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番号 ご意見・ご要望 ご回答 

１ 先日の回覧板ではじめて知りました。近く便利

な施設ができるのはそのまま直接「暮らしやす

さ」につながり、とてもありがたいことだと感じ

ました。ただ、銀行がなかったので、少々がっか

りました。この辺り（私が住むのは、南湖７丁目

です）には、銀行のキャッシュコーナーが少なく、

通帳記入をする為に駅まで出なくてはなりませ

ん。おろすことはできても記帳がたまるといくら

残額があるのか確認しづらいです。キャッシュコ

ーナーのみでかまわないので銀行直接のものが

あればな、と思いました。 

今回の建替え事業にともない、浜見平ショッピ

ングセンターにある既存の生活利便機能（郵便

局、銀行キャッシュコーナー、診療所、店舗等）

については、市南西部の生活防災拠点に相応しく

更に充実をさせていきたいと考えております。 

２ 茅ヶ崎市南西部地域は東海道線以南の所謂駅

南地区の住宅地として一般的に好かれる 後の

地域であり今後の発展が大いに期待される地域

であると推測されます。具体的には、浜見平団地

を中心として、その西側地区の柳島・松尾・中島

地区が今後注目され期待度が高いと思われます。

以上の観点からこの地区の将来を展望して 

① 総合病院の誘致 

② 食品工業・医薬品工業並びに関連研究機関の

誘致 

③ 交番の日中（9 時～6 時）常時勤務体制の確

立 

この 3点を強く要望します。 

 尚、長期展望として、茅ヶ崎駅と南西部地域と

を結ぶモノレール形式の鉄道の建設（平塚市海岸

地区への延伸も視野に入れて） 

① 病院誘致 

湘南地域における病床数の関係から総合病

院の誘致は非常に難しい状況です。よって、い

くつかの診療科を入れた医療モールを検討し

ております。 

② 食品・医薬品の研究機関 

ＵＲ都市機構と調整を図りながら、市南西部

の生活防災拠点に相応しい企業誘致を行って

まいります。 

③ 交番 

交番の勤務態勢につきましては、茅ヶ崎警察

署に要望をしてまいります。 

④ モノレール 

モノレールにつきましては、現段階において

構想がないため、既存の路線バス・コミュニテ

ィバス等の公共交通機関の充実や、それを利用

するためのサイクルアンドバスライド施設等

の充実を図ることから進めてまいります。 

３ ① 警察署移転地 如何に 

② 防災津波避難場所 

③ 多目的ホール 小 

① 警察署移転 

団地内にある浜見平交番の移転は現在計画

されておりません。今後、詳細につきましては

茅ヶ崎警察署と調整してまいります。 

② 防災津波避難所 

公共公益施設や商業施設には、津波時に避難

できる上層階の場所を確保できるよう検討し

てまいります。 

また、ＵＲ都市機構賃貸住宅の住棟へ避難で
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きるような協定を結んでまいりたいと考えて

