
狛江市⺠センター改修を考える
市⺠ワークショップ

狛江市⺠センター改修を考える
市⺠ワークショップ

第６回テーマ
「ブロックプランを考えよう」

2022年５月15日（日）9︓30〜12︓00

＜配付資料＞
・ワークショップスライド
・第４回/合同ワークショップかわら版
・第４回/合同ワークショップご意⾒まとめ
・改修ブロックプラン（案）

・ブロックプランに関する主な意⾒
・市⺠センターの現状と改修案の⽐較
・中央公⺠館の利⽤状況から分かること（考え⽅のポイント）
・狛江市市⺠活動⽀援センターの事業報告書等

本日のプログラム

１．第4回/合同ワークショップの振り返り（10分）
２．利⽤状況・ブロックプランについて（30分）
３．グループワーク:ワークショップの進め⽅(15分)
「ブロックプランを考えよう」

-シンキングタイム (15分)
-グループワーク (45分)
-意⾒集約 (15分)

４．グループ発表（５分×３チーム︓15分）
５．次回予告（５分）
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9:30- 9:40
9:40-10:10
10:10-10:25

10:25-10:40
10:40-11:25
11:25-11:40
11:40-11:55
11:55-12:00

タイムテーブル



開催スケジュール

市⺠センター改修ワークショップは全５回から全７回へ変更しています。
※新型コロナウイルス感染症対策により、開催時期は変更となる
場合があります。

回数 日付 テーマ

第１回 7月11日
(日)10︓00

狛江のじまん・ふまん 〜より良くしたい!改善したい!〜
これまでの検討経緯、施設の問題・課題

第２回 10月30日
(日)10:00 意⾒交換

第３回 12月12日
(日)９:30

新しい市⺠センターに必要な設備・機能を考えよう︕
利⽤意向と内容、空間・環境への要望

第４回 ３月27日
(日)9:30 部屋の配置・部屋の面積を考えよう

第５回
（新図書館WSとの

合同WS）

４月10日(日)
10:00

新しい市⺠センター図書コーナーの機能・配置・
面積を考えよう

第６回 ５月15日(日)
9:30 ブロックプランを考えよう

第７回 ６月12日(日)
9:30予定 市⺠センター改修基本構想（案）
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合同ワークショップの振り返り

ワークショップの様子をまとめたかわら版は、市ホームページに掲載
しているほか、各施設で配布しております。
また、発表の様子をまとめた動画に関しても、YouTubeの狛江市公式
チャンネルにて公開中です。

かわら版 動画
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市HP
作成中



【確認申請⾏為が難しい理由】
「狛江市⺠センター」は、1981年以前の旧耐震基準で設計された建物です。
増築を⾏なう場合には、建築基準法に基づき確認申請が必要となり、
構造的に現⾏法適合（新耐震基準適合）が求められます。
新耐震基準は、旧耐震基準と⽐べて構造設計⽅法が大きく変わっています。
旧耐震の建物は、以下の理由などで現⾏法適合ができていません。
１．許容応⼒度計算（⾼さ⽅向の設計地震⼒分布の考え⽅を導⼊）
２．保有⽔平耐⼒計算（部材の壊れ⽅の定義と建物が持つ⽔平耐⼒の考え⽅の導⼊）
３．層間変形角、剛性率、偏⼼率（変形の制限、バランスの考え⽅の導⼊）など
これらの項目について現⾏法を満たすためには、かなりの範囲を取り壊して
作り直す必要が出てくる可能性があり、これには多額の費⽤がかかります。

既存建物上部への増築(増床)が難しい理由

【市⺠センター安全性確保の⽅法】
狛江市⺠センターのように、現⾏法では対応できない場合における
安全性確保のための⽅法として、「耐震改修促進法」に基づく耐震補強
という手法があります。これは、現⾏法とは違い、
部材毎の健全性の確認ではなく、補強によって建物全体の耐⼒を上げる
ことにより、地震に対しての安全性を確保する⽅法です。
増築等を⾏わなければ、確認申請は必要ありません。 5

①オーニング（開閉式テント庇）
面積に⼊らないので設置可能
⽇除けが主目的＝北側での必要性 要確認
＜注意点＞︓取付部の強度確認、

強風時の巻き上げ管理体制

②仮設テント（一時的、置型）
面積に⼊らず、軽いので仮設置可能
＜注意点＞︓風が強いと動いてしまうので、

常時人がいる場合に限られる

③柱を固定するテント など
外気に晒されているものの集会・娯楽など、
いわゆる屋内的⽤途に供するので、
面積に参⼊しなければならない
＝確認申請を要する（設置は難しい）

テラスのテント利⽤の可能性
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バルコニー・テラスの利⽤について
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２階

１階地下１階

配慮した上での利⽤検討
北側バルコニー・テラスの利⽤に
ついて、2階北⻄側テラスの利⽤検
討は可能だと思われますが、近隣
住⼾との距離を考慮すると、地下1
階北東側、1階北東側、2階北東側
のテラス及びバルコニーの利⽤は
難しいと思われます。

