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調査報告書を点検しました

市民センターを考える市民の会	 

世話人	 堀	 恒一郎	 

日建設計調査委託調査報告書（以下、報告書）では、「市民の会提案書に示した考え方、必要

な面積を基に」「市民センター利用状況の分析」、「概略計画書の作成」などを行ったと述べてい

ます（報告書 P.2）。	 

	 その上で、提案書の各室を念頭に必要な部屋の種類、数、面積を積み上げ、①案から④案まで

計 5 案を作成し、建築コスト、維持管理コストなどを提示しました。	 

	 従って、報告書の内容を点検することは、市民にとって、これからの市民センター増改築を考

える上で欠くことのできない作業になります。	 

ここでは、いくつかの例をあげて結果を展望してみます。	 

例１	 「分析」に必要な資料はこれでよいのでしょうか？	 

	 報告書では、市提供書資料に依拠して分析し、その結果を根拠として計画案を作成しています。

それらの資料だけで充分だったのか、疑問が生じます。	 

	 中央公民館の会議室利用希望団体が、部屋を申し込もうとしたところ、すでに満杯であったと

いう場合、会合日時を変更するか、他の施設を探すか、日程を中止するか、いずれかの方法をと

らざるを得ません。しかしこの事態は、公民館の会議室利用状況には記録されていません。	 

本来ならば、報告書では、利用団体への聞き取り調査を行うべきだったのです。	 

	 平成 27 年 11 月の中央公民館利用状況を分析し、それをもって公民館利用状況の根拠とするだ

けでは不十分です。この月には、市民の会も部屋が取れず、西河原公民館の料理実習室で世話人

会を開催していました。	 

例２	 小会議室は今より狭く考えられています	 

	 現中央公民館の第 1 から第 3 会議室に相当する小会議室は、表１に明らかなように②-2 案を除

いて、どれも狭くなっています。特に③案と④案では、合計床面積は 3 割減となり、しかも部屋

面積も今の第 2 会議室の半分前後としています。	 

	 20 ㎡という床面積は、机と椅子があり 2～8 人が着席する事務室という感じでしょう。このよ

うな床面積を選択した理由として、報告書では、小会議室の利用について、趣味、教養、学習、

会議を用途とし、2～8 人利用の場合が、全体の 31.4％にのぼっている（報告書 P.83～P.85）、一

人当り必要面積は 2.354 ㎡であるから必要な部屋面積は、18.80 ㎡となる(同 P.85)、つまり、約

20 ㎡あればよいというのです。これに必要な部屋数を準備したという説明です。	 

2017年11月27日

【お断り】 この文書は、2017年11月13日に開催された意見交換会にて出席者に配布のあと、狛江市への申し入れを行うにあたり、
2017年11月27日付で一部文言を追加しています。
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	 このような面積は事務に適しても、趣味、講義等多様な使途に活用する公民館会議室としてふ

さわしいかどうか、大いに疑問が生じることになります。	 

	 大は小を兼ねることができても、小は大を兼ねるわけにはいかないのです。	 

	 

例３	 講座室が消えます	 

	 

	 報告書の③案と④案では、表２に見るように、講座室として利用する時は、多目的ホールを仕

切って「多目的ホール（中）」という形で「兼用」すればよいとしています。講座室はいらない

というのです。そうすると、次のような場合に問題が生じることが予想されます。	 

① 講義・講演などの事業とダンス・音楽などの申込が重複した場合、優先順位はどうなるのか？	 

②講義・講演のように静寂さが必要な事業とダンス・音楽などの音響を伴う事業が隣り合わせに

なった場合、“騒音”を完全に遮断できるのか？	 

③ 今回の報告書では、1 日の公民館利用枠を現在の 3 枠から変更して 4 枠として計算している

（報告書 P.89）。ホールを使用する時、必要な机や椅子の入替時間が短縮されることになる

ので、利用高齢者の負担が大になる。それとも、設定業務は市の職員が担うのだろうか？	 

	 

例４	 分散配置は公民館の命とりとなります	 

	 