おります。 

③ 多目的ホール 

多目的ホールにつきましは、多世代が活用で

き、また災害時には避難場所としても活用でき

るように設備・階層等を含め検討してまいりま

す。 

４ ①多目的スペースについて 

音響設備、暗幕の設備を希望します。 

②高齢者、障害者、生活支援機能について 

障害者、日中一時支援事業等の具体的な内容、

業者選定等を住民に事前説明して下さい。 

③子育て支援機能について（保育園等） 

各施設を津波対策として 3 階以上の階に設置

して下さい。屋上を避難場所にできるようにし

て下さい。建物全体は免震構造を要望します。

① 多目的スペース 

多目的スペースにつきましは、多世代が活用

でき、また災害時には避難場所としても活用で

きるように設備・階層等を含め検討してまいり

ます。 

② 高齢者、障害者、生活支援機能 

高齢者、障害者当の日中一時支援事業等につ

いては、導入を予定しております。また、公共

公益施設につきましては、財政負担の軽減を図

るため官民連携事業を想定した検討を現在進

めており、具体的な進め方が定まってまいりま

したら皆様方にお知らせいたします。 

③ 子育て支援機能（保育園等） 

保育園機能に隣接する形で子育て支援機能

を確保していきたいと考えております。また、

保育園につきましては公営で実施していく予

定です。 

先の東日本大震災の影響等を踏まえ、施設の

配置・階層等について検討してまいります。 

５ 現在、団地集会所内で浜見平文庫をひらいてい

ます。3千冊以上の蔵書があり、図書館まで足を

運べない高齢者の方たちからも多くの利用があ

ります。この蔵書をいかす方向で団地内に図書館

分館を設立していただきたいのです。常時利用で

きるようになれば利用者も増えて図書をもっと

いかせると思います。 

公共公益施設内に図書館分館の機能を持たせ

るのではなく、幅広い層に活用される図書コーナ

ーの設置を予定しております。また、図書館との

連携等機能の充実につきましては今後検討して

まいります。 

６ ① 月に一度位 映画鑑賞 

昔の古い映画でよろしいです。 

② 書道、花道、写真 その他の展示会 

市南西部の方々の市民活動が行える場を提供

していけるよう検討してまいります。 

７ 老人と子供の「ふれあい施設」の設置を要望 高齢者施設と子育て施設との交流が図れるよ

う、施設配置等について検討してまいります。 
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８ ① すべての施設は、平成 23 年度神奈川県が見

直しをおこなうことになっている予想大津波

の浸水に耐えられるよう地上 4 階以上の建物

とし、それらの建物の屋上に避難ができるよう

な設計とすること。 

② 4 階以上のすべての施設は、平成 17 年 9 月

28 日茅ヶ崎市市議会が内閣総理大臣、国土交

通大臣、独立行政法人都市再生機構理事長宛に

提出した「茅ヶ崎市浜見平団地建替えに免震構

造構法を採用するように求める意見書」の趣意

および同時に同市議会が採択した本自治会提

出の「浜見平団地建替えに伴う公共施設に免震

構造構法を採用するよう求める陳情」に沿っ

て、免震構造構法で設計、建設すること。免震

装置周辺を共同溝として利用すること。 

③ 地震、津波を含む大規模災害発生時に茅ヶ崎

市がその防災計画で指定する避難所となる機

能をもつ施設を体育用スペースなど他機能を

兼ねる多目的施設として計画すること。 

④ いずれかの施設屋上に救助用ヘリポートを

設置すること。 

⑤ 施設屋上にできるたけ多くの太陽光発電装

置・小型風力発電装置を設置すること。 

⑥ デイ・ケアー・センターを含む地域ケアーの

機能をもつ施設をつくること。 

⑦ わが国ががん患者などを在宅ケアーするこ

とになったことにかんがみ、予定機能として計

画されている「医療機能」が訪問診療、訪問看

護ができるようにすること。およびその医療機

能と計画されている介護などの福祉機能が相

互に協力できるようにする統合、調整機能（コ

ーディネーター機能）をいずれかの施設がもつ

こと。 

⑧ 託児所の機能をもつ施設をつくること。 

⑨ 学童保育機能をもつ施設、青少年が自由に出

入りしなんでもできるフリー・スペースをもつ

施設をつくること。 

⑩ 楽器演奏、歌唱ができる音響室がある施設を

つくること。 

① 津波対策 

公共公益施設につきましては、官民連携事業

を想定した検討を現在進めており、先の東日本

大震災の影響等を踏まえ、施設の配置・階層等

について検討してまいります。 

また、現在、災害時の避難所としては、市内

小中学校が指定されており、浜見平地区におい

ては一時避難所として指定されているため防

災機能を持つ公園整備を進めてまいります。 

② 免震構造工法 

公共公益施設については、現在の耐震基準に

合った構造とする予定で、免震構造の工法によ

る建設は予定しておりません。 

③ 多目的スペース 

多目的スペースにつきましは、多世代が活用

でき、また災害時には避難場所としても活用で

きるように設備・階層等を含め検討してまいり

ます。 

④ ヘリポート 

救助用及び緊急支援物資の搬送等の臨時

離着陸場につきましては、現在、市内１１箇

所を指定しており、市南西部においては「相

模川河畔スポーツ公園」となっております。

ご意見の施設屋上へのヘリポート設置は、

離着陸に伴う規制等があることや住宅地へ

の離着陸は危険であることから困難であり

ます。 

今後は、整備計画のある『（仮称）柳島ス

ポーツ公園』のなかで、離着陸場となる空間

の確保を検討してまいります。 

⑤ 自然エネルギー 

関係部局と検討してまいります。 

⑥ デイ・ケアー・センター・⑦ 在宅ケアー 

関係部局と検討してまいります。 

⑧ 託児所機能 

保育園機能に隣接する形で子育て支援機能

を確保していきたいと考えております。 

⑨ 学童保育機能・フリースペース 

学童保育機能につきましては、西浜・柳島の
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⑪ 図書コーナーに読書室・図書貸出し機能をも

