ委員は、何を問題点としているのか明確にしてもらったほうが良いと思います。 

 

委員長 

今のご意見に対して、Ｃ委員、補足するところがあればお願いします。 

 

Ｃ委員 

それは事務局が良く知っていると思うんです。私たち要望出しています。私たちが言うことではありません。 

先ほどの市の説明で、地盤面のことを言っていませんでしたよね。はっきりとした。 

 

市民自治推進課 

補足させていただきます。周囲の道路から、宅内、計画地の中に雨水などが流れ込まないよう、ちょっと高く

する必要があります。若干の勾配を設けつつ、周囲の道路より少し地盤を高くすることになります。 

 

Ｃ委員 

道路というのは自動車の通る道ということで良いですよね。歩道ということではないですよね。 

 

公共建築課 

歩道です。 

 

Ｃ委員 

だったら、それはきちっと歩道というように説明しないと。 

 

公共建築課 

歩道があるのは計画地の東側の道路だけなので、東側については歩道と同じくらいの高さとなります。 

周囲に植栽帯の部分があるのですが、その部分はもう少し高くなります。 

 

公共建築課 

先ほどの非常用発電と太陽光発電の使い方についてご質問がありましたので、担当から回答させていただ

きます。 

 

公共建築課 

非常用発電は基本的に非常時に運転をしていきます。太陽光発電については自立系統に供給していくこ

とを考えています。 
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（傍聴者発言あり） 

 

委員長 

傍聴人の方は発言しないでください。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

委員長 

この場での発言はやめてください。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

委員長 

場をかえていただきたいと思います。 

 

Ｂ委員 

太陽光が常時つながっているとすると、電灯や室内灯に使うんですかね。どこの配線につながるんですか。 

 

Ｔ・Ｓ・Ｇ 

太陽光発電は、基本的には自家消費して節電する運用となります。災害時、商用電源が供給されなくなっ

た場合には自立運転させて、専用のコンセントを使えるようにします。太陽光発電は１０ｋｗとなりますので、携

帯電話等の充電を想定した計画としています。 

 

委員長 

このような技術論を交わすと時間が無くなりますので、趣旨だけをご質問いただくようお願いします。 

１９日の地区全体説明会でも、今のような技術的な質問があることも想定されるので、事務局は整理してい

ただきますようお願いします。 

 

Ｃ委員 

周りの交通については考えていますでしょうか。と言いますのは、私、暮れから正月にかけまして、湘南モー

ル、車が渋滞で全然動きません。なんと、店に入るまでに３０分以上。そんな状態なんですね。それがずっと浜

見山まで続いているんです。ですから、藤沢駅方面から来るのとぶつかっちゃっているんですよ。そんな状態

なんです。ですから、市民センターができますとね、年末年始は使いませんけれども、普段、住宅街に車が入

ってきてしまうのでないか、そういったところも説明会で説明していただきたいと思います。 

 

委員長 

はい、要望事項として、事務局、これを書き留めてください。 

 

Ｂ委員 

市民図書室に、地域の歴史家がお持ちになっている本、辻堂の歴史に関するところで、どのくらいになるか

分からないんですけれども、そのくらいのコーナーをいただけたらと思うんですけれども。 

 

総合市民図書館 

それは、辻堂の歴史に関する専用コーナーを設けてくれないかというご要望でしょうか。 
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Ｂ委員 

そう、専用コーナーということです。 

 

総合市民図書館 

持ち帰り、検討いたします。 

 

Ｅ委員 

それは鵠沼にあるようなものを言っているの？ 

 

総合市民図書館 

鵠沼にあるのは郷土資料室で、市民図書室とはちょっと違うのです。 

 

Ｃ委員 

鵠沼だけでなく、明治もそうですよね。 

 

Ｅ委員 

ということは、本棚の半分くらいもあれば良いということ？ 

 

Ｂ委員 

そうですね。最初は１段くらいで、あくまで本ですので、市民図書室にそういうスペースがあったら良いと考え

ているところで。 

 

総合市民図書館 

持ち帰って、できるかどうか検討させていただきます。 

 

Ｂ委員 

できるかどうかではないんですよ。 

 

Ｃ委員 

辻堂のまちづくりでも、歴史を謳っているのでぜひ入れていただきたいと思うんです。 

 

委員長 

それでは、Ｃ委員の意見も入れてぜひ検討していただきたいと思います。 

 

