別紙44 庁舎整備についての区民の要望募集結果

庁舎再整備についての要望募集結果について
庁舎再整備について庁舎および公会堂に設置した要望箱、瀬谷区役所ホームページにて、7月10日〜9月
29日の期間に区民の皆様の要望を募集したところ、61件の要望が寄せられました。
※庁舎整備に対するご要望を掲載しています。
要望件数
受付方法
ご要望箱
eメール
その他
合計
要望まとめ

要望件数
57件
2件
2件
61件

備考
庁舎要望箱20件、公会堂要望箱38件
ご意見ダイヤル、来庁

（ロ：公会堂ロビー、公：公会堂事務室前、正：区役所正面玄関、三：区役所3階）

要望概要

要望内容

建物を立派にすることはよいこと

建物を立派にすることはとてもよいことだと思う。しかし、それよりも土
日に対応してくれる方が嬉しい。会社員は役所に寄れないのか。

施設について

・授乳室や子ども用トイレ（ベビーシート、オムツ替え）
・階段は利用しづらいので、小さい子どもを連れて利用しやすいよう
に、エレベーターなどがあると嬉しいです。

駐車場について

駐車場は沢山止められる方がいい。130台は少なすぎる。

健診会場に個別のエアコンパッ
ケージが必要
たばこくさい

赤ちゃんの健診や予防接種の会場がすごく寒かったり暑かったりする
ので、個別のエアコンパッケージが必要だと思います。後タバコくさい
です。

現在は舞台上、舞台袖（というのでしょうか？横）ともに聞こえが悪い
状態です。客席にても、すわった椅子（位置）により聞き取りにくい場
公会堂の音響についてのお願い 所がございます。手話通訳をしておりますので、「通訳泣かせ」の公会
堂です。何卒、音響について十分御検討頂ける様、お願いいたしま
す。
駐車場を増やしてください

駐車場を増やしてください

整備後の庁舎と公園の位置関係は逆が望ましい。本計画だと、午後
整備後の庁舎と公園の位置関係
から公園は日陰となり、日当たり、明るさに影響が出る。特に冬場の夕
は逆が望ましい。
刻は暗くなり防犯上も問題である。
小さな子供をつれてきても安心できるように、各階にベビーベッド（オ
小さな子供を連れてきても安心で ムツ替え台）、子供用トイレを作って欲しいです。ベビーカーを置くス
きるように。
ペースもお願いします。
室内に緑を多く。
室内に緑を多く入れて欲しいです。見ているだけ、涼しく目によく安ら
げそうだから。
一時託児をして欲しい

子供一時預りをしてほしい。その部屋を作ってください。

絶対反対

絶対反対！金の使い方を考えろ！

公会堂の説明をしてほしい

公会堂の設計段階の説明をしてほしい。照明、音響、ステージ、ス
ポットライトの配置
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要望概要

要望内容

公会堂に音だしのできる控室、
会議室

区音楽祭に参加している者です。現在の公会堂には本番出演直前
に「音出し」（事前の発声練習）をする控室or会議室がありません。新
公会堂の控室or会議室は防音設備の整った、音だしの出来る部屋を
是非作って欲しい。

公会堂を区民文化会館なみに

区音楽祭に参加している者です。瀬谷区には区民文化会館が未だ
出来ておらず、またその見通しも定かではありません。したがって新し
い公会堂では区音楽祭や演劇にふさわしい音響や照明設備を兼ね
備えた公会堂を作って欲しいです。

公会堂を駅の近くに

駅から遠いので年寄りには大変です。瀬谷駅の近くに公会堂が出来
ればと思います。

・講堂と小ホールを併設したらよ
い
・区が主体となって公園の手入れ
をすること
・西側のケヤキは残して圧迫感と
風害を和らげるべき。

＜公会堂＞
講堂（現状程度の大ホール）と小ホール（50〜100人程度）を併設した
らよい。準備室・練習室と、ダンス・バンドの練習等が出来る部屋。会
議室も設けて欲しい。（小ホールと兼用でもよい）休日も開放する。
＜公園＞
現状は町会等に日常点検を依頼している様だが、公園の手入れがほ
とんど行き届いていない。他人に頼らず区が主体となって日常の手入
れをするようにすること。区役所前の広場が管理不充分ではみっとも
ない。

