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成瀬センターの建替に向けて市民が話し合う
「成瀬センターづくり会議」が発足しました。
センターづくり会議は、公募による市民の皆
様 27 名のメンバーと市の事務局で構成されて
おり、全 5 回の会議を予定しています。
第 1 回会議は 2011 年 10 月 2 日（日）に開催
され、施設全体に関して話し合われました。
「成瀬センターづくり会議ニュース」では、
会議で話し合われた内容を毎回お届けする予
定です。

第 1 回成瀬センターづくり会議次第
１．開会
２．成瀬センターづくり会議の進め方
会議のスケジュール・検討テーマについて

３．成瀬センターの現状
成瀬センターの現状説明

４．グループに分かれて話し合い
成瀬地区のセンターとしての意義や理念に
ついて
成瀬センター建替に望むこと、気がかりな
こと

５．全体でのまとめ

会議開催のスケジュール
第１回成瀬センターづくり会議
平成２３年１０月２日（日）
○成瀬センター施設全体に関すること
第２回成瀬センターづくり会議
平成２３年１０月３０日（日）
○施設の構成と利用に関すること
第３回成瀬センターづくり会議
平成２３年１１月２０日（日）
○建物や施設のつくり方について
第４回成瀬センターづくり会議
平成２３年１２月１８日（日）
○基本設計に対する条件・方針
○基本計画（案）のまとめについて
第５回成瀬センターづくり会議
平成２４年１月２２日（日）
○基本計画（案）のまとめについて

会議全体での意見・感想
第 1 回成瀬センターづくり会議に参加いた
だいた皆様から、全体について次のような
ご意見・感想をいただきました。掲載の都
合上、要約しています。ご了承下さい。
意見・感想
・ 「2010 年度建替の意義や理念」が、既
にあることによって具体的なイメージ
が広がった
・ 全ての年代の人がふれあえる場所にし
たい
・ 施設は使用料を取る必要があるか、ない
か
・ 利用者を増やすことが目的になっては
いないか
・ 建替期間中の施設利用はできなくなっ
てしまうのか
・ かえで文庫は是非残して欲しい
・ 中高生をはじきださないような施設に
してほしい
・ ホールの設備（音響等）についても考慮
して欲しい
・ 会議が定員に満たなかったのが残念だ
った

成瀬センターの敷地
気がかりなこと

グループでの話し合いで出た意見
成瀬センター建替に望むこと、気がかりなことに
ついて、グループに分かれて話し合いをしまし
た。

Ａグループでの意見
望むこと
＜全年代の人にとって＞
・高齢者と子供がふれあえる場所に
・全ての年代の人にとっての頼りどころ
・色々な年代の人が関わり、考えや遊びなどを
共有できる場であってほしい
・中高生の利用できる施設
・乳幼児と母親（父親）が使用できるスペ－ス
・子供がたくさん遊んだりふれあえる場であっ
てほしい
・子供センターとしての機能がほしい
・高齢者の居場所にもなる
＜建て替え中の対応について＞
・建て替え中のかえで文庫、各サークルはどう
なるか？
・建て替え中かえで文庫をあおぞら学童クラブ
跡地で利用したい
・建て替え中かえで文庫は旧青空の建物が使え
るとよい
・建て替え中グラウンドは使えるのか？
＜ホールの建て替えや修繕について＞
・近所に迷惑をかけない（ホールの騒音）
＜無料利用について＞
・無料で子供達が安心で憩える場所を
・無料で使える設備、空間に
・有料空間と無料空間の割合

＜全年代の人にとって＞
・中高生をはじきださない施設
・障害のある人をはじき出さない
・バリアフリー化を
＜建て替え中の対応について＞
・建て替え中のかえで文庫、各サークルはどう
なるか？
・建て替え中かえで文庫をあおぞら学童クラブ
跡地で利用したい
・建て替え中かえで文庫は旧青空の建物が使え
るとよい
・建て替え中グラウンドは使えるのか？
＜ホールの建て替えや修繕について＞
・修理ではなく建て替えをしてほしい
・音響設備の整備、現状は不満がある
・防音設備のある部屋
・ホールの建て替え対象（防音問題）
・旧校舎を残してホールを作ったので使いづら
いので、全体として考えて欲しい
＜かえで文庫について＞
・かえで文庫を鍵のないフリーなスペースにし
てしまうと本の管理がとても不安
・本のそばには人が必要