Ｃ委員 

たくさん質問事項をいただいているんです。こうやって。書いたものがなくては、私、言えませんので、書い

てくださいといいましたところ、ひとりの人がまとめてくださったりとか、たくさんあるんですけれども、北側住民と

しては日照問題、それをまだまだ引きずっています。平面図だけでなく壁面図を出したりとか、細かい配慮をし

ないと納得しないんじゃないかと思うんですよね。 

それと歩道の問題、渚モールは敷地の外周、西側、東側、南側に歩道をつくっています。そういうように公

共施設についても歩道をつくってほしいという要望もあります。通学路であるし、木曜クラブの方もいらっしゃる

し。それと、お金についても、スロープは大体これくらいかかるというようなもの、おおまかなどんぶり勘定のよう

なものでもいいんですけれども、これくらいになりますよ、というようなきちっとしたものが一度も話されていない

んです。 

 

委員長 
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建設費用ということですか。 

 

Ｃ委員 

はい。それはとっても大事なことだと思います。藤沢市も財政難でアップアップしていると思います。税金で

やるわけですから、市民のお金でやるものですから、経済性、そういったものをきちっと出すべきだと思いま

す。 

 

委員長 

まだ項目は多いですか。 

 

Ｃ委員 

多いです。 

 

委員長 

この場ですべて議論されますか。 

 

Ｃ委員 

答えを出せとは言いません。 

 

委員長 

要望として書面でだされますか。 

 

Ｃ委員 

一部、事務局にも出しています。 

 

委員長 

事務局として、次の説明会に際して、要望として反映できることは反映するということでご検討ください。とい

うことで、Ｃ委員、よろしいですか。この場では、時間的に無理だと思いますけれども。 

 

Ｃ委員 

時間的に無理って言われますと、そのへん住民からもブーイングが出てしまうと思うので、そのあたりきちっと

ね。昨年の説明会でも私、言ったのですが。 

 

委員長 

Ｃ委員としても、すべてを今出せると思えませんので、事務局のほうへお願いします。そして、対応について

必ずしもどうこうというのは約束できませんので。 

 

Ｃ委員 

そのあたりのことがボタンの掛け違いじゃないんですか、と言うのです。 

 

Ｂ委員 

地域交流スペースでの飲食に対する配慮というのはどんなかたちになっているんでしょうか。 

 

辻堂市民センター 
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運用の問題で詳細はこれからということになりますが、基本的には飲食可能としていきたいと思っています。

汁ものなどにつきましては、汚れる危険性がありますので、一定のルールは設ける必要がありますが、食べな

がら交流を図ることは重要なことになると思っております。 

Ｂ委員 

自動販売機の設置はある予定ですか。 

 

辻堂市民センター 

自動販売機も設置する予定です。 

 

Ｂ委員 

取組のなかでひとつの目玉となっております、公民館の２階から消防を見学できるよう配慮されることになっ

ていると思いますが、何を見れるのですか。 

 

消防総務課 

消防出張所の北側はシャッターになっており、シャッターを開けると、待機している消防車両を見ることがで

きます。 

 

Ｂ委員 

シャッターはいつも開いているんですか。 

 

消防総務課 

出動時は消防出張所が無人となりますのでシャッターを閉じますが、それ以外は基本的には開けておりま

す。 

 

Ｆ委員 

はしご車は何台配備されるんですかね。 

 

消防総務課 

市内での適正な配置をさせていただき、辻堂消防出張所には１台配備する計画としています。 

 

Ｂ委員 

子どもたちが勝手に消防出張所を見るんですか。それとも、職員の方から説明をしていただけるということな

んでしょうか。 

 

消防総務課 

市内すべての消防施設では施設見学を受け付けており、申し込みがあればご対応は可能です。自由に見

ていただくということはできないと考えています。 

 

委員長 

それでは、「その他」という議題のなかで、Ｅ委員から資料が提供されています。Ｅ委員から、これについて

説明をお願いします。 

 

Ｅ委員 

市民センターとして防災上の配慮が充足されているか確認する表です。 

２０１５年、建設の話が合って割とすぐに資料として出しております。第２バージョンは２０１７年、基本設計に

入った時も出しております。今回の図面などに照らしてチェックしました。この会議が最後のようなので、これら
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の事項を検討しないと役に立たないということがあるかもしれない。非常用発電も３日間ではだめだということを

