
（仮称） 守山複合施設利活用 ・ 運営検討ワークショップの内容をお知らせする

まもりやま通信第 5号は、区の HP に掲載しています。

世田谷区 HP⇒北沢地域トップ⇒北沢地域⇒区民施設情報

第 5 号 2018 年 8 月発行
世田谷区北沢総合支所地域振興課

平成３０年７月７日（土）第 5回目のワークショップを開催しました！　
下北沢小学校の仮校舎として使用されてきた旧守山小学校は、
下北沢小学校が新校舎に移転し、
現在、改修工事が行われています。
「（仮称）守山複合施設基本構想」に基づき、
H３１年度に保育園、福祉作業所、地域集会施設が入る
複合施設として生まれ変わります。

第５回目のワークショップでは、
来年 4月からオープンする施設について、
・現在区で調整中の地域集会施設の利用ルールの考え方
・これまでのワークショップで重ねてきた場のありかたを踏まえ
   利用ルール、運営体のイメージ、関わる範囲や役割について
   検討していきました。
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- 次回第６回ワークショップのお知らせ -
　　　（仮称） 守山複合施設開設に向けて、 利活用 ・ 運営の準備をはじめます！

　　　　地域集会施設利用ルールと運営体の具体検討②

　　　　　第５回のワークショップ、 検討会で進めてきたことを改めて共有し、 ４月にむけて準備を進めます。

●参加方法●

　件名 「１２月１５日　守山ワークショップ参加希望」①氏名 （ふりがな）②郵便番号　③住所　④電話番号

　を電話またはファックス、 E メールでお知らせください。

　【電話】 ０３ ‐ ５４７８ ‐ ８０４５　【FAX】 ０３－５４７８－８００４

　【E メール】　SEA02205@mb.city.setagaya.tokyo.jp

　【事務局】　世田谷区　北沢総合支所地域振興課　生涯学習 ・ 施設担当

当日参加も
可能です！

意見交換

- 検討会を開催しています！ -

≪運営体のイメージモデル検討≫

◆関わる部分（可能性）◆

①運営体の予算は？
⇒（区）現時点で、区として運営体と業務委託契約をする形は考えていない。
　　　 自由度の高い取り組みにしていくためには、既存の助成金や施設の資源といった
              「今ある資源を活かす」ことを運営体で検討いただきたいと考えている。

②今後の進め方について（確認）
・施設利用ルールについても継続的な検討が必要
・運営体のありかた、ルール、活用計画などについて検討が必要

地域集会施設の利用
　　地域で使っていく

パブリックスペースの活用
　運営体で活用していく

◆メンバーなど運営体のイメージ◆

自主的な検討会の必要性（第 6回ワークショップまでの間に複数回）
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・誰でも参加しやすいルール
・みんなで話し合い、
    譲りあえるルール、雰囲気
・やりたいことを反映できる
    弾力的な運営
・住んでいる人たちにとって
   有効的に使えるかたち
    を具体的に検討していく。

運営体の関わる部分、メンバー、ありかたのイメージを、これまでのワークショップで出てきた意見を集約した形
で図化し、確認しながら、大枠として以下の方向で進めていくことになりました。
また、運営体のルールづくり、活用計画などより具体的なことについては、ワークショップ参加者を中心に自主的
な検討会（準備会）を立ち上げ、検討していくことになりました。

調整

9 月　           参考事例施設の見学

9-10 月ごろ 次回 （第２回） 検討会

複合施設開設に向けて、

自主的な検討会（準備会）を開催しています。

集会施設の利用ルールや運営体のルールについては、

参考となる施設見学などを行いながら検討して

いく予定です。どなたでもご参加いただけます。

詳しくは事務局までお問合せください。
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12 月 15 日（土）10:00-12:30　［代田区民センター２階  第 1・2会議室］　

2 階 会議室 2室

入口：交流スペース
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≪地域集会施設の利用ルールについて≫

開館時間

休館日

会議室・多目的室・ロビー    9:00-21:30
広場　9:00-17:00

[ 現在区で調整中の内容報告 ]

