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1980年（昭和55年）に開館した市民文化会館は、耐震補強及び改修工事を経て、2018年 10月にリニューアルオープンしました。

茅ヶ崎市民文化会館リニューアル概要

耐震補強

□杭の増設（96 ヶ所）

補強部材の追加で既存建物の荷重が増加したことにより、杭への負

担が増えるため、それを補うために杭を増設（96 ヶ所）しました。

□鉄骨梁の新設
水平面での剛性を高めるため、水平ブレースを施工しています。

□鉄骨ブレースの新設（13 ヶ所）　　　
建物の耐力不足を補うため、開口部などがある面に補強しました。

□鉄筋コンクリート梁の補強
水平面での剛性を高めるため、鉄筋コンクリート

梁についても補強を行っています。

□耐震壁の新設・増し打ち

建物の耐力不足を補うため耐震壁の新設を 59 ヶ所に、増し打ちは

26 ヶ所行いました。

所要の耐震性を確保し、災害時の応急対策活動の拠点（Is 値 0.75 以上の確保を要する施設）として機能するよう

補強を行いました。

改修前　最低 ls 値　0.44　　⇒　　改修後　ls 値　0.75 以上

※ ls 値とは、構造耐震指標のことをいい、地震力に対する建物の強度、靱性（じんせい：変形能力、粘り強さ）

　 を考慮し、建築物の階ごとに算出します。

before after

after
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基礎増設



開館当初から大ホールの音響性能は評判が良かったため、内装形状を全く同じに作り直しています。

天井及び壁面は耐震補強が必要であったため、一旦、天井及び壁面を全て撤去し、耐震補強された

下地を設け、全く同じ形状に造り直しています。

　また、小ホールにあっては、これまで残響時間が短かったため、全面的に内装を改修しました。

客席天井を高くして内部空間の容積を増大すると共に、吸音部分を少なくすることで残響時間が長

くなり音響性能が向上しました。

ホールに響く音が残る時間を残響時間といい、一般的に残響時間が 2.0 秒程度であるとクラシック

音楽の生演奏を聴くのに適しているといわれています。

音響性能の向上

バリアフリー対応

小ホールは残響時間が 0.93 秒から 1.2 秒となり、大幅に音響性能が向上しました。

大ホールは残響時間が 1.5 秒から 1.9 秒となり、クラシック音楽に、より最適な音響性能となりました。

２階市民ロビー内の段差を解消し、３階小ホールへのアクセスを向上させるために、

エスカレーターを新設しました。また、大ホール内にエレベーターを設置しました。

大ホールエレベーター 小ホールエスカレーター

車いす対応客席スペース：客席を取り外して使用します。

各階に全部で 12 箇所の多機能トイレを設けました。

また、一般トイレは全て洋式化し、ブース内には、

手すり、ベビーチェア、フィッティングボードを

設置しています。

大ホール及び小ホールホワイエには、ホー

ル中継モニター付きの多目的室を設置して

います。イベント開催時に、親子室や休憩

所に使用できます。

ミルクを作るために必要な給湯設備を備え

ています。

大ホール　

before

before

before

室的目多室乳授
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小ホール　

同形状に復旧天井・壁解体

残響時間とは

after

after

after



東日本大震災を受けて、建築基準法の改正により天井の水平投影面積が 200 ㎡を超えるもので、天井の

高さ 6m を超え、かつ、天井面構成部材等の１㎡当たりの平均質量が 2kg を超える吊天井（特定天井）

に対して、構造方法が定められました。特に単位面積質量が 20kg/ ㎡を超えるものは補強又は改修が求

められます。

（平成 25 年 国土交通省告示第７７１号）

特定天井の改修

ミニホールの新設＆展示室の移設

100 人程度の小規模発表会などでご利用いただける「練習室 1 兼ミニホール」を新設しました。これまでは展示室として利用され、真ん中に柱があり、

ましたが、ホールとして使用できる空間を確保するために柱を撤去しました。音響的に好ましくないフラッターエコーなどの反射音を抑えるために天

井は球面とし、また吸音板の配置などによって、臨場感あふれる音響となっています。また、調光装置による演出も可能です。

大ホール及び小ホールの天井は、天井部材と

構造躯体を一体化して安全な構造に改修しま

した。

市民ロビーの天井は、天井材を１枚約 160ｇ

のものを使用するなど、万が一の落下に備え

安全性を高めました。

展示室は、これまで駐車場であった部分に移設しました。

可動パーティションにより、展示空間は、複数団体で 2

分割、3 分割での利用ができるようになりました。

before

before

before

before

after

after

after

特定天井の改修について

after
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長年親しまれていた景観を残すため、既存のタイルを残しています。また、浮きがあり