４年前から繰り返し指摘しているんですが。 

構造的配慮は、ほぼ青い二重丸。要求したことがほぼ満たされている。若干、室内の階段については車い

すを抱えて上がれるスペースが実はない、外階段はあるんだけどというところです。現地対策本部とか外部支

援については、学校が３つも４つもあり、支援が入れるような広い公的施設となっているので、ここに本部が入

る場合でも看板を掛けかえれば対応できるだろうということです。赤い二重丸は、対応することは対応している

ものの防災拠点となる市民センターとしては足りていないというもの。非常用水洗トイレにしてくれているが、下

水に直結するところが肝心なところ。市はできないというが、試みでもやっていきたいということがある。救急医

療の酸素コンセントは、病院並みのことをやるのはいささかどうかという気もしますが、非常用電源からのコンセ

ントなどは、センターの特色として容量のアップとかを考えてもらいたい。資機材はこれからだと判断していま

す。 

これらの各論を会議でディスカッションしようとは思っていないけど、防災の担当課とのディスカッションの場

を設けていただきたいと思っている。全部やれと言っているわけでない。地域の委員から出たものをやらなかっ

たのであれば、それは後で何でやらなかったのかと言わざるを得ないと思う。この問題だけで結構ですので、

防災担当課との意見交換をさせていただきたい。 

 

事務局 

今いただいた資料は、市の防災担当課とも共有しまして、３日間の非常用発電ですとか、災害時のトイレ汚

水の下水直結など、市の施策と関係する部分もありますので、防災担当課と自主防災組織連絡協議会との意

見交換をしていきたいと考えております。 

 

Ｅ委員 

先ほどの井戸水にしても電動での汲み取りだと災害時に電源供給されないときに不安がある。 

 

公共建築課 

地区防災拠点ともなりますので防災の観点が重要と捉えて設計しております。国は、過去の災害の経験な

どを基にして、昨年度末に防災拠点となる施設のガイドラインを出しました。今回はガイドラインが出る前に設

計したということになりますが、いろいろ調べて取り組んできています。大きなところでは震災時のトイレの活用、

新しく建てるのだから建物のトイレはできるだけ使いたい、そのために井水、雨水併用しようという考えでしたし、

汚水を下水道本管に流せないときにも本管を当てにせず施設内に貯留できるようピットも設けました。井戸水

を汲み上げる電源は非常用発電で供給し、３日間過ぎても手押しでできるようにしています。 

 

市民自治推進課 

防災関係課との意見交換は、早急にセッティングしてＥ委員にお声がけさせていただきます。 

 

Ｂ委員 

遠藤地区の高圧送電線が倒れて、この地区が停電になったことがあります。昨年、北海道でブラックアウト

が起きたということで、藤沢市として総合的なブラックアウトが起きた場合の対策はあるんでしょうか。 

 

公共建築課 

送電が止まった時も想定して３日間、非常用発電できるようにしたものです。 

 

Ｅ委員 

消防出張所の非常用発電はどうなっていますか。 

 

消防総務課 
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国の整備指針では７２時間以上稼働する自家発電設備を設けることとされており、公共建築課とも調整して

確保したところです。 

 

Ｂ委員 

非常用発電用燃料は消防出張所、市民センターそれぞれどのくらいですか。 

 

公共建築課 

消防出張所は約１０００リットル、市民センターは約 2０００リットルです。 

（※その後、消防出張所の貯蔵容量は９５０リットルと判明） 

 

委員長 

それでは、「その他」で事務局から何かあればお願いします。 

 

事務局 

今後の予定になりますが、先ほどご報告しましたとおり、１月１９日に地区全体説明会を開催してまいります。

その後の建設工事に係る手続き、例えば、工事受注者がどこに決定したとか、いつ工事説明会を開催すると

いうことについては、適宜、委員の皆さまにお知らせして情報共有してまいりますので、建設検討委員会の会

議としては、しばらくの間、開催しないこととなります。よろしくお願いいたします。 

 

委員長 

次に「３ 事務連絡」となります。 

 

事務局 

会議内容の整理をさせていただきます。 

本日は、実施設計の進捗について、１２月市議会定例会での報告、質疑内容と周辺環境として、南側道路

の規制解除、バス停の移設、あと、Ｃ委員のご指摘で補足した地盤面についてご報告しました。 

また、地区全体説明会についても開催のご報告をいたしました。 

これらについて、井水、発電、交通などのご質問をいただき、地区全体説明会で捉えてほしいという視点を

いくつかいただいています。 

Ｅ委員から提供された防災上の配慮につきましては、辻堂自主防災組織連絡協議会を中心に、市の関係

各課で意見交換する日程を早急に調整することといたします。 

また、今後の予定として、建設検討委員会の会議としての開催は、今回で最後となることをご説明しておりま

す。以上が会議内容の整理となります。 

本日の会議資料の扱いですが、配布に差し支えないと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｃ委員 

委員長、ちょっといいですか。 

先ほど、私も壁面日影図のことを申し上げたのですが、それは取り上げないのでしょうか。再三、言っている

のですが。 

 

