
 
 

 
 

１－４ 基本構想の段階で、市民ニーズを集約するヒアリング等を行いましたか。

１．した ２．しなかった 

81（７０％） 35（３０％） 

１－５   １－４で「１．した」と回答した場合にお答えください。

１－５－１ どのような方法で行いましたか。

１．無作為アンケート ２．委員会等で ３．その他 

9（１１％） 42（５１％） 32（３９％） 

 その他

4 神奈川県立地球市民かながわプラザ 神奈川県 3 県政モニター地区会議等（11回）

17 吉野町市民プラザ 横浜市 3 区役所を通したニーズの把握

18 岩間市民プラザ 横浜市 3 区役所を通したニーズの把握

21
青葉区民文化センター「フィリアホ
ール」

横浜市 3 「広報よこはま」緑区版

22
泉区民文化センター「テアトルフォ
ンテ」

横浜市 3 アンケート調査等

25 潮田地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

26 神之木地区センター 横浜市 2,3 地元意見の集約

29 藤棚地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

30 野毛地区センター 横浜市 3 地元の意見の集約

31 竹之丸地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

34 港南地区センター 横浜市 2,3 地元意見の集約

38 若葉台地区センター 横浜市 2,3 地元意見の集約

39 白根地区センター 横浜市 3 地元意見の集約

42 釜利谷地区センター 横浜市 2,3 地元意見の集約

43 六浦地区センター 横浜市 3 地元意見の集約

44 菊名地区センター 横浜市 3 地元意見の集約

45 篠原地区センター 横浜市
当時の関係者でないので不明だが、市・区から聞いているところ
では「した」とのこと。詳細不明。

48 藤が丘地区センター 横浜市 2,3 地元意見の集約

49 奈良地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

50 中川西地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

51 仲町台地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

53 舞岡地区センター 横浜市 3 地元意見の集約

54 本郷地区センター 横浜市 3 地元意見

55 豊田地区センター 横浜市 3 地元意見の集約

57 中川地区センター 横浜市 2 3 その他 地元意見の集約

58
瀬谷地区センター（地区センターと
老人福祉センターの複合施設）

横浜市 2～5の設問に対し、「設置主体でないのでわかりません」

59 阿久和地区センター 横浜市 2 地元意見の集約

61
教育文化会館大師分館（プラザ大
師）

川崎市 3
既に設置済みの同種施設を見学していただき、その後の住民説明
会において意見を集約した

63 宮前市民館 川崎市 3 地元説明会

64 麻生市民館 川崎市 3 地元説明会等

73 逸見公民館 横須賀市 3
社会教育委員会議や学区公民館（地域で公民館活動をしている
人）の意見を収集

93 鎌倉生涯学習センター 鎌倉市 3 年一回のサークル連絡会で意見の取りまとめ。

101 社会福祉センター 小田原市 3 関係団体からヒアリングを実施

128 女性センター 厚木市 3 婦人関係団体加入の婦人
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132
コミュニティセンター(中央林間会
館)

大和市 3 地域住民を集めての説明会

133 コミュニティセンター(深見中会館) 大和市 3 地域住民を集めての説明会

152 中央公民館 綾瀬市 3 公民館利用者からの聞き取り調査

154 福祉会館 綾瀬市
市民要望を把握し、建設を図った。当時は「綾瀬町」であり、集
会場等がない状況で、町民より多くの要望があったとのこと。

161 ふれあい会館 大磯町 3 各団体などに個別に

179 仙石原公民館 箱根町 3 自治会の要望書等による

187 文化会館 愛川町 2,3 外部団体に行事等の調査

188 半原公民館 愛川町 3 地元地区説明会

192 文化福祉会館 津久井町 3 町主催による説明会。県建築課による聴聞会，緞帳，審査会。

１－５－２ だれからヒアリングしましたか。

１．市民（利用者）から ２．専門家から ３．市民（利用者）と専門家から 

64（８１％） 0（０％） 15（１９％） 

１－５－３ それらの意見を取り入れることができましたか。

１．取り入れられた ２．一部、取り入れられた ３．取り入れられなかった 

56（７３％） 21（２７％） 0（０％） 

 取り入れられた意見（一部も含む）
取り入れられなかった意見とそ

の理由

4
神奈川県立地球市
民かながわプラザ

神奈川県 2
設立コンセプトに合う意見の中で必要なものは取り入
れた

 

