
 
 

１－２ 施設建設にあたっての基本構想をつくった主体をお答えください。

１．庁内 ２．委員会、懇話会 

93（５９％） 64（４１％） 

 庁内（部局名） 委員会、懇話会等（名称）

1
神奈川県立かながわ県民サ
ポートセンター

神奈川県 1 県民部 県民総務室  

2
神奈川県立かながわ労働プ
ラザ

神奈川県 2  総合労働センター（仮称）設置構想推進委員会

3
神奈川県立かながわ女性セ
ンター

神奈川県  県民部 神奈川県立かながわ女性センター条例

4
神奈川県立地球市民かなが
わプラザ

神奈川県 2  
かながわ国際こども館・平和館（仮称）構想懇
談会

5 市民活動センター 横浜市 1 横浜市市民局地域振興課  

6 横浜女性フォーラム 横浜市 2  横浜市女性センター（仮称）基本構想委員会

7 フォーラムよこはま 横浜市 2  横浜女性フォーラム次期施設基本構想

8 鶴見公会堂 横浜市 1 総務局  

9 開港記念会館 横浜市 1 総務局  

10 旭公会堂 横浜市 1 総務局  

11 金沢公会堂 横浜市 1 総務局  

13 緑公会堂 横浜市 1 総務局  

14 青葉公会堂 横浜市 1 横浜市総務局  

15 職能開発総合センター 横浜市 1 民政局（現福祉局）  

16 社会福祉センターホール 横浜市 1 民生局（現福祉局） 横浜市社会福祉総合センター建設調査委員会

17 吉野町市民プラザ 横浜市  
企画財政局、市民局、区
役所

 

18 岩間市民プラザ 横浜市  
企画財政局、民生局、市
民局、区役所

 

19
旭区民文化センター「サン
ハート」

横浜市 2
旭区民文化センター建設
委員会

 

20
港南区民文化センター「ひ
まわりの郷」

横浜市 2
港南区民文化センター構
想検討委員会

 

21
青葉区民文化センター「フ
ィリアホール」

横浜市 2
緑区区民文化センター
（仮称）建設協議会

 

22
泉区民文化センター「テア
トルフォンテ」

横浜市 2
泉区民文化センター建設
委員会

 

23
栄区民文化センター「リリ
ス」

横浜市 2
栄区民文化センター基本
構想策定委員会

 

25 潮田地区センター 横浜市 1 鶴見区区政推進課 潮田地区センター建設委員会

26 神之木地区センター 横浜市 1 神奈川区区政推進課 神ノ木地区センター建設委員会

28 西地区センター 横浜市 1 市民局、西区  

29 藤棚地区センター 横浜市  市民局 西区役所 藤棚地区センター建設委員会

32 南地区センター 横浜市 1,2 横浜市市民局 南センター建設諮問委員会

33 永田地区センター 横浜市 1,2 横浜市市民局 永田センター建設委員会

34 港南地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課 港南
区区政推進課

港南地区センター建設委員会

35 永谷地区センター 横浜市 1,2 市民局地域振興課 永谷地区センター建設委員会

36 初音ヶ丘地区センター 横浜市 1
市民局地域振興課、保土
ヶ谷区区政推進課

 

38 若葉台地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、旭区
区政推進課

若葉台地区センター建設委員会

39 白根地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、旭区
区政推進課

横浜市白根地区センター建設委員会
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41 杉田地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、磯子
区区政推進課

