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第２回池田町地域交流センター基本構想策定委員会 

議 事 録 

１．開催日時等 

平成 26年 11月７日（金）   13:30～15:30                      

池田町大会議室 

 

２．出席者（委員） 

  委員 国立大学法人福島大学経済経営学部 教授 

協同組合地域活性化フォーラム 理事長   奥山 修司 

委員 池田工業高校 校長            田村 浩啓 

委員 池田町議会 総務福祉委員会副委員長    服部 久子 

  委員 池田町教育委員会 教育委員長       中山 俊夫 

  委員 池田町芸術文化協会 副会長        横澤 はま 

委員 池田町公民館運営審議会 委員       片瀬 信男 

委員 池田町三校ＰＴＡ連絡協議会 副会長    後藤 博志 

委員 池田町三校校長会 会長          荒井 和子 

委員 池田町自治会協議会 会長         太田 修 

委員 池田町社会福祉協議会総務企画係 主任   浅原 由美子 

委員 池田町商工会青年部 部長         栗林 克行（欠席） 

委員 池田町スポーツ推進委員          渡邊 健太郎 

委員 池田町図書館協議会 委員         平松 汎之 

委員 池田町保育園連絡協議会 会長       新井 雅和 

委員 池田町老人クラブ連合会 会長       三澤 孝文 

委員 おはなしボランティア           湯田 洋子 

委員 コールラベンダー（公民館利用団体）代表  小田切 純子（欠席） 

委員 わんぱく広場 代表            小林 愛子 

委員 公募委員                 太田 勍 

委員 公募委員                 松澤 弥栄 

 

アドバイザー 北安曇地方事務所商工観光建築課建築係 課長補佐 

                        米倉 雅博 

                                （敬称略） 

  事務局 

  教育課長         宮崎 鉄雄 

教育課生涯学習担当係長  矢口 喜輝 

教育課生涯学習係     寺島 靖城 

図書館長         小澤 洋治 

株式会社 環境計画    松澤 等 

株式会社 環境計画    伊沢 善平 
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３．配付資料 

1)次第 

2) 資料１ 第１回池田町地域交流センター基本構想策定のためのワークショップ（報告書） 

3) 資料２ 地域交流センターの夢（基本コンセプト） 

4) 資料３ （基本コンセプト）参考事例 

5)地域交流センター基本コンセプト 提案書 

 

４．議事 

1)開会（13:30） 

 

2)開会あいさつ 

 

3)協議事項 

 (1)資料説明 

 ①第１回池田町地域交流センター基本構想策定のためのワークショップについて（資料１） 

  資料１について、事務局より説明を行った。その結果、以下の意見等が出された。 

 

  太田勍委員：ワークショップの登録人数は何人か。 

  事務局 ：登録人数は、一般公募による 26 名であり、当日６名の欠席者が居たため、20

名の参加となっている。 

       ワークショップでは、第２回以降に新たに参加したい町民も受け入れることと

している。 

  太田勍委員：参加者が少ないと考える。もっと増やすことが必要ではないか。 

  事務局 ：教育委員会にて一般公募をかけ、応募した方全員を登録している。また、ワー

クショップのなかでも、知り合いの参加を促して頂くようアナウンスしている。 

  太田委員：ワークショップで検討する際に、面積や工事費について規制をかけているのか。 

  事務局 ：今回のワークショップでは、基本コンセプトを検討した。社会資本総合整備計

画についての説明をしたが、面積や工事費についての規制はしていない。 

  渡邊委員：ワークショップの参加者の年齢構成はどのようなものであったか。 

  事務局 ：比較的、高齢の方が多い年齢構成であった。 

  渡邊委員：可能であれば、学校の児童や生徒にアンケート調査を実施してはどうか。今後、

30年、50年使う施設となるので、意見を聴く必要があるのではないか。 

  事務局 ：ご意見として頂戴いたします。委員会が児童や生徒の意見を参考にしたいとい

うことであれば、実施を検討する。 

  松澤委員：地域交流センターにおける「交流」という言葉について議論はされているのか。

町民は、交流すると言うことについて議論しているのか確認したい。 

  事務局 ：社会資本総合整備計画において、まちの再生のために核となる施設として地域

交流センターを位置づけている。地域交流センターは、公民館機能と図書館機

能を併せ持った施設として、また、利用のなかで交流をするということにして

いる。ただし、交流の具体的な内容について検討されていないので、ワークシ
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ョップの中でも検討していきたいと考えている。今後、委員会でも図書館、公