事務局 

日影の影響につきましては、時間ごと、各階ごとにどこまで影ができるのかといいうことを、平面図を用いて、

一昨年になりますが辻堂海岸団地の１号棟から３号棟までの各ご家庭を訪問して説明してまいりました。先ほ

ど、２階の高さでなく１階を基準として日影の影響を考えるようにお話しがあったと思いますが、１階のご家庭に

は１階の高さでの日影の影響をご説明しております。 
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Ｃ委員 

訪問じゃなく、壁面図を出してくださいと言っているんです。訪問では分かる人と分からない人がいて、比較

もできないんですよ。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

戸別に訪問させていただきましたが、当然、それで終わりではなくて、市民センターでもご説明しますし、ご

希望があれば訪問させていただきたいと思っています。 

 

委員長 

このことについては、事務局で答え切ったと思います。 

 

Ｃ委員 

答えられていないです。そこでボタンの掛け違えがあるんですよ。 

 

委員長 

ちょっと聞いてください。 

 

Ｃ委員 

これじゃ納得いかないんですよ。それじゃ、しょうがないよねぇ、のしょうがない部分がないわけですから。そ

れで私のところにどんどんくるわけですよ。私は住民しょってきているわけですから、個人でないわけですから。

この場で言わなければいけないから言っているだけであって。 

 

委員長 

今、事務局からは、そういう話があるなら聞きましょう、説明しましょうと言っておりますので、そのやりとりは終

わりにしたいと思います。 

 

Ｃ委員 

いえ、困ります。８０歳、８５歳を見てますと、電話することすらできないんですよ。足が上がらない。そういう方

が多いんですよ。ほんとに、お口は非常に達者です。でも電話では通じない。荷物の配送の電話もできないん

ですね。そういう時代なんですよ。 

ゆっくり十分に聞いてあげて、丁寧に説明してほしいというのが切なる願いです。 

私はいろいろな情報をストックして、その都度出してあげるのが私の役割だと思っています。 

 

委員長 

ご意見ありがとうございました。 

 

Ｂ委員 

これで会議が最後なので、市民センターの掲示板でのコミュニケーションを大切にしてほしいと思います。 

 

委員長 

ご意見ありがとうございました。 

 

（傍聴者発言あり） 

 



辻堂市民センター・公民館建設検討委員会 

15 

 

委員長 

終わってからということに。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

委員長 

傍聴人におかれましては、資料をお持ち帰りいただいて結構です。 

これで閉会といたしますが、市民自治部長からご挨拶があります。よろしくお願いします。 

 

市民自治部長 

市民自治部長の井出でございます。 

今日は、Ａ委員さんに臨時に委員長をお引き受けいただきましてありがとうございます。 

辻堂市民センター・公民館 建設検討委員会の皆さまにおかれましては、辻堂地区全体のまちづくりという

視点で、各種団体からお集まりいただき、平成２７年６月の第１回会議から３４回まで、足掛け４年に、本当に献

身的にご尽力いただきありがとうございました。 

この間、地域の皆さんのご意見をうかがおうということで、いちど立ち止まって基本設計を延長するなど、委

員の皆様をはじめ、地域の方々にお詫びしなくてはいけないと思っているのですが、実施設計もこの１月に完

了する見通しとなりまして、心より御礼申し上げます。 

平成３１年度、夏過ぎになると思いますが、建設工事に入ってまいりまして、平成３３年度の夏ごろには新し

い素晴らしい市民センター・公民館ができるものと、私も楽しみにしております。多くの辻堂地区の皆様から、

早く建ててほしいという切なる希望も聞いておりますので、皆さんとともに、素晴らしいセンターにしていけたら

良いと思っております。 

また、地域交流スペースの活用をはじめ、建設検討委員会としては区切りとなりますが、またお集まりいただ

くこともあるかもしれませんので、そのときは皆様のお力添えをいただきたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。本当に３４回、どうもありがとうございました。 

 

委員長 

それでは、建設検討委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

以 上   