たせること。 

⑫ 集会所機能を「多目的スペース」などいずれ

かの施設と多目的複合施設として計画するこ

と。 

⑬ 自治会館にあたる施設をつくること。 

両小学校からも遠方であり、また現在の施設に

おいても余裕があることから考えておりませ

ん。 

フリースペースにつきましては、③で説明し

た多目的スペースに機能を入れていきたいと

考えております。 

⑩ 音楽室 

音楽室機能につきましては、今後検討してま

いります。 

⑪ 図書コーナー機能 

幅広い層に活用される図書コーナーの設置

を予定しております。また、図書館との連携等

機能の充実につきましては今後検討してまい

ります。 

⑫ 集会所機能 

ＵＲ都市機構により団地居住者用集会室は

設置されていると思います。 

公共公益施設については、団地居住者だけで

なく市民の方々に利用していただく施設とな

ります。 

⑬ 自治会館 

現段階において自治会館の建設予定はござ

いません。 

９ （室内）プールを作ってほしい。海岸地区には

ないのでよろしく。 

浜見平地区に計画している公共公益施設には

室内プールを設置する予定はございません。 

中海岸水泳プールにつきましては合流式下水

道緊急改善事業に伴い閉鎖させていただきまし

た。今後の整備方針といたしましては、単独プー

ルとしての機能に特化せず、海岸利用者利便施設

を取り込む中で総合的な活用による整備を検討

してまいります。 

１０ 今、小さな子どもを育てていますが、育児に対

しての相談とか情報をいただけると助かります。

子育て支援センターは必ず作って下さい。できれ

ば子ども達が遊べるスペースがあれば遊ばせな

がら他の親との情報交換が出来ると思います。ス

ペースはフローリングでなるカーペットタイプ

にして頂くと子どもを安心して遊ばせます。よろ

しくお願いします。 

子育て支援センターは、浜見平保育園に併設す

る予定です。カーペット等の設備については、今

後検討してまいります。 
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１１ 高齢者にとって医療施設はありがたいことで