④案は、現市民センターと、それに隣接して別棟を増築する、この他に、駄倉地区センターを

改築した一部に「市民センター分室」を置く、市民活動支援センターの一部、市役所食堂、文化

財倉庫も活用しようという計画です。	 

	 談話・休憩コーナーは別棟増築部分と市民活動支援センターに置く、集会・会議・学習・趣味

関係は市民センター分室に配置するという、公民館を分散する形となっています。	 

	 従って、市民団体の活動も公民館の事業も主に「分室」において行うことになります。	 

	 市民団体にとってどういう事態が生ずるか、ひとつの場面を想像してみます。	 

	 団体活動室は現市民センターに配置されますから、当日に市民団体のメンバーは、当日活動に

必要な資料・資材を市民センターから分室に運び、活動終了後は再び運び直すということになり

ます。大雨の時を想定すれば問題は明らかです。	 

	 また、駐輪場は 28 台分、駐車場は 2 台（うち 1 台分は商工会に必要）の収容力しかありませ

ん。分室の各部屋が全部使用されている時には自転車を置く場所がなく、市役所に駐輪、徒歩で

往復ということになります。資料・資材の運搬も同じ状況となります。公民館事業の場合も同様

です。往復する職員の負担がかなり重くなるのは目に見えて明らかです。	 

	 談話・休憩コーナーが遠方の 2 か所に分散し、しかも分室にはありませんから、分室利用の場

合は、これらのコーナーはほとんど利用しないでしょう。	 

	 このような事態は、市民が公民館に求め、公民館の役割でもあった市民交流の機会の形成や市

民相互の交流機会を失うことになり、公民館の存在意義が消滅することになります。	 
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例５	 「兼用」の多用で「つじつま合わせ」に	 

	 

③案と④案では、提案書で行った諸室の多くを「兼用」として他の部屋と共用することで充足

した形の計画になっています。④案の図書館部門における「兼用」などは惨憺たる状況といわざ

るを得ない程です。	 

	 一例として、「赤ちゃんコーナー・幼児コーナー・授乳室」をみておきます。	 

	 提案書では、この三つの機能をもった部屋を保育室とは別のものとして提案しています。	 

④案では、公民館の「赤ちゃんコーナーと幼児コーナー」は保育室と「兼用」となっています。

③案も同様です。報告書では、「兼用」によって「確保」と述べています（同 P.92 他）。	 

幼児を見守りながら親の交流促進をはかるための開放的な幼児コーナー等（コミュニティ・ス

ペース内）と、親の公民館活動を助けるための保育室（親と離れて、保育士のもとで子ども同士

の結びつきを図る）とはその位置付けに相違があり、このことも今回の報告書では全く考慮して

いない「兼用」の主張となっています。	 

	 さらに、保育室の使用実態を見ましょう。	 

	 公民館職員への聴き取りによると、平成 27年度（平成 28年度も同じですが）の中央公民館保育室
を定例的に使用する状況は次のようになっています。 
 
月曜日 午前中	 学習グループ保育 
火曜日 第２、第４の午前中	 保育室運営委員会（第１・第３は休館日） 
水曜日 女性セミナー（6月から 11月ころにかけ実施）その後自主化して保育室を使用 
木曜日 午前中	 学習グループ保育 
金曜日 午前中	 子育て支援課が年間を通じて使用 
土曜日 月 1回（第３土曜日）保育室運営会議＝学習会を開催 
 

つまり、月曜日から金曜日までの午前中は赤ちゃんコーナー、幼児コーナーの「兼用」は困難という

状況です。「兼用」として使用が可能なのは、月曜日から金曜日にいたる午後と夜間及び土曜日（第

３土曜日を除いて）と日曜日となります。 
	 このような条件下での保育室の利用について、利用者の立場から検討すると、次のような問題が考

えられます。 
 
１）	 赤ちゃんコーナーとしての保育室使用は困難ですから、必要とする母親は、午前中の公民館、

図書館利用に当たっては自己対応が求められます。 
２）	 幼児を伴う利用の場合 

幼児が１人の市民が利用する場合は、午後の保育室として利用する可能性はあります。夜間

は通常では考えられないところです。 
幼児が２人いる場合、おそらくそのうちの１人は幼稚園あるいは小学校に通園、通学してい

るでしょうから、午後は出迎えあるいは帰宅を迎えるために家に戻らねばならない状況にあ
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って、土日を除いては保育室の利用は困難となるのではないでしょうか。 
３）	 狛江市の場合、課税対象者の 8 割は給与所得者が占めていますから、それから想定すると、

