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第 33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 30年 10月 12日（金曜日） 

午後 2時 00分～3時 55分 

開催場所  辻堂市民センター 第 1談話室 

 

出席者 

委員長  松本 喜夫（辻堂地区自治会長・町内会長連絡協議会） 

委 員  関岡 壽夫（辻堂まちづくり会議） 

委 員  野中 富央（辻堂地区社会福祉協議会） 

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） 

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  黒澤 卓司（生涯学習総務課） 

委 員  工藤 秀明（消防総務課） 

  阿部 慎次（消防総務課） 

 

欠席者 

委 員  小川雄二郎（辻堂地区防災協議会） 

委 員  総合市民図書館 

委 員  地域包括ケアシステム推進室 

        委 員  教育総務課 

 

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     山本 博史（公共建築課） 

        屋敷 要 （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） 

 

傍聴人     １２人 

 

配布資料 

１．会議次第 

２．出席者名簿 

３．元県職員住宅跡地（写真） 

４．条例による手続きの流れ 

５．実施設計図面（配置図、各階平面図、立面図） 

６．アンケート結果のお知らせ 
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１ 開会 

委員長 

ただいまから第 33回辻堂市民センター・公民館建設検討委員会を開催します。今回も会議の傍聴を認め

ていますのでよろしくお願いします。事務局から何かございますか。 

 

事務局 

傍聴される方にお願いいたします。傍聴される方は、写真、ビデオ等の撮影、録音をしないようにお願いし

ます。資料の扱いは会議の最後に決定しますので、途中退席をされる方は資料を席に残していただきますよう

にお願いします。 

 

２ 議題 

委員長 

傍聴人の皆さま、よろしくお願いします。 

では、議題に入らせていただきます。事務局から資料の確認をお願いします。 

 

事務局 

お手元にお配りさせていただいたものですが、ホチキス止めした次第など、A３版の条例による手続きの流

れ、A３版でホチキス止めした実施設計の図面８枚の３部となります。過不足ありませんでしょうか。 

本日はプロジェクタを用意して説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

委員長 

議題「（１）報告事項」の「①元県職員住宅の解体工事について」をお願いします。 

 

公共建築課 

元県職員住宅の解体工事についてご報告させていただきます。近隣の皆様にはいろいろとご迷惑をおか

けいたしました。おかげ様で無事工事が竣工いたしましたので、その経過を報告させていただきます。（※現

地写真をスライド投影） 

こちらが解体前の状況で、左側の写真が敷地南東から見たもの、右側の写真が敷地北東の角から見たもの

となります。建物の解体に先立ち、敷地外周には高さ３ｍの鉄板仮囲いを設置し、敷地の北西と北東の角に

ついては、通行の見通しに配慮するため透明のパネルを設置しました。左側の写真が建物に足場を設置して

いるところです。右側の写真が足場の外側に防音パネルを設置した状況です。 

解体工事に先立って害虫駆除とアスベストの除去工事を行いました。害虫駆除については、薬品の散布や

建物内部には粘着トラップを設置するなどして害獣および害虫の駆除を行いました。作業の結果として、想定

していたネズミやゴキブリなどは見つからず、生息するための餌が敷地内にはすでになかったのではないかと

いうことでした。 

アスベストの除去工事については、浴室の排気筒とベランダの隔て板にアスベストが含有していることを確

認しておりましたので、浴室の排気筒については、強力な高圧水洗浄機のようなもので筒の中を削り落として

いく工法で行いました。また、ベランダの隔て板については、水をかけながら割らないよう、手作業での除去を

行いました。撤去の作業前、作業中、作業後の３回、敷地周辺での空気中の繊維の濃度調査を行いましたが、

今回の撤去工事によるアスベストの飛散は確認されませんでした。その他ＰＣＢについても、含有の恐れがある

照明器具について調査を行いましたが、含有はありませんでした。 

続きまして、建物本体の解体工事です。左側の写真が内装部分を撤去している状況の写真です。右側の

写真は外部から見た状況で、窓やバルコニー手すりの撤去後の状況です。左側の写真がコンクリートのみに

した後、躯体を解体している状況です。解体による粉じんの飛散を抑えるため２台の高圧ポンプを使用し、散

水をしながら行いました。右側の写真が概ね躯体の解体が完了してきている状況です。少しずつ崩したコンク
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リートを地面でさらに細かく握りつぶして、鉄筋やコンクリート、窓枠などを分別して廃棄しました。左側の写真