<庁舎>
建物が西側へより過ぎており、西側住民への圧迫間及び南側住戸へ
の風害が予想される。美観上からも西側ケヤキは残して圧迫感と風害
を和らげるべきである。西側への出入口（通路）を設け、避難路として
使えるようにする。庁舎の敷地面積が減少する分は上へ階数を増や
す。6〜8階だてでも良いと思う。食堂・喫茶室を見晴らしの良い最上
階へ設ける。北側の大きなクスノキはシンボルとして残す。

整備後（公会堂・消防署）＋αとして図書館・休日診療所
（庁舎）を高層化し、広場を有効に活用する。
図書館・休日診療所を加えて高
※災害時・・・避難所として利用できるフロアを設置すると伴に、備蓄
層化する
倉庫内に必要な食料等を保管しておく。
※会議室を設置し、区民に活用させる（公会堂内に設置）
上瀬谷米軍跡地を利用する

上瀬谷米軍跡地を利用したら金額面でも節約できると思う

図書館について

瀬谷図書館を新区庁舎内に移転、または新設してください。現在の
図書館は（私にとって）不便です。

公会堂設備について

・公会堂をバリアフリー＆機材の搬入を考えて。
・ステージは少なくとも15m×10mくらいは欲しい。
・照明と反響板の両立できる例を。
・大型の（180cm×90cm）ひな段をほしい。
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要望概要

要望内容

公会堂について
バリアフリーについて

話より着工年が遅くなり助かりますが、公会堂の工事期間にとても不
便しますので代替の場所を設けていただきたい。
・区役所回りの道路（歩道）時間がたっても段差ができないよう、設計
者の希望でなく、なるべく平面的である様願います。
・トイレは少量で流れる様式を多く。
・平面で入れる入口を希望
・行事で雨天のとき利用できる場所を希望

図書室について

図書室（貸出をする）を設けて欲しい

市民優先（区民を優先）にしてほ
市民優先（区民を優先）にしてほしい
しい

公会堂の現状で不便なところを
書きます

現状で不便なところを書きます。
・エレベータがない
・エスカレーターがない
・トイレが不便
・音響が悪い
・舞台が広がりすぎる
・照明（両サイド）が届かない
以上を改善していただけたらもっと利用しやすいと思います。

公会堂の設備について

瀬谷区近辺で私が利用したところはサンハートや泉区役所で、合唱
団体として使用させていただきました。これから建てられるのですか
ら、これら以上の最新型であるとは想いますが、「瀬谷区音楽祭」のス
タッフとして何年か関わっています私としては是非、音響、ライト、集音
マイク等考慮していただきたいと存じます。

PFIとかの民間資金を当てにした計画であるらしいが、区庁舎というの
しっかりとした建造物を建てて欲 は、区の公共財産として、まさかのときの市民のよりどころ（防災拠点）
しい
であると思う。しっかりとした建造物を建ててほしい。算盤だけで安物
を造らないでもらいたい。

公会堂のデザインについて

現在のホールのデザイン（アーチ状の舞台）や音響効果は良いと思
います。アーチのデザインを残すと瀬谷公会堂らしくなると思います。
音出しの出来るリハーサル室があると良いと思います。障害者も出演
します。使い易い施設に！

公会堂事務所について

公会堂の入口に事務所がなく、物を聞こうにも事務室がどこにあるの
か分かりにくい現状です。入口は明るく、事務室を入口に設けて、装
置類に詳しい人を配置してください。
ソフト面（申込の便利さ、早さ）も改善を望む

公会堂について

客席数1000席。ステージの長さ、奥行きともにもっと大きくて照明の明
るいホールを望みます。
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要望概要