剥落の危険があったタイルは、ピンを打ち込んで固定し、表面に剥落を防止するアクリ

ル性樹脂を塗膜しました。

市民プラザの下のこれまで駐車場であったところ

を展示室として利用をするため、市民プラザのタ

イルを全て撤去、防水を施工し、新たにタイルを

張り直しました。

景観配慮・緑化の推進

舞台設備改修

設備改修
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市民プラザ

緑化

電気設備

開館から 36 年使用してきた古い設備を、 新の 適な設備に更新しました。

響音台舞明照台舞構機台舞

備設水排給備設調空

before after

after

緑化フェンスの設置や県道沿いへの植樹、また、

成長が悪くなっていた植栽を入れ替え、季節を

感じさせる花や草木を増やしています。

操作環境の改善のために

音響調整室を客席後方へ

移動するとともに音響機

器を一新しました。

既存の照明機器を活かしつつ、音響

反射板の照明に LED 照明を採用しま

した。また、操作環境の改善のため

に調光室を客席後方へ移動しました。

照明バトンの電動化など操作環境を改善しています。

また、音響反射板については仕上材を燃えにくいものに交換しました。

外壁改修

植栽に LED ライン照明を設置

しました。

受変電設備

市民ロビーは床吹

出しによる居住域

空調としました。

洋式化したトイレには、

手すりを設け、ベビー

チェアやフィッティン

グボードを備えていま

す。

受水槽空調室外機



※大ホール及び小ホールのどん帳は、クリーニングによりほぼ竣
　工当時の鮮やかさを取り戻しました。

市内在住であった文化勲章受章者、名誉市民の小山敬三画伯が昭

和７年に描いた大作ともいわれる「浜降祭」をどん帳に織り込ん

だものです。暁の祭典として知られるこの浜降祭は、毎年７月海

の日の早朝、まだ明けやらぬ南湖の浜に４０基ちかくの神輿が集

まり壮絶な絵模様を繰り広げます。

江戸時代後期の浮世絵師、安藤広重の原画である「馬入川舟渡」

を版画に再現してどん帳に映えるよう装飾的要素を加えて作成し

たものです。

市の花（ツツジ）と市の木（アカシア）をアレンジしたものです。

施設概要

工事概要

□大ホール

案内図

所 在 地：茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１１番１号

●ＪＲ茅ヶ崎駅北口より徒歩８分です。

●周辺道路混雑のため、公共の交通機

  関をご利用ください。
〒２５３-００４１　茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１１-１

茅ヶ崎市民文化会館

http://www.chigasaki-hall.jp

施設の申込みは直接ご来館下さい。
電話での申込み・予約は受付けておりません。
なお、施設の空き状況の照会等は茅ヶ崎市公共施設
予約サービスをご利用下さい。

ＴＥＬ：０４６７(８５)１１２３
ＦＡＸ：０４６７(８６)２７５４

●駐車場のご案内

　[ 駐車券を各施設共通の減免機に通

　すと１時間まで無料となります。]

　有料駐車場「タイムズ茅ヶ崎第１～

　第４駐車場（地図上の①～④）」を

　ご利用ください。

開  　館：１９８０年１０月
リニューアル開　館：２０１８年１０月

構造規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造４階建

収容定員：１３８１人（親子室６席、車いす用客席１２席）

□小ホール
収容定員：３８４人（車いす用客席１１席）

□練習室１兼ミニホール
面　　積：９６㎡

□練習室
練習室２～４　練習室５、６（和室）

□展示室
Ａ室（７４㎡）　Ｂ室（５６㎡）　Ｃ室（１１５㎡）

□会議室
大会議室　第１～第５会議室

施　工　者：建築工事　　　大成建設株式会社　横浜支店

　　　　　　電気設備工事　雄電社・弘電社

　　　　　　　　　　　　　　　特定建設工事共同企業体

　　　　　　機械設備工事　大成温調株式会社　横浜支店

　　　　　　サイン他工事　亀井工業株式会社

　　　　　　植栽工事　　　株式会社やまなか園建設

設計・管理 : 株式会社エイアンドティ建築研究所

総　工　費 : 4,786,341,840 円（設計費・監理費を除く）

Special thanks!

●期間限定で募集した「市民文化会館の再整備または文化振興に

　かかる事業」への寄附について、１３４の個人や団体の方から

　総額１１２１万８５００円をいただきました。また、市内事業

　者との共同制作「市民文化会館のカケラを使ったメモリアル

　グッズ」を限定販売し、売上の一部が市の収入になりました。

●湘南舞台芸術振興協会ピアノ寄贈プロジェクトにより、練習室

　１兼ミニホールに、グランドピアノをご寄贈いただきました。

大ホール第二どん帳

大ホール第一どん帳

小ホールどん帳
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