が解体前・右側が解体後の写真となります。いずれも敷地の北東側から見たものとなります。 

既存建物をすべて撤去した後、敷地の整地を行った上で砂の飛散や雑草の繁茂を防ぐための防草シート

を設置しております。改めましてご協力ありがとうございました。 

 

委員長 

他の報告とあわせて一括して質疑をいただきますので、続きまして「②事業の進捗について」報告をお願い

します。 

 

市民自治推進課 

事業の進捗については、前段で市民自治推進課から「条例による手続きの流れ」をご報告し、後段で公共

建築課から「実施設計の進捗」をご報告します。「条例による手続きの流れ」については、Ａ３版の資料となりま

す。前面のスクリーンにも投影していますのでご覧ください。 

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、特定開発事業となりますので、資料

のフローに基づきますと、左上の「事前届出書の提出」というところからスタートし、矢印に従った手続きをとるこ

とになります。この流れは、４月１８日の第３２回建設検討委員会でもご説明したとおりです。 

資料の左側に「計画段階における住民周知期間」とありますが、６月１日に「特定開発事業お知らせ板」を設

置し、近隣周辺住民を対象として、６月１５日及び翌１６日に同一内容の説明会を実施しました。 

その後、近隣周辺住民のうち１６人から要望書を受け、それぞれ見解を通知し、説明会の記録と合わせて、

「事前説明報告書」にまとめて市の開発業務課というところに提出しました。 

この「事前説明報告書」について、縦覧という公開の手続きをとるなかで、近隣周辺住民のうち１４人から意

見書を受け、それぞれに見解を通知し、「計画段階における住民周知期間」を終了いたしました。 

８月１８日には「特定開発事業等予告板」を設置し、「事業段階における住民周知期間」に入りました。第１８

条では、近隣周辺住民からの要望があった場合に説明会を開催することが義務付けられていますが、市とい

たしましては、開催の要望の有無によらず、事業段階においても、説明会の開催が必要と判断して８月３１日と

９月２日に説明会を開催しました。この内容を「経過報告書」にまとめて開発業務課に提出し、第１６条と書いて

ある「事前協議」に入ったところでございます。 

今後も、資料のフローに従って、市が諸手続きを踏んでいくこととなりますので、ご報告いたします。よろしく

お願いいたします。 

 

公共建築課 

実施設計の進捗について報告させていただきます。 

お手元にも A3 の図面をお配りさせていただいておりますが、スクリーンにも同じものを映してまいりますので、

見やすいほうをご覧ください。基本設計が完了した後、基本設計図面をもとに、庁内で各諸室を所管する担当

各課にヒアリングを行いました。使い勝手や、家具の大きさや配置、照明やコンセント等の位置など、より詳細

な内容を詰めていく作業を進めてまいりましたので状況報告をさせていただきます。なお、本日の図面につい

ては、あくまでも平成３０年９月２７日時点のものであり、今後も許認可手続きや、調整の中で変更される場合が

あります。 

配置図をご覧ください。外構について、屋外通路や、敷地南側の歩道状空地はインターロッキングとし、消

防出張所前ははしご車など重い車が走るので耐荷重の高いコンクリート、また利用者の駐車場部分はアスファ

ルトで仕上げることにしています。テニスコートの北側には、利用者用に固定式と可動式の２つの日よけを計画

しています。 

１平面図をご覧ください。各諸室に配置する造り付け家具の設計を進めてきました。地域交流スペースはで

きるだけ木質化を図り、それ以外にも業務員控室の入り口の位置、事務室のカウンターの配置といった間取り

を調整しました。１階から３階に共通して、各諸室は可能な限り引き戸とする。また、廊下沿いには掲示ができ
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るようにピクチャーレールとスポットライトを設置します。建物北側の窓ガラスについては、近隣住民へのプライ