す。各科目が受けられる、せつにお願います。 

多世代に対応できるよう、いくつかの診療科を

入れた医療モールを検討してまいります。 

１２ 計画を見ると多くの機能を持つようになって

いますが、せっかく作っても駐車場スペースが少

ないと行くことをあきらめることになるので出

来るだけ駐車場を確保して下さい。 

駐車場につきましては、各施設規模に伴う必要

台数を確保してまいります。 

１３ 行政窓口センターを是非お願い致します。高齢

になると市役所まで出掛けるのには大変です。近

くに行政窓口センターがあれば助かりますので

よろしくお願いします。 

行政窓口センターについては設置を予定して

おります。窓口機能等については今後検討してま

いります。 

１４ 浜見平地区に設置する「公共公益施設」は、地

域集会施設の他に保育施設機能や生涯学習施設

機能、福祉施設機能などを複合施設として設置し

てほしい。また整備手法については、本市の財政

状況を考慮し、財源のバランスを緩和しながら、

PFI 方式で本事業を推進してはいかがでしょう

か。 

公共公益施設については、行政窓口サービス、

子育て支援、高齢者・障害者支援、ボランティア

活動支援、市民活動支援等の機能を有す複合施設

として検討しております。また、その整備手法に

ついては、財政負担の軽減を図るため、官民連携

事業を想定した検討を現在進めております。 

１５ 公共公益施設として情報拠点としての行政の

コミュニケーション施設を整備すべきと考えま

す。第一にこれまで浜見平地区に住んでおられた

多くの高齢者を対象とした情報を簡易的にかつ

開かれた施設で提供すべきと考え、市の様々な情

報を提供する施設を開設し、また市民からの様々

な意見・情報も吸い上げるような体制の確立。そ

してなんといっても行政と市民のコミュニケー

ションの場となるような体制の整備。 

公共公益施設については、行政窓口サービス、

子育て支援、高齢者・障害者支援、ボランティア

活動支援、市民活動支援等の機能を有す複合施設

として検討しており、市南西部の生活防災拠点と

して、市民の方々の利便施設となるよう整備を予

定しております。 

１６ 鎌倉の大仏殿が流された津波は茅ヶ崎では西

久保辺りまで到達した、と言う地元の人の話は本

当ですか？団地の自治会では、津波警報が出され

た際は上の階に逃げるように指導しています。近

隣の人や通行人も逃げて来て、皆、上の階を目指

すので、屋上に避難出来る事が望ましい。被害を

地震だけに絞ったとして、野戦病院を仮設するス

ペースが必要になる。下水利用の洋式仮設トイレ

も必要。ペットの一時預かり所も必要。 

生活の面では、早朝コミュニティーバスの運行

を希望します。深夜バスは採算が取れるらしい

が、サマータイム等で早朝電車が混み出している

ので早朝バスの運行を要望しましたが、神奈中・

① 過去の津波被害 

ご意見の津波は、関東大震災のことと思い

ますが、鎌倉市においても様々な言い伝えが

あり、大仏殿のあたりや腰越地区では、津波

被害があったと聞いております。 

本市においては、生涯学習課所蔵の資料等

調査とヒアリングを実施したところ、関東大

震災による津波の発生はあったものの、現在

の国道１３４号であるところが当時から砂

丘の状態となっていたようで、それを超える

ような津波はなく、南湖地区・柳島地区に漁

師を中心とした集落があり、漁の道具や網が

流された程度・・・との話しが伝わっていま
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自治会共に乗り気薄です。自転車やマイカーより

バス輸送網の整備の方が優先されると良い。 

す。また、遊歩道（１３４号）を超えたとい

う証言をしている人はいない、との事です。

仮に西久保にまで到達するような大津波

であれば、鉄道や国道１号を超えたことにな

り、人的被害も出たと思われます。さらに藤

沢・平塚においても大きな被害が出たと考え

られ、大々的に記録されていると思われま

す。 

② 屋上避難スペース 

公共公益施設や商業施設には、津波時に避難

できる上層階の場所を確保できるよう検討し

てまいります。 

また、ＵＲ都市機構賃貸住宅の住棟へ避難で

きるような協定を結んでまいりたいと考えて

おります。 

③ 仮設病院、仮設トイレ、ペット一時預かり 

防災トイレや簡易トイレについては「浜見平

まちづくり整備実施計画」において記載がされ

ており、設置の方向で検討しております。一方、

仮設病院やペット一時預かりについては、先の

東日本大震災の影響等を踏まえ、今後検討して

まいります。 

④ バス輸送網の整備 

既存の路線バス・コミュニティバス等の公共

交通機関の充実や、それを利用するためのサイ

クルアンドバスライド施設等の充実について

関係機関と調整してまいります。 

１７ 施設のまわりのスペースなどに、「湘南夢わく

わく公園」に設置したような健康遊具を置いてい

ただけると、市民の健康づくりに役立つと思うの

ですが…。 

団地建替え事業に合わせ、団地中央部に 1.4ha

の公園を整備する計画となっております。また、

施設の遊具や防災機能等については、ＵＲ都市機

構と協議を行いながら整備してまいります。 

１８ 少し大きめの児童公園はどうでしょうか？他

の市に比べると、茅ヶ崎市は大きな公園が少ない

気がします。遊具もアスレチック風だとか、他の

公園との差別化があるといいですよね。テレビゲ

ームなどが主流になっている現代、昔のように子

どもが近所同士で当たり前に外で遊べるように

なったら嬉しいです。 

団地建替え事業に合わせ、団地中央部に 1.4ha

の公園を整備する計画となっております。また、

施設の遊具や防災機能等については、ＵＲ都市機

構と協議を行いながら整備してまいります。 
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１９ 浜見平の近くにある藤間家や南湖院等の資料

を展示したり、市役所の情報公開コーナーの文書

のうちの歴史的分野を、神奈川県の公文書館のよ

うに保管し、いずれ市民や研究者に対して公開で

きるような施設（公文書館や博物館）があるとよ

いと思う。 

公文書館など施設は、浜見平地区に限定して整

備するのではなく、市域全域の問題としての整備

を検討してまいります。 

２０ 浜見平の公共公益施設を充実させ、距離的に近

い南湖の市民窓口や公民館に併設してある図書

室などを統合し人件費を節約するべきだと思う。

そもそも南湖に二か所に分かれて職員を配置す

る意味があるのか？公民館で住民票を発行して

も良いのではなかったか？ そこにまた浜見平

にも窓口を置くとなると過剰である。公民館に併

設してある図書室であるが１０畳にも満たない

部屋に職員を一人常駐させ、手続き業務をする非

効率さには呆れる。南湖二か所の人員を浜見平に

移し、図書室の面積、蔵書を増やし、魅力ある施

設にして欲しい。 

 