要望内容

工事期間について

着工から竣工の間、なるべく不便のないよう望みます。

部屋の使用について

出来るだけ、不自由のないようにお願いできたらと思う。

文化センターを設けて欲しい

今までの行政機関の建物の発想を変えて、1から2階は区民の親しめ
る場所として区内情報、文化のセンターとして機能させてもらいたい。

利用方法について

電話で予約できるようにして欲しい。

区役所について

親しみやすい区役所にしてください。

区役所について

使い易い施設にしてください。

施設について

少人数で利用できる部屋もあるとよいと思います。（10人前後）

公会堂の舞台について

舞台に階段がある今の舞台を変えないで欲しい！！ライトと照明の充
実を！！

2年間程度の休館となっておりますが、私どもの教室（英会話：ABC教
室）は、今秋より2年間のテキストを活用することとなりました。自主的
公会堂の取り壊しから完成までの
管理教室の場合会場を設定できるか否かに会の存続はこの一点に
期間について
かかっています。是非休館中の仮設公会堂の対応について便宜を
図っていただけるようにお願い申し上げます。

公会堂の舞台について

以前に何度か公会堂を使っておりますが、舞台がとても使い易いで
す。舞台と階段の距離を含めてできる限り現況に近い状態にしていた
だきたい。

保育室を入れて欲しいです（公会堂に）
公会堂に保育室を入れて欲しい おもちゃ、本、ベビーベッド等があれば尚いいと思います。
です
若いお母さんが瀬谷区は多いので、サークル等活動に使用する会が
多いのではないでしょうか。

100年は保つ本建築に

どうせ新築するのであれば、100年は保つ堅固で機能的な本建築に
していただきたい。
万が一のときは、緊急避難所にもつかえるように大きな貯水槽、自家
発電所を備え、途中での設備更新が可能な設計にしておくべきだと
思います。

改装・補強・バリアフリー化はでき 区役所よりも古い建物である市庁舎はまだ建材です。全面建て直し
ないのでしょうか
ではなく、改装・補強（耐震）バリアフリー化はできないのでしょうか。

公会堂に託児室を

託児室（有料でも可）（区役所と併用でも）

公会堂について

・控室を男女別のもの少し広く
・トイレは様式でウォシュレット、広くしてください
・リハーサル室があるといいと思います
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要望概要

要望内容

公会堂設備について

・照明、音響、スポットを全て一室でできるように、バリアフリーでお願
いします
・トイレは様式で手すりをつけてくださいますよう

公会堂について

待望の施設が新しく生まれ変わるのですから、清水の舞台から飛び
降りた企画でお願いしたいものです。唯一の文化施設がこの公会堂
ですから、この際文化センターとしての機能を是非要望します。ギャラ
リー・しゃれたカフェ・サロン・ショップ・ミーティングルーム等高層にす
れば可能です。地下は駐車スペースとして出来る限り収容台数を多く
取りたいものです。先を見越して、区外からも人が集まる建物を、公園
は景観として整備し、イベント広場も必要です。庁舎はインターネット
時代が来るわけですから、極力スリム化をはかり次世代を考慮した機
能で構築して欲しいです。

公会堂の利用について

市民利用を優先してください。
営利は？市外の人も？

公会堂の舞台について

子どもが小さいときから発表会等で公会堂にはよく来ています。公会
堂の形がどこからもよく子どもが見えて、とても良かったので、新しい
公会堂でもこのような形態をとっていただければ幸です。又、料金面
で新しくなったことで借りにくくなってしまわないように考えていただけ
ればと思います。

公会堂の舞台について

子供が幼稚園生の頃から公会堂を利用させてもらって16年間お世話
になっています。舞台のステップなどとても魅力あるものです。どうぞこ
の雰囲気をそのまま残していただきたいです。

公会堂の舞台について

20年近く瀬谷区公会堂講堂を気に入って毎年2回〜5回使わせてい
ただいています。他区や他県から見に来てくださった方が、舞台の使
いやすさ、空間の広さ、座席から舞台へのアプローチなどいい公会堂
ねと何回も言われました。発表が良いのも舞台が使いやすいからだと
いわれ続けています。新しい公会堂もぜひ広い空間ゆったり座席など
良い部分を残してくださるとうれしいです。