施設の利⽤状況について（再掲）

8

課題①：予約が混んでいるため、部屋を確保しにくい
課題②：共用部でゆっくり過ごせない（施設が暗く、閉鎖的である）
課題③：活動で利用できる時間枠を使い切れていない
課題④：用途に合った部屋が足りないため、別の部屋を使っている

解決案①：利用区分を分割して、利用（予約）枠を増やす
解決案②：利用状況の分析結果から需要の多い部屋を増やす
解決案③：開放的でゆとりのある共用部分をつくる



施設の利⽤状況について（再掲）
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施設の利⽤状況について（再掲）
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施設の利⽤状況について（再掲）
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施設の利⽤状況について（再掲）
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施設の利⽤状況について（再掲）
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◆解決案①：利用区分を分割して、利用（予約）枠を増やす
⇒利用区分を３区分から４区分に変更することで、利用枠が
約30％増える

◆解決案②：利用状況の分析結果から需要の多い部屋を増やす
⇒「会議・教養」による会議室の需要が多く、専用用途の部屋でも
同様の活動が行われている

⇒音楽や演劇の利用が多い視聴覚室は利用率が高く、第四会議室も
同様の用途で使われている

→音楽や演劇等で利用する部屋を増やす

⇒５人以下、８人以下の少ない人数で利用されているケースも多い
→利用件数の多い会議等で人数に合った部屋を増やす

◆解決案➂：開放的でゆとりのある共用部分をつくる
⇒いつでも誰でも立ち寄れて交流できる場を創出する

ブロックプランについて

お手元に、改修ブロックプラン（案）を配付しています。

今までのワークショップ、市⺠アンケートなどでのご意⾒をふまえ、
１階のプランは２案（A案・B案）作成しています。

現状のプランと⽐較しながらご確認ください。
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２階
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地下１階
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１階A案

18

１階B案



グループワーク

Question

ブロックプランを⾒て、
良くなったところ・改善したいところ

・配付している図面を⾒て、また先ほどまでの説明をふまえて、
いままでの施設と⽐べて、良くなったところはどんなところですか︖

・ここは改善したい、というところはどんなところですか︖
また、改善するためのアイディアを教えてください

アイディアのヒント
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グループワーク
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模造紙の作成イメージ

コメントと理由を併せて
ご記入ください

特に良くなった箇所には
イイネシールもお使いください

各テーブルに⼤判で出⼒した図⾯がありますので、そこに直接付箋を貼り付けてください。



ワークショップの流れ

個人で
沢山出す

どんどん書く

思いつき

アイデア

大歓迎

グループで
考える
整理する

(くじで決まって
いる発表者が)
発表する

ふせん1枚＝１意⾒︕

グループ名︓○○○
○○○

○○○○○○

○○○

１
２

３

否定しない︕
そういう考えもあるね︕

へぇ︕それいいね︕あいのりOK︕

振り返り

４

恥ずかしがらずに
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恥ずかしがらずに、

どんどん書いてみる、出してみる。
は

ひ

ふ

へ

ほ 他の人・グループの意⾒を聴く、褒める。

ふせん1枚に⼀意⾒。
なるべく沢山、なるべく短く、なるべく大きな字で︕

否定しない︕⾃分と違った意⾒も、それもあるね。

へぇ︕それ、いいね︕真似してOK︕
便乗して発想を広げる。

ワークショップのお約束
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シンキングタイム グループワーク

２．ワークショップの流れグループワーク

グループ発表

個人で考える 意⾒を貼付け・分類する
さらに意⾒を付け加える

グループで整理・
集約した意⾒を発表
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２．ワークショップの流れグループ発表

グループ発表

各チームの発表者の⽅は中央に集まってください︕



お疲れ様でした︕

第７回のワークショップは６月12⽇に実施する予定です。
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回数 日付 テーマ

第１回 7月11日
(日)10︓00

狛江のじまん・ふまん 〜より良くしたい!改善したい!〜
これまでの検討経緯、施設の問題・課題

第２回 10月30日
(日)10:00 意⾒交換

第３回 12月12日
(日)10:00

新しい市⺠センターに必要な設備・機能を考えよう︕
利⽤意向と内容、空間・環境への要望

第４回 １月23日
(日)10:00 部屋の配置・部屋の面積を考えよう

第５回
（新図書館WSとの

合同WS）

４月10日(日)
9:30

新しい市⺠センター図書コーナーの機能・配置・
面積を考えよう

第６回 ５月15日(日)
9:30 ブロックプランを考えよう

第７回 ６月12日(日)
9:30予定 市⺠センター改修基本構想（案）

お疲れ様でした︕

次回予告︕
今回は新しい市⺠センターに関して、「ブロックプラン」

について検討しました。

➡次回のワークショップでは、
市⺠センター改修の基本構想案をテーマとして、
これまで検討してきた内容の振り返りや、
それに対してご意⾒をいただく回を予定しています。
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