民館の分科会を開催する予定としているので、その中で具体的な「交流」につ

いて議論されるものと推察、または期待している。 

  松澤委員：新しい交流センターができることに対して、町民は実感として感じていないの

ではないか。そのなかで、交流という言葉が出てきたとき、どのように考える

のか疑問である。活動をしているグループまたは単位同士は、横のつながりと

して交流はあまり考えていないと推察される。そういうなかで交流という言葉

を考えるのは、あまり意味がないのではないかと考える。自分なりの交流を考

えると、交流ではなく「対流」ではないかと考える。混じり合うことが大切な

のではないかと考える。上下に混じり合うことが重要なのではないかと考える。 

  事務局 ：今回のワークショップの２グループのなかでは、建物の建設に際しての町民参

加だけではなく、運営にも町民が参加するという言葉が出されている。今後の

ワークショップのなかでご意見を聞きながら、教育委員会とも調整しながら、

地域交流センターの運営については検討していきたいと考えている。 

  平松委員：ワークショップの参加人数が少ない問題や、様々な年代の意見が十分に把握さ

れているかとの問題が出されている。議論への参加を広げる観点から、ウェブ

サイトを活用して、町民の意見をまとめていく必要があるのではないか。今後、

パブリックコメントなどを予定していると考える。今回の議論の内容などは、

ウェブサイトで公表するべきではないか。そのことによって、町民の関心が深

まるのではないかと考える。 

  事務局 ：貴重なご意見として頂戴いたします。資料１については、個人名を伏せたうえ

で、ウェブサイトに公表していく予定としている。また、第１回ワークショッ

プには、様々なプレスを呼び、記事にして頂くことで町民への周知を図ってい

る。 

  奥山会長：これからコンセプトから施設のスペースイメージを検討していく。施設が完成

した後は、利用人数や利用世代、開催イベント等の利用状況が開示され、それ

ぞれを広報することで、周知を図っていきたい。結果指標として検討しながら

施設整備を行っていく必要があると考える。 

 

 ②地域交流センターの夢（基本コンセプト）（資料２）、（基本コンセプト）参考事例（資料３） 

資料２、資料３について、事務局より説明を行った。その結果、以下の意見等が出された。 

  

  奥山会長：資料の説明があった。言葉づくりなので、それぞれの感性があるので、難しい

面もある。各委員の考えを聞いてはどうかということで、委員の案の提出用の

資料も用意して頂いている。 

       今後、ワークショップでの検討の進捗もあるので、委員会としては、第４回委

員会での決定を目指したいと考えている。本日は、報告を聴く場とし、内容の

確認及び質問、要望に留めたいと考える。本日は、ワークショップの参加者を

増やす問題や子ども達の意見を聴くことに対する議論をしたいと考えている。 

資料２、資料３について特に質問、意見等は出されなかった。 
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③今後の議論の進め方について 

  後藤委員：ワークショップと本委員会の関係はどうなっているのか。基本コンセプトはど

のような立場で考えればよいのか。それぞれの役職の立場か、個人の立場で考

えるのか回答願いたい。 

  事務局 ：ワークショップと委員会の関係については、ワークショップは公募の参加者で

構成されており、広く町民の意見を聴く場として位置づけている。ワークショ

ップの結果は全て委員会に報告することとしている。一方、委員会は、第５回

委員会で提言書を取りまとめていく予定をしている。したがって、委員会は、

基本コンセプト及び機能に関する提言書をまとめることを役割としている。最

終的な提言に関する決定は、委員会にて行いたいと考えている。 

       基本コンセプトを考える立場については、各委員にお任せします。それぞれの

役職の立場、個人としての立場、またその両方を記入されても良いこととした

い。 

  服部委員：ワークショップの報告書に井戸という言葉があるが、水がでるのか。 

  事務局 ：計画地に井戸があるということが、町民の意識の中にあるようである。社会資

本総合整備計画を立案する際にも、同様の意見がだれている。現地を調査した

結果、井戸はないことが判明している。また、西町川に関しては、水利権が厳

しく、水を活用することは難しいと考えている。 

 