私も子どもたちもよく公会堂を利用しています。現在の状況がたとえ
公会堂の良いところを残してくだ
古くても大変使いやすかったのでぜひ良いところを残しつつ建て替え
さい
てもらいたいと思います。

公会堂の舞台について

よく使わせてもらっています。瀬谷公会堂の良さは今の舞台の形だと
思っていました。
観客との近さ、階段を使った演技ができるのは瀬谷公会堂ならではで
した。
今のよさはつぶさないでほしいと思います。
ただ広いだけの舞台にはしないでください。お願いします。

公共の場が近くにあると助かりま 公共の場が安く近くにあるととても助かります。借りると子供がうるさ
す
かったりしても親切に対応してくれうれしいです。
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要望概要

要望内容

・音響が良い
ホールの形は現状を踏襲して欲 ・舞台から客席（その反対も）の登降が容易
・舞台と客席の一体感がある。
しい
・舞台装置を納める倉庫があるといい（舞台裏）

公会堂照明について

照明
・舞台の何処に立っても、顔が暗くならないような照明が欲しい。（現
在は前よりの中央しか光が当たらず、その他の場所に立つ人の顔が
暗くなってしまう）
・スポットライトの数をもっと多く

公会堂音響について

音響
現ホールは音響が悪く、音楽関係の利用者は他区の会場を探す始
末。（但し、サンハートの音楽小ホールは不評）
新会場の有効利用のためにも、是非音響にも配慮が欲しい。
（区内だけでも20以上の合唱団があり、合唱愛好者は500名以上、ソリ
スト、器楽、邦楽を含めると1000名以上の音楽愛好者がいる。それぞ
れの団体、個人が地元で発表会を開けるよう、設備の充実をお願いし
たい）
・舞台背後に音響版
・舞台上部に音が抜けないような工夫
・舞台袖のカーテンも音を吸収するので工夫を

公会堂客席数、リハーサル室に
ついて

客席数
固定席 300
移動席 150〜200
（固定席400、500は多すぎるが、音楽祭、区民会議など区をあげての
行事には400以上欲しいので、中央通路、後部の壁等に簡単な折り
たたみの座席をつけておくのは如何でしょう）
リハーサル室
音だし可能なリハーサル室が2〜3室欲しい
（利用日の1ヶ月前までにホールとの併用申込がない場合は、セン
ター並の利用料で貸し出すなど、有効利用を考えて欲しい）

泉区役所を手本にしてはいかが 庁舎の整備計画ですが、泉区役所を手本にしてはいかがですか。と
ですか
てもすばらしいです。
隣地境界線等について

・杭の位置がおかしい。西側にずれている。
・屋上（？）からごみが投げ捨てられたり、夜中に公会堂西側を人がう
ろうろしている。こういうことがないように。

移動図書館はまかぜについて

図書館を利用しやすくなるように検討して欲しい。瀬谷区在住だが、
現在は「はまかぜ号」の移動図書館を利用している。しかし、雨が降る
とこないので、本を返すことも借りることもできなくなってしまう。瀬谷区
役所の総合庁舎建て替えが検討されているようなので、このタイミング
で区役所の敷地に雨でも移動図書館を利用できる場所を作っていた
だくか、常設の図書館の設置を検討して欲しい。
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要望概要

要望内容

庁舎および二つ橋公園整備計画の案内を拝見いたしました。
要望の募集がありましたので、すでに計画の中に盛り込まれているか
もしれませんが、一市民として要望をお送りさせていただきます。