バシーへの配慮から曇りガラスにすることとしています。 

２階平面図をご覧ください。避難用のスロープから屋上までの階段（※外階段 B）については、幅を概ね２ｍ

に広げています。１階と同様、間取りの調整や造り付け家具の設計も進めてきています。和室の水屋を取りや

め収納に変更し、男子・女子トイレの入り口を変更し、通路部分の形状を調整しました。また、各諸室内には掲

示板を設置することとしています。ホワイトボード、プロジェクター用のスクリーン、収納棚などがどの部屋に必

要かということについても検討を進めています。２階の体育室と和室、３階のホールには、使わないときは閉じら

れる鏡を設置するものとしています。 

３階平面図をご覧ください。３階の男子・女子トイレについても、２階と同様に通路部分の形状を調整してい

ます。ホールの北側には、避難の関係で、倉庫４と出演者控室の間に前室を設け、出入りができるようにして

います。音楽室については、一定の防音性能を確保するため、２重壁・２重窓とするものとしています。 

屋上平面図をご覧ください。こちらには機械設備の大きさや、想定されている配置を示しております。市民

センター側の設備について、特に音の発生する機械設備を可能な限り南側に配置し、周りに壁を設けることで

見え方や音が広がらないよう配慮しています。体育室の屋上には太陽光パネルを設置することとしており、容

量としては１０ＫＷを計画しています。 

立面図１をご覧ください。上段が、東側立面図であり、市民センターと消防出張所の正面玄関となる部分で

す。市民センター側はできるだけガラスを使い、太陽光が入りやすいようにしています。下段が、西側立面図で

テニスコート側から見た図となります。 

立面図２をご覧ください。上段が、市民センター部分の南側になります。市民センターと消防出張所の間の

中庭部分から市民センターを見た図です。下段については、左側が体育室、右側が消防出張所の南側部分

です。 

立面図３をご覧ください。一番上が、北側立面図でスロープよりも北側から見た部分となります。中段も同じ

く北側立面図ですが、スロープを除いた図です。一番下が、消防出張所の北側立面図で、中庭部分から見た

図になり、右側が断面図となっています。 

 

委員長 

続きまして「③住民アンケートについて」の報告をいただいた後でご意見をお願いします。 

 

辻堂市民センター 

資料は、次第のホチキス止めの最後、アンケート結果のお知らせについてとなります。資料では白い紙で綴

じていますが、８月１０日号広報ふじさわと一緒に青い紙で印刷したものを、自治会・町内会を通じて地域の

方々に回覧したものになります。委員の方々には、７月２４日になりますが、スケジュールのお知らせとともにお

送りしたものです。 

アンケートは、辻堂市民センター・公民館、消防出張所の改築工事を進めるに当たり、地区の皆さまが新施

設に親しみ、愛着を持てるように実施したものでございまして、建物の色彩基調とシンボルツリーについてご意

見をいただいたものです。 

辻堂地区在住・在学・在勤の方、サークルなどの施設利用者を対象として、６月５日の広報ふじさわとともに

各世帯に配布し、サークルに対しても配布したものです。６月５日から６月３０日まで実施して、15,375枚配布し

て回収は 670枚、回収率は 4.35％でした。 

結果は、色彩としては、３つの選択肢のうち白基調というご意見が一番多くなっています。 

シンボルツリーにつきましては、季節感重視という回答が 41.9％で一番多くご意見としていただきました。 

「その他の意見」については、個別のご意見を挙げさせていただいたものですので、よろしくお願いします。 

 

委員長 

ただいま、報告が終わりました。これまでの報告に対して、委員の皆さんからご意見をいただきたいと思いま

す。 
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Ａ委員 

以前、建設検討委員会で元県職員住宅を解体するという話が出たとき、心配なのはアスベストだと話しまし

た。結果として、アスベスト、PCBはクリアしていて良かったと思っています。 

 