6
横浜女性フォーラ
ム

横浜市 1 施設の整備及び運営に取り入れた  

7
フォーラムよこは
ま

横浜市 1 施設の整備や運営に取り入れた  

19
旭区民文化センタ
ー「サンハート」

横浜市 1 施設内容等、喫茶コーナー等
複合施設内に民間同一業者があ
るため。

20
港南区民文化セン
ター「ひまわりの
郷」

横浜市 1 施設内容等、喫茶室・レストランの設置等
複合施設内に民間同一業者があ
るため。

21
青葉区民文化セン
ター「フィリアホ
ール」

横浜市 1 施設内容等、多目的ホール、パイプオルガンの設置等 財政、敷地面積の制約による

22
泉区民文化センタ
ー「テアトルフォ
ンテ」

横浜市 1 施設ジャンル、施設内容  

23
栄区民文化センタ
ー「リリス」

横浜市 1 施設内容等、喫茶コーナー等
複合施設内に民間同一業者があ
るため。

29 藤棚地区センター 横浜市 1 体育室はバスケットコートをとれる広さとする
和室廊下を畳にしてほしい 不
可→廊下部分に棚を造るので、
幅が合わない

32 南地区センター 横浜市 1
お年寄り、子ども、身体障害者等の利用にあたっての
安全設計に十分反映させた

 

33 永田地区センター 横浜市 2
会議室床フローリング、体育室冷房、ダンス用鏡、カ
ラオケ装置の設置

デイケア施設・・別途建設、飲
食室・・1日中使われるのは好
ましくない

42
釜利谷地区センタ
ー

横浜市 1 音楽室  

46
長津田地区センタ
ー

横浜市 1 図書室の面積を増やし、蔵書数を多くする  

全体レイアウト（体育室、工芸室、駐車場等）陶芸炉 もっと駐車場を広く（理由 用
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49 奈良地区センター 横浜市 1 設置 地に限りがる）

53 舞岡地区センター 横浜市 1 バリアフリー  

56 立場地区センター 横浜市 1 駐車場  

57 中川地区センター 横浜市 1 駐車場の設置と館の名称  

59
阿久和地区センタ
ー

横浜市 1 できるだけ駐車場を多く取って欲しい
屋上の利用 安全管理面からと
りい入れられなかった

62 高津市民館 川崎市 2
複合ビルであるので、避難等安全性の配慮や商業施設
と一体化した形態とすることやグループ室の設置など

収容人員１０００人程度の大ホ
ールの設置など

63 宮前市民館 川崎市 1 グループ室の設置  

64 麻生市民館 川崎市 2 具体的事項は不明  

65
中小企業・婦人会
館

川崎市 1 婦人活動団体が自由に無料で利用できる会議室の確保  

71 市民活動センター 横須賀市 1
予約なしで小グループが集える場があるといい。印刷
機等のあるワークコーナーを。他団体と交流できる場
を。情報収集・発信の拠点を。など

 

73 逸見公民館 横須賀市 2 踊りができるスペースの部屋  

80 中央公民館 平塚市 2 一部取り入れられたと聞いているが詳細は不明
建物構造に関する問題と聞いて
いる。

93
鎌倉生涯学習セン
ター

鎌倉市 1 月曜会館・当日利用の室とサークル名（掲示板）  

94 市民活動センター 藤沢市 2
オープンな場の提供・印刷機等機械の提供・バリアフ
リーな施設。

駐車スペースの確保・駅から徒
歩７分という立地条件の中で難
しかった。

99
片瀬公民館分館
（片瀬しおさいセ
ンター）

藤沢市 1 利用者側の利便性  

101 社会福祉センター 小田原市 1 入居施設の設備・運営方法等について  

114 相模台公民館 相模原市 1 茶室の設置、施設内装  

115 麻溝公民館 相模原市 1 公民館の事業計画の策定の際  

119
三浦市勤労市民セ
ンター

三浦市 1
障害者に配慮した施設（エレベーター、点字ブロッ
ク、障害者用トイレなど）

 

123 文化会館 秦野市 2
レストラン・防音設備の練習質当の設置、結婚式場の
廃止

 

127 小鮎公民館 厚木市 1 和室に炉の設置  

128 女性センター 厚木市 2 詳細は不明  

129 文化会館 厚木市 2 会議室を設けること  

132
コミュニティセン
ター(中央林間会
館)

大和市 2 部屋の造り(和室、調理室を完備した)  

133
コミュニティセン
ター(深見中会館)

大和市 2 部屋の造り(和室、調理室を完備した)  

152 中央公民館 綾瀬市 2 部屋の構成  

153 南部ふれあい館 綾瀬市 1 施設内の部屋の構成等  

165
中井町井ノ口公民
館

中井町 1 スロープの採用（障害者等のため）
エレベーター（建築上無理であ
った：中二階）

179 仙石原公民館 箱根町 1 多目的ホールの設置  

185 宮下会館 湯河原町 2 畳の部屋が欲しい  

187 文化会館 愛川町 2 障害者への配慮。駐車スペース，外壁色など  

188 半原公民館 愛川町 1 体育室。水屋を備えた和室。  

192 文化福祉会館 津久井町 1 ホール緞帳のデザイン等  
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