・北側にもエントランスが欲しい。
・周辺歩道を明るく整備して欲し
１、整備後の出入り口ですが、厚木街道方面（北）が現在メインエント
い。
ランスとなっています。
・とめやすい駐車場が欲しい。
しかし区の中心に存在する庁舎ですので、北側以外にも公園側
・庁舎内に図書館が欲しい。
（南と東）など一般の方が出入り可能のエントランスがあればよいと思
・庁舎前にバス停が欲しい。
います。
宮沢方面からはのぼり坂で庁舎に向かっていくため、回り込むとな
ると高齢の方やベビーカーの方は負担があるためです。
２、公園、庁舎東側の歩道は、現在街灯が暗く樹木も背が高いため夜
間の視界が暗いと感じています。
向かい側も一般の駐車場で外灯が少なくいつも緊張して通過して
います。
庁舎周辺が暗いというのもあまりよいイメージではないように思えま
す。
ぜひ明るく安全な歩道に整備していただきたいと思います。
３、地下駐車場について、駐車台数が増えるのは大変ありがたいと思
います。 昨今は大型の車が非常に多く、どこの駐車場でも切り替え
しが難しい、スペースに収まりきらないなどの疑問を常日ごろ感じてい
ます。駐車台数確保も重要ですが、安全でとめやすいスペースでの
計画をお願いいたします。

４、庁舎内にぜひ図書館を・・・
瀬谷区に転入して一年になりますが図書館施設が少ない気がして
います。
瀬谷図書館以外に地区センターやコミニティ・スクールなどもありま
すが蔵書がまだまだ少ないと感じています。
庁舎内に図書館があることで利用者も増え、活気のある庁舎にな
るのではないでしょうか。
５、庁舎前に停車するバス路線がないのは不便です。
母親教室で保健所に何度か通いましたが、ほとんどの方がバスか
徒歩でした。
中にはちょうどよい交通手段がないということで、30分以上もあるい
てこられる方もいました。
道路混雑などもありますが、狭あい道路も多いのでミニバスの運営
などされてはいかがでしょう。
（もちろん有料でもかまいません）
ちなみに私は宮沢一丁目在住ですが近くにバス停はなく道も狭
く、駅まで坂が多いなど日々不便を感じています。
以上、気になる点を羅列させていただきました。区庁舎整備に対して
直接関与がない点も記載していますがグローバルな観点でご検討い
ただければありがたいと存じます。
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別紙44 庁舎整備についての区民の要望募集結果
要望概要

要望内容
1. バリアフリーやユニバーサルデザインを行い、様々なイベントに弱
者も積極的に参加が出来る環境を作っていただきたい。それにはス
ロープ・エスカレーター＆エレベーターなどの設置を様々な箇所に検
討していただきたい。
2. 車椅子などでも演壇へ行けるようなデザインをしていただきたい。
3. 音響室などを含み全ての箇所へラセン階段を使用せず行けるよう
に。

公会堂について

4. 演壇は客席とはもっと段差があったほうが良いと思う。
5. 演壇の前部は“Ｒ”にせず直線のほうが良い。
6. 演壇を現状よりもっともっと広くして欲しい。(大勢が並べるように、
大勢が演じられるように)
7. 照明の配置を考慮していただきたい。(現状は特に壇上と袖部が
暗い)
8. スポット照明室への出入良くして欲しい。
9. 通常照明とスポット照明は同じ部屋のほうが良い。

10. 音響装置を新しくする際は、マイクやスピーカーの選定に注意し
てください。特にスピーカーの配置は十分検討していただきたい。
11. 演壇の袖と音響室を結ぶ、パイプラインのようなものが有れば良
いと思います。（カセットテープなどの搬送に便利なように）
12. 控え室や準備室を複数（適当な広さの部屋を数部屋）設置して
欲しい。
13. ロビーをもっと広く取り、掲示や展示などが出来る余裕が欲し
い。
14. 管理室とロビー・客席などは、同じフロアーのほうが良い。緊急
時の連絡などを考慮する必要があると思います。
15. トイレ（車椅子用を含み）の配置を配慮して欲しい。現状では階
段で地下まで降りる様な配置であり、高齢者には非常に不便です。ま
た車椅子用は表示が悪く見落とす様な位置にあるようです。
16. 申し込み受付の抽選を、現状３ヶ月前ですが準備や案内などの
都合で、６ヶ月前抽選を検討していただきたい。
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