Ｂ委員 

屋上からの雨水の配管はどうなるのですか。また、井戸を掘りたいと思っているが、どうか。 

 

国設計 

 屋根にドレーンという排水管が多くあり、建物の外を這って地面の高さまで落として、地下ピットに集めるよう

にしています。実施設計図面で右下の図番「A-021」と書いてあるものの「立面図２」で左の断面図の GL と書

いてある線より下の部分にピットと書いてある空間を有効利用して集めます。 

 

Ｂ委員 

 汚水利用するピットは、これとは別ですか。 

 

国設計 

 別になっています。雨水は少しずつ下水本管に排水するという決めごとになっていますので、建物の下に一

度溜めることとしています。 

洗浄水に使う雨水は、市民センターの西の方のピットを使います。井戸については設備工事で掘削して井

水を汲み上げてトイレ洗浄水に使えるようにする計画です。これは、災害時だけでなく平常時にも使います。 

 

Ｂ委員 

 ピットの総容量はどのくらいですか。 

 

国設計 

 洪水を防ぐための大きな水槽は５００トンになっています。これに比べるとトイレ洗浄水は少なくても良いので

すが、容量は検討しているところです。 

 

Ｂ委員 

 ５００トンというのはどのくらいの雨量に対応できますか。 

 

国設計 

 下水は毎時５０ｍｍの降水量に対応できると聞いていますが、これに対応する定めになっています。ただし、

一時的なひどい雨もあるので、ピットからあふれてしまわないよう、フローを設けて建物の床に被害を及ぼさな

いようにしています。 

 

Ａ委員 

 ガルバニウム鋼板を使い耐久性を高めることを念頭にしているが、外観については木材もあるとのことで、木

の耐久性はどうなっていますか。 

 

国設計 

 木質化には皆さん興味あるところだと思います。建物内部は本当の木を使いたいと思っています。外装は傷

みが気になるので人工木といって、木を粉にして特殊樹脂で成形したものですが、木調にしたいと考えていま

す。肝心なのは留め具の金物になりますが、スチールを錆止め塗装するものだと１０年くらいしか持たないので、

どぶづけ（※溶融亜鉛メッキのこと）という工法を検討しています。 
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Ａ委員 

 建物北面は曇りガラスを使うとのことですが、目隠しとなるブラインドなどについて具体的な考えはあります

か。 

 

公共建築課 

 カーテンをつけられるよう、カーテンボックスは付ける予定としています。 

 

国設計 

 備品対応できるようにしているものです。 

 

Ｃ委員 

 談話室を音楽で使うときに残響があります。他の公民館でも何か所かあります。気を付けてもらいたいです。 

 

Ａ委員 

 曇りガラスを要しないところについても、遮熱とか日焼けや紫外線を気にする人もいる。ガラスはどうするので

すか。 

 

国設計 

 様々な種類のガラスを使います。基本的にはLow-Eという熱の出入りを少なくする複層ガラスを使いますが、

そうでないところも、すべてではありませんが複層ガラスを使っていく予定です。 

 

Ａ委員 

 鏡を設置するという話でしたが、その効用はどういったものですか。 

 

Ｃ委員 

 今はホールにしか設置されていませんが、ダンスや子どものバレエなどでストレッチするときに使います。和

室では着付けに使います。姿見などもありますが、移動が大変なので。他の新しい公民館でも設置されていま

す。基本構想の際にお願いしたものです。 

 

Ｄ委員 

 電動車いすを充電できるよう、分かりやすいところにコンセントを設置してほしいです。 

 あと、井水と雨水の割合はどのくらいですか。塩素を入れることなどを考えると、井水利用で設備が傷むこと

があるので検討してほしい。 

 

国設計 

 割合については、今は分かりませんが、洗浄水となることがメインであり、２階の実習室などで使うのは避ける

こととしています。 

 

Ｅ委員 

 井戸を掘ると言っていたが、辻堂西海岸で何件か使っています。そういったところが枯れてしまわないよう、し

っかり調べていただかないと、一般住宅に影響を及ぼして補償ということになります。どのくらいの規模で、どこ

まで掘り下げるのでしょうか。 

 