①保守点検・清掃等のため、月１回の
　 休館日（ロビー・広場も含む）を設ける
②年末年始（12/28-1/4）

・会議室 団体による利用
①9-12　②12:30-14:30　③15-17
④17:30-19:30　⑤20-21:30

◆集会施設全体の開館時間・休館日◆

◆スペースごとの施設利用・時間枠◆

今年10月より改正される公共施設利用時間の設定枠に基づく。
⑤枠は施設全体の終了時間にあわせる。

・多目的室 平日昼間（9-17）：個人利用（無料開放）
平日夜間（17:30-21:30）  ＆土日祝日
　　　　　　：団体の予約・利用も可能

旧体育館

・広　場 夜　間：17時以降は閉鎖
平　日：個人利用（無料開放）
土日祝 ：団体利用可能
①9-12　②13-15　③15-17

団体予約がない場合は、個人利用（無料開放）

地域振興課より、現在区で調整中の集会施設利用の考え方を報告させていただきました。
これからみなさんと運営体について検討を進めるのと同時に、区の施設としての方向も明確にしながら進めていきます。

他の集会施設と同様有料とする。（金額は調整中）
◆利用料金◆

◆意見交換◆
３-①参照

[ 意見交換内容と今後の検討事項 ]
１．施設全体
①施設全体の管理は？

⇒（区）門扉管理など施設全体の管理は、区の業務委託で常駐する管理者を置く想定をしている。
　　　 また、複合施設には、避難所運営機能もあるため、避難所運営委員会で門扉管理ができるようにする。

②パブリックスペースの活用（運営体での活用）と集会施設利用ルールは同じか？
⇒（区）整理し、分けて考えていきたい。

③会議室での飲食は可能か？（福祉作業所のコーヒー＆菓子の出前の可能性について）
⇒（区）条例等による施設の位置づけにも関係するが、一定のルールのもとで前向きに調整したい。

２．運営体の集会施設利用について
①地域活動はけやきネットルール（2か月前予約）よりも先に決まらないし、
　ある程度直前まで使えるようでないと、地域での活用が進めにくのではないか？

②運営体と集会施設利用の関連は？
⇒（区）運営体に参加してくれる団体が、集会施設を利用しやすいように検討していきたい。
　　　  運営体の集まり方、関わり方、利用枠の調整のしかた等のルールをみなさんと一緒に検討できたらと
　　　  考えている。
⇒（参）他の団体でも比較的自由度の高い、フリーなスペースとしての使い方ができるとよい。

３．安全・防犯上の気になる点について
①広場・多目的室の利用に関する安全上の点（小学校時代は委員が常に見守り⇒複合施設はない）
・パブリックスペースと広場の考え方は？
   広場は 17 時まで、施設は 21:30 まで開設。
   交流スペースから季節の良いときは、自然とテラスへ人が流れることも期待できる。
 ⇒（区）近隣への配慮で騒がないなどのルールの必要があるが、貸出施設とパブリックスペースの利用時間は
　　　　分けてよいと考える。
 ⇒（参）夏場など 17 時で広場が使えなくなるのは早いのではないか？
・保育園・福祉作業所の通路と広場・パブリックスペースの関係性の中での不安点
   福祉作業所の通所者の帰宅時間にトラブルになったら…という心配がある
   保育園からの帰宅時間もさまざまで、帰るときの見守りの目の確保が難しい状況にある。

②屋上へのアプローチについて（3階の福祉作業所との関係性で防犯上気になる）
⇒（区）防犯上のことを含め検討したい。屋上は改修後も不特定多数の方に入ってもらえる状況には
               なく、運営体での活用の範囲で対応していくことになると考えている。

検討事項

区としては、利用料金の収納事務を含め、
けやきネットシステムの活用を検討している。
ただし、「地域コミュニティの活性化のための施設」
であることを前提に、運営体（参加団体）の
予約・利用方法については、手法を検討中。

①9-12　②12:30-14:30　③15-17
④17:30-19:30　⑤20-21:30
団体予約がない場合は、個人利用（無料開放）


