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藤沢市民会館について 

１ 藤沢市民会館について 

  藤沢市民会館（以下，「市民会館」という。）は，地域の公民館で活発な活

動を行っていたコーラスグループやオーケストラ，演劇など様々な文化団体

をはじめとする多くの市民の要望に応じ，昭和４３年１０月に開館しました。

昭和６１年には第１展示集会ホールおよびレストラン施設が増築され，現在

の市民会館となりました。市民会館は，本市の芸術文化の代表する藤沢市民

オペラをはじめ，中学校の合唱際や吹奏楽コンクールなど，市民の文化活動

の発表の場として活用されています。また，様々な音楽事業や演劇事業が公

益財団法人藤沢市みらい創造財団をはじめ様々な団体等により実施されてお

り，市民に文化芸術に触れる機会を提供しております。 

   

２ 施設について 

（１）施設概要 

ア 所  在  地：藤沢市鵠沼東８番１号 

イ 敷 地 面 積：１８，４１３．１９㎡ 

ウ 建 築 面 積： ４，６３６．９７㎡ 

エ 延建築面積：１０，７６３．２３㎡ 

オ 建物最大高：２４．８４ｍ 

 

◎所在地図 
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◎拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）主な施設 

ア 大ホール （シングルバルコニー式） 

(ｱ)客席数  １，３８０席 

１階：１，０２４席（うち８席は移動席） 

２階：３５６席 

(ｲ)舞台   間口１８ｍ、奥行１６ｍ、高さ９ｍ 

(ｳ)面積   ６，４３０．４２㎡ 

１・２階    ５，５１０．４２㎡ 

舞台桧床部分       ６４０㎡ 

Pタイル部分       ２８０㎡ 

(ｴ)楽屋等  楽屋№１～５（５室合計１４１．４㎡） 

リハーサル室（５８．５㎡) 

シャワー室 （１８㎡） 

イ 小ホール （ワンスロープ式） 

(ｱ)客席数  ４３４席 

(ｲ)舞台   間口１０．８ｍ、奥行７．８ｍ、高さ６ｍ 

(ｳ)面積   １，００９．７６㎡ 

客席：８３９．６９㎡ 

舞台：１６９．０７㎡ 

(ｴ)楽屋等  楽屋№１，２（２室合計４４．８㎡） 

シャワー室 （６．７㎡） 
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ウ 第１展示集会ホール（平床、じゅうたん敷） 

(ｱ)面積  ３７３．０５㎡ 

(ｲ)人員  いす席：２５０人  立席：５００人 

エ 第２展示集会ホール（平床、じゅうたん敷） 

(ｱ)面積 ３１９．６８㎡ 

(ｲ)人員 いす席：１５０人  立席：２５０人 

オ 会議室 

(ｱ)第１会議室  面積： ４３．７４㎡  人員：１６人 

(ｲ)第２会議室  面積：１３１．２２㎡  人員：６０人 

(ｳ)第３会議室  面積： ５１．８４㎡  人員：３０人 

(ｴ)教養室    面積： ５１．８４㎡  人員：３６人 

(ｵ)和室     面積： ４８．６０㎡  人員：３６人 

カ レストラン（アプローズ） 

(ｱ)面積 １６４．２３㎡ 

(ｲ)人員 ８５人 

キ その他 

    ・集会室（まつ、ふじ、さくら、かわせみ） 

・職員用事務スペース 

・倉庫,機械室等 

 

３ 利用状況について 

市民会館の大・小ホールは音楽・演劇鑑賞や市民団体等による発表会など，

様々な催しに利用されており，その平均稼働率は大ホールで約７５％，小ホ

ールで約８５％となっております。 

また，展示集会ホールについては，各種団体の活動場所としての利用のほ

か，大規模なパーティー等にも利用されるなど，多くの市民等に利用されて

おります。 

◎過去３年間の利用状況                  （単位：％） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

大ホール ７５．３ ８６．０ ７４．９ 

小ホール ８８．８ ７６．４ ９０．９ 

第１展示集会ホール ９０．７ ９２．４ ９１．８ 

第２展示集会ホール ９２．４ ９１．４ ９０．５ 

第１会議室 ９７．０ ９４．７ ９３．１ 
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第２会議室 ９２．７ ９１．８ ８０．３ 

第３会議室 ８５．０ ８６．２ ７３．４ 

教 養 室 ９５．７ ９７．７ ９２．５ 

和  室 ９０．７ ９１．４ ８１．０ 

 

◎平成３０年度 大・小ホール利用実績（みらい創造財団主催・共催のみ） 

・大ホール 

№ 事業名等 来場者数など 

１ 藤沢市民オペラ 招聘公演 １，２４３人 

２ 藤沢市民オペラ公開オーディション １４７人 

３ 硬派弦楽アンサンブル「石田組」 ６２０人 

４ HA’AHEO ジャパンツアー2018 ５６１人 

５ 美輪明宏 ロマンティック音楽会 １，２７０人 

６ ベルリン交響楽団演奏会 ８２０人 

７ ローマ・イタリア管弦楽団演奏会 ４７８人 

８ キエフ・クラシックコレクション ４８０人 

９ 藤沢市民交響楽団創立６０周年記念公演 ６８４人 

10 声優朗読劇 ５１８人 （１階のみ使用） 

11 稲川淳二の怪談ナイト １，２６６人 

12 CAT プロデュース演劇 ４８９人 

13 DRUM TAO 公演 ９６６人 

14 落語鑑賞会 ９７５人 （１階のみ使用） 

15 藤沢市民まつりザブラスクルーズ ９３７人 

16 ヤングアメリカンズ ジャパンツアー ９９４人 （成果発表のみ） 

17 湘南ハーモニーコンサート ４団体 （参加団体数） 

18 ふじさわ合唱祭 ５３団体 （参加団体数） 

19 湘南グッドウィルコンサート ３校 （参加中学校数） 

・小ホール 

№ 事業名 来場者数 

１ オペラを１００倍楽しむ方法（２日間） 計７８４人 

２ ワンコインコンサート（５日間） 計８７５組（親子で１組） 

３ ロビーコンサート 藤沢市新人演奏会 １５５人 

４ ロビーコンサート マラソンコンサート ２３０人 

５ 文化講演会 ２２０人 

６ 伝統芸能発表会 ２５０人 

 



2019 年（令和元年）9 月 7 日 

市民会館再整備ワークショップ 

基礎資料 
４ 市民会館のある地区の地区計画について 

   藤沢市民会館が設置されている場所は、境川右岸鵠沼東地区地区計画（以

下「地区計画」という。）が定められており、生活、文化機能の拠点に相応

しい地域とすべく、その活用について規制誘導を図っております。 

 

（１）地区計画の方針（Ａ地区） 

地区計画においては、生活、文化機能の拠点として、奥田公園・多目

的広場等ゆとりある空間と一体的に、文化施設等による文化・情報・交

流機能の集積を図るとともに、適正かつ合理的な土地利用を推進するも

のとしています。具体的な土地利用方針としては、奥田公園・多目的広

場、道路網と関連させ、歩道状の空地の確保を図り、建築物の用途や壁

面後退等の必要な基準を規定しています。 

 

（２）今後の土地利用について 

この地区については、奥田公園や多目的広場と文化施設等が一体とな

った都心部の貴重なゆとりある空間を形成しており、将来にわたって保

全することが必要であると考えます。したがって、今後も地区計画によ

る規制誘導を継続するとともに、生活、文化機能の集積を図っていくも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 年（令和元年）9 月 7 日 

市民会館再整備ワークショップ 

基礎資料 
 

 