Ｄ委員 
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 井戸を掘るのであれば災害で使うことがメインだと思いますが、太陽光発電がないときに汲み上げられるので

すか。（※後に、公共建築課から災害時は非常用発電設備を利用する旨を回答） 

 

市民自治推進課 

 井水については十分調査して、掘るなら掘る、掘らないなら掘らないという判断をしたいと考えています。周

囲に影響を及ぼすことがないようにします。 

 

Ｅ委員 

 浅いところの水脈もありますが、二層目で掘っていただきたいと思います。あと、周囲へのお知らせも。 

 

Ｂ委員 

 消防出張所と市民センターの建物に要求される構造物としての基準の違いはどういったものでしょうか。 

 

国設計 

 建築基準法で構造的な要件があります。その強度の 1.25倍で市民センターを建設するよう市役所から指示

を受けています。消防出張所については、災害時に重要な施設ということでもう一段踏み込んだ 1.5倍となっ

ており、比較ということであればそういう違いはあります。ただ、市民センターが弱いということではありません。 

 鉄筋コンクリート造なので、中に入れる鉄筋の量とか柱の間隔、硬さのバランスなどを解析しながら設計しま

す。 

 

Ｂ委員 

 消防出張所の西側と体育室の東側の壁の間はどのくらいなのですか。 

 

国設計 

 間は１５ｃｍくらいです。建物の硬さを解析し、大地震があったときでもお互いがぶつからないようにしていま

す。 

 

Ｂ委員 

 どのくらいの震度まで耐えられるものでしょうか。 

 

国設計 

 関東大震災クラスの地震がきたときに、ぐしゃっと潰れないような強さを想定しています。 

 構造計算は、いくつの震度に耐えられるという指標ではありません。過去にいくつも経験した地震によって法

令が変わってきているので、そういった基準を満たしたものとしています。 

 

Ｂ委員 

 辻堂地区では最も頼りになる建物になるという意識で良いのですね。 

 

国設計 

 学校がやはり 1.25倍の強度をもっており、消防出張所はそれ以上ということです。 

 

Ａ委員 

建物外観のペイントによっても省エネ効果があると思います。コストを念頭に置きながら、塗装も検討してもら

えたらと思います。 

 

Ｂ委員 
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 消防出張所と市民センターの非常用発電設備はどこに設置するのですか。 

 

国設計 

 市民センターについては、図番「A-019」の「設備取出口」と書いてあるところの左に設置する予定です。消

防出張所については、図番「A-018」で右下の設備スペースになります。 

 

Ｂ委員 

 タンクはどこ。容量は。 

 

国設計 

容量は１０００リットル以上で検討しています。市民センター用は、図番「A-010」でテニスコートの北にある設

備機械置場の地下に躯体をつくって埋めます。消防出張所用は、量が違うので地下ではなく、発電装置のと

ころに置きます。 

 

Ｂ委員 

 自家発電の容量はどのくらいで計画しているんですかね。例えばエレベータを動かせるとか。 

 

公共建築課 

 日数としては３日間を想定しています。 

 

国設計 

 この間、すべての設備を使えるわけではありません。使うところ、使わないところを協議しながら、必要に応じ

た容量を決めています。 

 

Ｂ委員 

 太陽光発電が１０ｋｗとのことだが、非常時の照明としてはどのくらい使えるんでしょうか。 

 

Ａ委員 

 蓄電池はありますか。 

 

公共建築課 

 蓄電池は設置しません。災害時に使うのは非常用発電設備となります。 

 

Ｂ委員 

 これからは売電できなくなるので独立系統も必要でないか。 

 

Ｅ委員 

 蓄電池は家庭でも普及しています。市が率先してやるべきだと思います。 

 

Ｂ委員 

 津波災害があったときに、建物内部に水が入らないような配慮はありますか。 

 

公共建築課 

 遮蔽板は想定していません。 

 

Ｄ委員 
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 基礎の深さはどのくらいですか。 

 