杉田地区センター建設委員会

42 釜利谷地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、金沢
区区政推進課

釜利谷地区センター建設委員会

43 六浦地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、金沢
区区政推進課

金沢区地区センター建設委員会

44 菊名地区センター 横浜市 1,2 市民局 不明

45 篠原地区センター 横浜市 1 市民局地域振興部  

46 長津田地区センター 横浜市 1,2 市民局 緑区 長津田地区センター建設委員会

47 中山地区センター 横浜市 1,2 市民局 緑区 中山地区センター建設委員会

48 藤が丘地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、青葉
区区政推進課

藤が丘地区センター建設委員会

49 奈良地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、青葉
区区政推進課

奈良地区センター建設委員会

50 中川西地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、都筑
区区政推進課

中川地区センター建設委員会

51 仲町台地区センター 横浜市  
市民局地域振興課、都筑
区区政推進課

仲町台地区センター建設委員会

52 東戸塚地区センター 横浜市 1,2 横浜市市民局 地区センター建設委員会

53 舞岡地区センター 横浜市 1,2 市民局 舞岡地区センター建設委員会

55 豊田地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、栄区
区政推進課

豊田地区センター建設委員会

56 立場地区センター 横浜市 1,2 横浜市市民局 立場地区センター建設委員会

57 中川地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、泉区
区政推進課

中川地区センター建設委員会

59 阿久和地区センター 横浜市 1,2
市民局地域振興課、瀬谷
区区政推進課

瀬谷区阿久和地区センター建設委員会

61
教育文化会館大師分館（プ
ラザ大師）

川崎市 1 教育委員会  

62 高津市民館 川崎市 1,2 教育委員会事務局 川崎市高津区民館改築検討委員会

63 宮前市民館 川崎市 1,2 教育委員会 宮前区社会教育施設建設委員会

64 麻生市民館 川崎市 1,2 教育委員会 麻生区社会教育施設建設委員会

65 中小企業・婦人会館 川崎市 1,2 教育委員会社会教育課 婦人会館建設構想委員会

66 男女共同参画センター 川崎市 1
市民局・人権男女共同参
画室

 

67
生活文化館（てくのかわさ
き）

川崎市 1,2 市民局勤労市民室 拡大建設促進委員会

68 市民プラザ 川崎市 1,2
川崎市企画調整局（現 
総合企画局）

基本構想委員会（指定都市記念施設：市民プラ
ザ）

69 総合自治会館 川崎市 2  （仮称）川崎市総合自治会館建設調査委員会

70 国際交流センター 川崎市 1 川崎市市民局  

71 市民活動センター 横須賀市 2  市民活動環境整備検討会議

72
勤労福祉会館（ヴェルクよ
こすか）

横須賀市 1 市民部社会課  

73 逸見公民館 横須賀市 1 教育委員会  

75 文化会館 横須賀市 1
総合企画部内に文化会館
建設連絡委員会（昭和38
～40年）

 

80 中央公民館 平塚市 2  平塚市社会教育委員会議、公民館運営審議会

81 花水公民館 平塚市 1 社会教育部  

82 横内公民館 平塚市 1 社会教育部  

83 大神公民館 平塚市 1 社会教育部  

84 金田公民館 平塚市 1 社会教育部  

85 なでしこ公民館 平塚市 1 社会教育部  
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88 教育会館 平塚市 1 平塚市教育委員会  

89 レイウエル鎌倉 鎌倉市 1 市民相談室労政係 （仮称）勤労会館建設協議会

93 鎌倉生涯学習センター 鎌倉市 1 社会教育部  

94 市民活動センター 藤沢市 1 市民自治推進課 市民活動推進検討委員会

98 労働会館 藤沢市 2  労働会館建設研究会

99
片瀬公民館分館（片瀬しお
さいセンター）

藤沢市 2  片瀬公民館建設準備委員会

101 社会福祉センター 小田原市 1 民生部保護課  

102
いきがいふれあいセンタ
ー”いそしぎ”

小田原市 2  小田原市高齢化社会研究委員会

105 市民会館 小田原市  
当時の資料存在せず。
（昭和40年築）

 

106
茅ヶ崎市民活動サポートセ
ンター

茅ヶ崎市  市民活動推進課 市民活動推進検討委員会(の提言をうけて)

107 勤労市民会館 茅ヶ崎市 1 社会福祉部  

108 松林公民館 茅ヶ崎市 1 教育委員会  

109 茅ヶ崎市女性センター 茅ヶ崎市 1,2
企画部文化室(現在、企
画部男女参画社会課)

茅ヶ崎市女性センター移転建設検討委員会

110 市民文化会館 茅ヶ崎市 2  市民会館建設協議会(昭和52年4月発足)

114 相模台公民館 相模原市 1 教育委員会  

115 麻溝公民館 相模原市 1 教育委員会  

116 大沼公民館 相模原市 1 相模原市教育委員会  

119 三浦市勤労市民センター 三浦市 2  建設構想検討会

123 文化会館 秦野市 1
企画部で審議会を設置
(メンバー：有識者・地
元関係者)

 

127 小鮎公民館 厚木市 1 生涯学習部  

128 女性センター 厚木市 1
教育委員会指導部社会教
育課

 

129 文化会館 厚木市 1,2 企画部 厚木市民会館建設委員会

131
生涯学習センター,地区学
習センター(林間学習セン
ター)

大和市 2  総合計画審議会

132
コミュニティセンター(中
央林間会館)

大和市 1 市民生活課  

133
コミュニティセンター(深
見中会館)