公共公益施設を整備していくにあたり、効率的

な行政運営を行えるよう統廃合も含め検討して

まいります。 

また、幅広い層に活用される図書コーナーの設

置を予定しており、図書館との連携等機能の充実

につきましては今後検討してまいります。 

 

２１ 一児の母として、子育ての支援の充実をお願い

したいです。たとえば子育て支援センターは、今

ある茅ヶ崎駅南口、北口にあるようなスペースは

せまく動き出した子供を遊ばせるのは難しいの

で、出来るだけ広さの確保をお願いしたいです。

またただスペースにおもちゃがあるというより、

遊具を設置したり動いて子供が発散できるよう

にしてもらえるとうれしいです。小さい子供がい

ると暴れるので家にいられなくなってきますが、

夏の暑い日や雨の日など、外に出られず子供はス

トレスがたまってさらに暴れる・・・親も疲労困

憊、ついついどなってしまう・・・というのが現

実なので、室内でそのような場所が提供されると

すごくありがたいです。 

以前住んでいた江東区東雲には 近「グランチ

ャ東雲」という施設ができて、各階でいろんなゾ

ーンがあります。プールやアスレチックのあるフ

ロア、お年寄りがデイサービスを受けられるフロ

ア、畳敷きで乳児も安心して遊べるゾーン、お年

寄りと子供がふれあえるフロア。浜見平もお年寄

① 子育て支援の充実 

子育て支援機能についきましては、保育園機

能に隣接する形で確保していきたいと考えて

おります。 

また、子供達が発散できる屋内スペースとし

ては、多目的スペースを設置する予定であり、

多世代が活用でき、また災害時には避難場所と

しても活用できるように設備・階層等を含め検

討してまいります。 

②茅ヶ崎のまちづくり 

人が集まり活気溢れるには、住んでいる人

だけでなく、訪れた人にも「楽しい」「便利」

「また行きたい」と思わせるような仕掛け作り

が必要と考えます。“茅ヶ崎ブランド”を活か

したまちづくりを今後も引き続き検討してま

いります。 
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りが多い地域なので、そんなゾーンを作ったら子

供もお年寄りも喜んでもらえるのではないでし

ょうか。親としても地域の方々に見守ってもらえ

ることはとても心強いです。どうしても子供と二

人でいると煮詰まってしまうので。。。また保育園

には一時保育の充実もお願いしたいです。働いて

ないお母さんは当然保育園には預けられないの

で、3歳をすぎて幼稚園に行くまで朝から晩まで

四六時中子供と一緒で休まる時がありません。具

合が悪くても父親が会社を休んでくれることも

難しく、死にもの狂い・・・な時も少なくありま

せん。もちろん市内にはいくつか一時保育しても

らえる場所がありますが、浜見平からは遠く、駐

車スペースもない等ここからは不便なので近く

にあると心強いです。何かあってもすぐに迎えに

行ける安心感もあります。働くお母さんのために

保育園の充実を図るのも重要だと思いますが、少

子化を食い止めるのは働いてないお母さんを支

援することも大事だと思います。日々子育てにて

んてこまいでもたまにホッとできる時間、騒がれ

る心配をせず自由に歯医者や美容院、たまにはシ

ョッピングや映画などずっとずっとがまんして

できなかったことをできることによって心に余

裕ができ、二人目三人目をそろそろ作ろうかなと

思えるようになると思うのです。自分を含めまわ

りにも、まだまだ手がかかって今でもこんなに大

変なのに二人目なんて・・・と言っている友人が

たくさんいます。それと、出来たら一時保育の子

供は別室だと尚助かります。ある保育施設で聞い

たのですが、たまにくる一時保育の子は毎日来て

いる子たちになじめず預けられている時間じゅ

う泣いていることが多いらしいです。そこで部屋

を分けたところ、人数も減ったことと、またお互

い始めて同志ということが伝わってずっと泣い

ていることはなくなったそうです。子供はとても

デリケートなので、たとえまだ話せない小さい子

でも、居場所がない、よりどころがない不安は大

きいものです。親としても、ほっとできる時間が

ほしいとは言え、その間中わが子が泣いていると
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思ったら気が気ではないし、預けるのをやめてし