＜かえで文庫について＞
・かえで文庫を子供の居場所として一室欲しい
・子育ての頼りどころとしてのかえで文庫の存
続
＜その他＞
・スナックがあったらいい
・資材などを保管しておく
（本やボール etc）
・65 歳以上の方々の働ける場（作業できる場所）
・設計上、ホールロビーと受付空間を別にする
・フリーで来た個人もすぐに利用できる施設
・身近に文化（物を作る風景）がある環境
・廊下、壁などに自由に使える展示空間

Ｂグループでの意見
望むこと
＜あらゆる世代＞
・あらゆる世代が利用しやすい施設
＜ぶらっと自由に使える場所＞
・ ロビーを大きくとってほしい
フリーで使える場に
・フリースペース、空間の確保（車座できる）
＜かえで文庫＞
・小さな子供が安心していられる様に。オープ
ンではない文庫としての部屋
・かえで文庫のスペースが欲しい
・かえで文庫の存続
＜設備（防音）＞
・防音設備を充分にして下さい
・会議室を減らして軽スポーツ、音楽、ダンス
等の多目的室を増やす
・エントランスと多目的スペースの構造
・音楽関係が多く使っているのでピアノがある
部屋をたくさん
＜設備（運動）＞
・運動ができる場所（グランド利用）
・幼少向け卓球室を設置して欲しい
＜ホール＞
・ホールスペースと建替分の一体化
・耐用年数 50 年程度、次世代の人達のために有
効な施設
＜運営委員会＞
・今後も運営委員会は必要
＜全体＞
・部屋の利用率を考えて部屋造りをしてくださ
い
・駐車場の完備

気がかりなこと
＜かえで文庫＞
・オープンスペースではかえで文庫の本が心配
です
＜ホール＞
・ホールはこのままでいいのですか
＜子供の居場所＞
・中高生が集まってこられるスペース
・子供の居場所がない
・子供の居場所
＜全体＞
・利用者の安心、安全
・場所を利用しようと思っても競争率がはげし
くて取れない

Ｃグループでの意見
望むこと
＜安全・安心＞
・各年代が使えるようにしてほしい
・子供が利用できるように指導、アドバイスで
きる人がほしい
・くつろげるロビーを
・ホール控え室の改善
・管理、警備
・子供のいこいの場
・無料で利用できる会議スペース
・子供が無料で遊べるスペース
＜外部環境＞
・グラウンドはできるだけこのままの広さで
・植栽の下に野草のはえているスペースを
・景観、ランドマーク
・午前のグランドを幼児が使用できる様に
・グランドの利用
＜かえで文庫の存続と拡張＞
・かえで文庫が図書室のように大人も利用でき
るようになってほしい
・文庫の充実に市職員を配置させる予定はあり
ますか
・文庫での読書と関りが持てるスペースの確保
・かえで文庫は残してほしい
・図書館
・かえで文庫内にお話室の設置を
＜その他機能＞
・機能、用途について
・防音
・利用しやすい駐車場
・広い調理室
・バリアフリー、スロープかエレベーター
・エレベーター
・活動の道具をおける場所が欲しい

気がかりなこと
＜安全・安心＞
・ホールの老朽化
・単に場所を貸すだけにはなってほしくない
＜外部環境＞
・近隣住民への配慮
・学童保育クラブ跡の利用

事務局だより
いよいよ皆様待望の成瀬センター建替の基
本計画の検討がスタートしました。先日の第 1
回成瀬センターづくり会議では、参加いただ
いた皆様の成瀬センター建替にかける熱い思
いを肌に感じ身の引き締まる思いでした。
これから約半年をかけて皆様のご意向を踏
まえながら「ニュー成瀬センター」を目指し
た計画策定を着実に進めていきたいと思って
グループ会議の様子

います。
市内でも成瀬地域は特に若々しいイメージ
があります。同時に今回建替える旧南二小周
辺は明治 6 年に成高学舎が発祥した由緒ある
地でもあります。世代を越えて受け継がれて
きた歴史と将来に向けた新しい機能が融合す
る建替計画になるよう皆様と共に頑張りま
す。
（事務局Ｋ・Ｍ・Ｆ）

全体でのまとめの様子

次回の成瀬センターづくり会議は
■日時
平成 23 年 10 月 30 日（日曜日）
１３時３０分～１５時３０分（予定）
■場所
成瀬センター

ホール

■主なテーマ
施設の構成と利用に関すること
・ 施設全体と配置について
・ 施設に必要な機能と空間について

たくさんの意見をいただきました
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