国設計 

 GLからすると、基礎の下がおおむね２～２．５ｍで、ピットの空間利用はもっと小さくなります。建物は、杭を

打って、その上にフーチングというコンクリートの基盤をつくって支持することになります。 

 

Ｄ委員 

 杭の深さはどのくらいになりますか。岩盤までいきますか。 

 

国設計 

 岩盤まではいきません。 

 

Ａ委員 

 全体を見て、植栽の面積は達したのでしょうか。 

 

公共建築課 

 面積ではなく本数の規定ということになりますが、なんとかクリアしたところです。 

 

Ｅ委員 

 元県職員住宅の解体については門倉組さんが埃を出さないように努力してくれて感謝しています。私、眼鏡

をダメにしてしまいました。埃がついているのに気づかず拭いてしまったのです。そのときにお願いしたら、埃

対策の散水も２本を３本にしてくれて、工事車両が出るときもタイヤの泥を水で洗っていました。 

 解体工事が終了したら、見れば分かることですけど、紙一枚でも配布して、いつ終わったのか丁寧にお知ら

せしたほうが良かったと思います。 

 駐車場のことですが、施設利用者用が１６台となって今よりも増えますが、公民館でもサークル活動で利用で

きる状態になるでしょうか。 

 

辻堂市民センター 

 サークル連絡会からは台数についてもご了解いただいています。ルールづくりはこれからとなります。 

 

Ｅ委員 

 高齢者が多くなってきて、車いす利用も増えると思うが、障がい者用駐車スペースが１台分というのはどうな

のか。 

 

辻堂市民センター 

 駐車場については何台が適正か、というのは難しい問題。近隣の方からは、あまり増やすとうるさくなってしま

うとの意見もあります。障がい者用としては１台ですが、職員に連絡いただければ対応したいと思いますし、今

の辻堂市民センターでも同様の対応をしています。 

 

Ｂ委員 

 先ほどのＥ委員の発言に関連してですが、現場の告知板に工事完了の日を書くなど、丁寧な情報提供のた

めに使えないものか。 

 

公共建築課 

 条例の定めによる看板なので、法令に基づいた記載、掲示となります。 
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Ｃ委員 

 住んでいる人は、早めに情報がほしいのだと思います。 

 

市民自治推進課 

 市の関係課で対応を考えます。終了したということの案内をしていませんでしたので。 

 

委員長 

 Ｅ委員、工事が終わった後のフォローについては、市でも気づかないところもあるので、何か気づいたら市民

センターにも意見をお寄せいただきたいと思います。 

 

Ｅ委員 

 台風の後も来ていたし、排水もしてくれていることは承知しています。 

 周りの道路について触れていないのですが、どうなっていますか。 

 

市民自治推進課 

 昨年１１月くらいで、この委員会でも検討していただいたとおり、南側道路を片側通行から相互通行とし、西、

北、東の道路については交通規制やあつらえを変更しない方向で調整しています。 

 

Ｅ委員 

 バス停についてはどうなりますか。 

 

市民自治推進課 

 現在のバス停は位置を変更する予定です。現在のバス停は、計画している消防出張所の前面の空地となり

ますので、計画している市民センターの正面玄関の前あたりとする方向で検討しています。 

 

Ｅ委員 

 生活に影響することなので、地区全体説明会で地区住民に説明していただきたいと思います。 

 

市民自治推進課 

 このことは、地区全体説明会でも説明してまいります。 

 

Ｅ委員 

 地区全体説明会はいつ開催するのですか。 

 

市民自治推進課 

 それは、次第にありますように、このあとの「今後の予定について」でご説明します。 

 

Ｂ委員 

 図面で、設計上の絶対基準点、グランドレベル、設計 GLはどこになるのですか。 

 

国設計 

 図番「A-010」の市民センター正面で「8.03」というところを設計 GL としています。 

 

Ｅ委員 

 8.03 ということですが、日照の問題もあるので地盤を下げてほしいという方もいます。 

 保育室も自然の明かりが少ないと感じていて、環境に優しい、住民にも優しいものにしていただきたいです。 
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 この実施設計は完了ですか。 