まうと思います。 

またこれは直接公共施設とは関係ありません

が、近隣の歩道の整備をお願いします。コンフォ

ールの前の広い歩道助かります。ただ左富士通り

から国道 1 号までの道は途中で歩道が切れてし

まっていて、子供が乗った自転車のすぐ脇を車が

通るという危ない状況です。（サンドラック周辺）

この辺りは整備されないのでしょうか？ 

それと、今春に引っ越してきてからたまに海へ

行くのですが、浜見平から西浜高校を通ってでた

あたりの海は急な坂道になっていて海へ降りて

いくことができません。せっかく浜辺で遊ばせよ

う！と思っていたのにサイクリングロードから

眺めるだけです。。。このあたりの海に入っていけ

るようにはできないのでしょうか？それと茅ヶ

崎は素晴らしい海という財産をもっているのに

生かしきれてないなと思いました。もっと魅力あ

る店舗をたくさん誘致したり防砂林周辺の手入

れをして外から人を呼び込めるようにすれば活

気があるビーチになるのでは？夏休み中もサザ

ンビーチは閑散としていて驚きました。でも茅ヶ

崎はあくまで住宅地メインだからする必要はな

いのでしょうか？でも産業が乏しいまちなら、観

光客を呼び込めるまちになってもいいのではな

いでしょうか。ハワイを参考にするとか・・・以

前少し住んでいたフロリダの海沿いはとてもき

れいに整備され、さまざまなお店が立ち並び、観

光客も絶えず、活気に満ち溢れていました。おそ

らくさまざまな課題があって出来ていないので

しょうが、正直もったいなあというのが率直な意

見です。 

いろいろ関係のないことを書きましたが、半年

弱茅ヶ崎に住んでみて、心の底から越してきてよ

かったと思っています。浜見平、茅ヶ崎がもっと

もっと住みよい魅力的なまちになること、楽しみ

にしています。 

２２ 地域にこのような施設が出来るのはありがた

いのですが、浜見平グランドが無くなるというの

① グラウンド 

グラウンド機能については、ＵＲへ存続の要
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は、子供たちが自由に遊べる場が無くなるという

ことです。学校から帰ってきて、グランドへ行き

野球やサッカーなどボールを使った遊びが出来

なくなります。ただでさえ、ボールを使った遊び

を自由に出来る場所ないのに。大人もそうです。

成人病予防に運動をしなさいと言われているの

に、自由に運動をする場所が無い状況になりま

す。 

多目的スペースというのは、予約をして大人が

使用することしか出来ないスペースですよね。し

かも室内。この辺りは、柳島記念館・コミュニテ

ィセンターなど、室内を利用するのに不便ではあ

りません。とにかく、中学生以上が利用する場所

が無いんです。幼児やお年寄りを対象にした施設

ばかりです。中間層が利用しやすい場所を造って

ください。参考：海老名市のコミュニティセンタ

ーには、学生が勉強をするための学習室がありま

す。パソコンを使って、調べ物も出来ます。茅ヶ

崎もこのような施設を考えて欲しいものです。 

望をしており、詳細については今後も協議を続

けてまいります。 

② 中間層（中学生以上）が利用する場 

多目的スペースは、屋内の軽い運動から会議

室、学習室等幅広い年代を対象とした施設とし

て検討しております。詳細な機能、設備につき

ましては、今後検討してまいります。 

２３ 市民活動支援機能としての多目的スペースに

は、市民活動団体等が会議やミーティングに利用

できる、個室の会議室を設置してください。ちが

さき市民活動センターには、予約不要で数名の会

議などには使えるフリースペースがありますが、

個室の会議室が無いので、プロジェクターなどを

使うミーティングを行いたいときは不便です。併

せてスクリーンやプロジェクターの貸し出しも

していただけるとありがたいです。藤沢市の藤沢

市市民活動推進センターの施設は、充実している

ので、参考にしていただくと良いでしょう。どう

ぞ、よろしくお願いします。 

多目的スペースは、屋内の軽い運動から会議

室、学習室等幅広い年代を対象とした施設として

検討しております。詳細な機能、設備につきまし

ては、今後検討してまいります。 

 