土日は休日という市民が相当数存在すると考えられます。そのような市民にとっては、赤ち

ゃん、幼児は家庭あるいは家族が関わっていて、保育室を利用する必要性は低いのではない

でしょうか。ましてや、夜間の保育室利用はあまり考えられないと思われます。 
４）	 今後、公民館事業量が増加し、保育関係のみならず他事業でも保育を必要とすることになる

と、それだけ市民の保育室利用の可能性が減少することも「兼用」を考える場合、考慮して

おく必要があります。 
５）	 「赤ちゃんコーナー、幼児コーナー」を特設したとしても、夜間の空き室状況が発生し、そ

の活用を検討する必要性はあります。しかし、衛生保持の問題、目的を持った特別の室が設

置してあることにより、それを必要とする市民への心理的安心感の喚起、新しい市民の公民

館、図書館利用の開拓などプラス面を重視して施設設計にあたることが、現市民センターに

は欠落していた機能を充足し、今後の新しい活動を喚起する要素になるといえましょう。 
 

	 赤ちゃんコーナー・幼児コーナーについては、もっと厳密に資料を整え吟味する必要がありま

すから、断定的に結論を述べることはできませんが、これを含めて、「兼用」についてこれから

も点検する必要があるといえましょう。	 

	 

	 報告書の書き出し―「市民の会提案書に示した考え方と必要な面積を基に」という趣旨で始ま

ったこの報告書は「施設利用状況の分析を踏まえて」延床面積 4,726 ㎡の④案が「現状の使われ

方に近く、将来的にも余裕を持てる諸室の設定」が行われるという結論を導き出しております。	 

	 しかし、わずか数点を点検しただけでも、報告書には数々の疑問、不充分さが目につきます。

このためには、今後も点検を重ねる必要があります。	 

	 また、この報告書では、利用する市民・市民団体の立場からの発想が欠落しているのではない

か、市民センターを建築物―それも活動する建築物ではなく、事務所風な動きのない建物として

「調査・研究・計画」をおこなったのではないか、という疑念が湧いてきます。さらに、公民館

事業、図書館業務など、公民館、図書館運営の立場からの発想も見当たらないようです。	 

	 これからの地域の変化や高齢者の増加を含めた市民の行動の変化への対応など、100 歳時代を

迎えつつある狛江市民のライフシフトに対峙する市民センター計画が新たに誕生するには、市民

や建築・学習・図書館など各種専門家と市とが、充分に熟議する協働の場が必須のものとなるで

しょう。	 

	 狛江から、展望をもった新たな市民センターが誕生する日をめざして論議を深めたいものです。	 
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【表１】小会議室の比較	 

	 現市民センターに相当する	 

小会議室	 

現市民センターの会議室	 市民の会提案書	 

	 第 1	 第 2	 第 3	 計	 第 1	 第 2	 第 3	 計	 40 ㎡×3	 	 	 

計 120 ㎡	 

この他に	 

多目的室（中）80 ㎡	 

多目的室（大）120

㎡	 

①案	 37	 38	 37	 112 注１	 36	 40	 43	 119	 

② -1

案	 

37	 37	 37	 111 注 2	 その他に第4会議室114㎡	 

	 

② -2

案	 

41	 41	 41	 123 注 3	 

③案	 33	 33	 19	 85 注 4	 

④案	 23	 23	 20	 20	 86 注 5	 

注 1	 この他に多目的室（中）82 ㎡がある	 

注 2	 この他に多目的室（中）66 ㎡がある	 

注 3	 この他に多目的室（中）85 ㎡がある	 

注 4	 この他に多目的室（中）82 ㎡がある	 

注 5	 この他に多目的室（中）68 ㎡がある	 

	 

	 

【表 2】講座室に相当する室	 

	 面積（㎡）	 摘要	 

①案	 144	 3 階に独立室として	 

②-1 案	 141	 同上	 

②-2 案	 155	 Ｂ1 階に独立室として	 

③案	 なし	 Ｂ1 階の多目的ホール（中）と兼用	 

④案	 なし	 同上	 

現講座室	 127	 定員 40 名	 

市民の会提案書	 160	 	 

	 