大和市 1 市民生活課  

134 中央公民館 伊勢原市 1 教育委員会  

137 中央公民館 海老名市 2  
海老名市市民福祉会館建設企画委員会（市長か
らの諮問に対する答申を出した）

138 勝瀬文化センター 海老名市 2  勝瀬文化センター建設委員会

139
柏ヶ谷コミュニティセンタ
ー

海老名市 2  柏ヶ谷コミュニティセンター建設委員会

140
杉久保コミュニティセンタ
ー

海老名市 2  杉久保コミュニティセンター建設委員会

141
中新田コミュニティセンタ
ー

海老名市 2  中新田コミュニティセンター建設委員会

142
えびな市民活動サポートセ
ンター

海老名市 1 企画部市民活動課  

143 市民文化会館 座間市 1,2 都市部 施設企画課 核づくり推進委員会

145 座間市公民館 座間市 1   

146
小松原コミュニティセンタ
ー

座間市 1 市民生活課  

149 中部公民館 南足柄市 1
中部地域公民館建設事務
研究委員会

 

1-2 3/5



 
 

 
 

151 文化センター 南足柄市 1,2
企画部市民会館建設事務
局

南足柄市民会議間推進協議会

152 中央公民館 綾瀬市 1,2 生涯学習部 総合文化施設開設準備委員会

153 南部ふれあい館 綾瀬市 1,2 生涯学習部
（仮称）南部コミュニティセンター建設検討委
員会

154 福祉会館 綾瀬市 1 保健福祉部  

157 六分文化福祉会館 寒川町 1 教育委員会、保健福祉部  

158 公民館 寒川町 1 教育委員会  

161 ふれあい会館 大磯町 1 民生部（当時）  

162 社会福祉センター 二宮町 2  福祉センター建設委員会

163 生涯学習センター 二宮町 1
総務部（仮称）生涯学習
センター職員研究会

（仮称）生涯学習センター企画学習会議：基本
構想作成するにあたり各会議からの報告書によ
り構想に取り入れた。

164 保健福祉センター 中井町 2  中井町保健福祉センター建設委員会

165 中井町井ノ口公民館 中井町 2  公民館建設準備委員会

168
そうわ会館（中央公民
館）：会館H11/1/05

大井町 1 教育委員会  

169
公民館（ホール施設との総
合文化施設）

松田町 1,2
町民文化センター建設事
務局

町民センター建設委員会

170
文化センター（ホール施設
との総合文化施設）

松田町 1,2
町民文化センター建設事
務局

町民センター建設委員会

172 中央公民館 山北町 1 教育部  

174 福祉会館 開成町 1,2 保健福祉部 開成町福祉会館建設委員会

176 公民館 箱根町 1 教育委員会  

179 仙石原公民館 箱根町 1
仙石原地域コミュニケー
ション建設計画研究会

 

185 宮下会館 湯河原町 1 福祉課  

187 文化会館 愛川町 2  町民会館建設委員会

188 半原公民館 愛川町 1 教育委員会  

192 文化福祉会館 津久井町 2  
津久井町文化福祉会館建設研究会。津久井町議
会総合文化福祉会館建設特別委員会。

１－３   １－２で「２．委員会、懇話会等」と回答した場合にお答えください。

１－３－１ 外部の方の人選はどのようになっているかお答えください。

１．有識者 ２．専門家 ３．地元の関係者等 ４．その他 

32（２５％） 20（１６％） 61（４８％） 14（１１％） 

 その他

2
神奈川県立かながわ労働
プラザ

神奈川県 1,4 労働者代表及び使用者代表

3
神奈川県立かながわ女性
センター

神奈川県 1,4 社会教育、消費、民生、労働等の団体や各種婦人行動グループ等の代表者

26 神之木地区センター 横浜市 3,4 公募委員

33 永田地区センター 横浜市 3,4 既設センター利用者

47 中山地区センター 横浜市 3,4
連合自治会、青少年指導員、PTA、老人クラブ、福祉団体 , 市内で初めて
公募による5名の建設委員

53 舞岡地区センター 横浜市 3,4 （公募委員を含む）

67
生活文化館（てくのかわ
さき）

川崎市 4 川崎市技能職団体連絡協議会

71 市民活動センター 横須賀市 4 市民活動団体代表等

94 市民活動センター 藤沢市 1,4 市民活動団体関係者＋公募委員

98 労働会館 藤沢市 4 労働団体
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目次 ／ 次へ 

109 茅ヶ崎市女性センター 茅ヶ崎市 4 利用団体、障がい者団体、女性プラン推進協議会、以上からの代表者

110 市民文化会館 茅ヶ崎市 1,4 市議会議員、市内社会教育関係者

137 中央公民館 海老名市 1,3,4 市会議員、各種団体選出委員

163 生涯学習センター 二宮町 4 町民らの公募，（仮称）生涯学習センター企画学習会議。
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