 

公共建築課 

 今の元県職員住宅よりは、地盤を下げることになります。歩道より少し高くしないと、雨水が敷地内に溜まって

しまい、地盤を下げると建物の機能を損なうことになってしまいます。 

 

Ｅ委員 

そのことは、地区全体説明会でも説明してください。 

この実施設計は提案ですよね。 

 

公共建築課 

 現時点のものであり、工期としては１月末の完了となります。 

 

委員長 

 それでは、次の「（２）その他」に入ります。「今後の予定について」市から説明をお願いします。 

 

市民自治推進課 

  ご報告しましたとおり、今後、手続きや実施設計を進めまして、実施設計のめどがついたところで市議会へ

の報告や、地区全体説明会を開催してまいります。地区全体説明会は年明けの開催を予定しており、施設の

運用に係る考えについて、例えば交流スペースの利用、駐車場の利用や、現在の公民館利用率を向上させ

るためのソフト事業についてご意見をいただいてまいりたいと考えております。地区全体説明会の開催に当た

りましては、事前に建設検討委員会を開催して、委員の皆さまに説明内容をお伝えしたいと考えております。 

 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、お知らせして情報共有してまいりますので、建設検討委員会としては、次回の開催

の後はしばらくの間、開催しないこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｅ委員 

 ちょっといいですか。テニスコートの北の設備機械置場ですが、タンクを埋める深さ、設置するものの高さ、何

がここに入るのか、ここから音が出るのか教えてください。 

 

国設計 

 ３．５ｍくらい掘るようになるかと思いますが、検討中です。 

 燃料タンクのほかに、受水槽を置き、災害時にも水を一定程度確保します。 

 囲いの高さは約３ｍで、受水槽の上部がちょっと出ますが、極端に大きくはなりません。 

 

Ｂ委員 

 公民館利用者の意見は、今後どのように反映させていくのですか。 

 

辻堂市民センター 

サークル連絡会との調整となりますが、総会のほか、その都度話し合いをさせていただきたいと思います。 

サークル連絡会とは、運用に係るご意見をいただくことになり、建設についてはこれまで意見交換してきたこ

とを設計に盛り込ませていただきました。 

 

委員長 

 「今後の予定について」説明が終わりました。よろしければ次に「３ 事務連絡」を事務局からお願いします。 
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（傍聴者発言あり） 

 

委員長 

 委員会が終わってからにしてください。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 傍聴者は発言を慎んでください。 

 

委員長 

 退場してください。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 委員会の中での検討内容を公開して、傍聴していただいているものなので。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 住民の方々と市の意見交換の機会があるので、そのステージでお願いします。 

 これは、あくまでも建設検討委員会なので。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 建設検討委員会なので発言は慎んでください。 

 

Ｂ委員 

 ルールなんだからさ。ルールを守ってもらわないと。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 委員長、進行をお願いいたします。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

Ｂ委員 

 退場してもらおうよ。 

 

（傍聴者発言あり） 

 

事務局 

 会議が中断してしまっているので、このまま進行していただきたいと思います。 
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 委員長、進行をお願いします。 

 

委員長 

 「３ 事務連絡」を事務局からお願いします。 

 

事務局 

 会議内容ですが、「元県職員住宅の解体工事について」、「事業の進捗について」、「住民アンケートについ

て」市からご説明させていただき、解体工事については終了のお知らせが近隣の皆さまに対して十分でなかっ

たのでお知らせしていくこと、実施設計については仕様として、主に雨水・井水の利用や非常用発電設備、地

盤面について確認されました。 

 また、今後の予定について説明させていただきました。 

 配布資料につきましては、特に公開を妨げるものではありませんので、委員長、ご判断をお願いいたします。 

 

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。 

 

辻堂市民センター 

解体工事の終了について、お知らせが遅くなり申し訳ありませんでした。来週末には「お知らせ No5」でお知

らせしていきたいと考えております。 

 

委員長 

それでは、本日の建設検討委員会を閉会とさせていただきます。 

以 上   