④委員会の中で出された意見について 

 委員会の中で出された意見について検討を行った。 

  奥山会長：ワークショップの参加人数を増やす問題やパブリックコメントとして、まとま

ってから意見を求めるのではなく途中段階でウェブサイト等を活用して意見聴

取してはどうかとの問題、子ども意見を聴くことに関する問題について議論願

いたい。 

  事務局 ：ワークショップの参加人数を増やす件に関しましては、ワークショップ参加者

にお友達を連れてきて頂けるようアナウンスをしている。新聞でも新たな参加

者については受け入れる旨の記事を掲載して頂いている。できることであれば、

今後広報等で呼びかけをしていきたいと思っているので理解願いたい。 

       町として初めてのワークショップであり、26 名の参加表明、20 名の参加はあ

りがたいと考えている。 

       ウェブサイトを通じた情報提供に関しては、町のホームページで掲載していき

たいと考えている。中間での町民意見の聴取については、今後の検討とさせて

頂きたい。パブリックコメントは実施する予定としている。委員会資料につい

ても、ホームページに掲載することを検討したいと考える。 

       子ども達の意見の聴取に関しては、池田工業高校の校長先生にも委員を引き受

けて頂いているので、田村委員も含めて検討していきたいと考えている。荒井

委員にお伺いしたいが、小中学校での対応は可能か。 

  荒井委員：小中学校での対応については、３校校長会で検討したいと考えている。内容か
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ら、小学生の対応は難しいと考える。中学校で可能か検討したいと考えている。 

  事務局 ：本日は、結論が出せないが、学校関係と協議しながら、子どもの意見聴取につ

いて検討したいと考えている。 

       それ以外についても、検討の後、次回委員会で報告したいと考える。 

  太田勍委員：ワークショップの参加者と委員会の委員を会わせても 50名程度である。町民

の 1割 100名程度の参加を促してはどうか。その上で意見を取りまとめていく

ことが必要ではないか。検討に多くの人が関わることで、今後の運営も円滑に

できるのではないかと考える。 

  事務局 ：多くの参加者を募り、意見を聴くことは重要と考える。今後も参加者を広く募

っていきたいと考えている。また、今回は基本構想の立案である。ワークショ

ップでも、今後の運営も町民主体との意見も出されている。次年度には、基本

設計や実施設計を予定しており、その際にもワークショップを予定しており、

多くの町民に興味を持って頂くこととしたいと考えている。 

  中山委員：今回の計画地と隣接した商業等活用エリアが、別の委員会で検討されていると

のことであるが、検討状況について報告願いたい。特に、検討の状況、いつま

でに何をするつもりなのかについて情報の提供を願いたい。 

  事務局 ：今後の検討に際して、第４回目の委員会で関係部局の出席や資料の提供などを

検討していきたい。 

  後藤委員：まちのにぎわいを取り戻すとはどのようなことを想定しているのか。また、池

田町として町をどのように発展させていくのか。観光か、人口増加か、今居る

人たちの高齢者や子育てを主眼とするのか回答願いたい。 

  事務局 ：まちのにぎわいについては、社会資本総合整備計画では昔のにぎわいを取り戻

したいとしているので、本委員会でもこれを主眼としたい。ただし、今回の計

画ですぐにそれが実現できるわけではないと考えている。今回の地域交流セン

ターによって、多くの人が集まる場を創出し、まちの再生の第１歩としたいと

考えている。その後、商店街の努力や行政の施策が必要となると考える。 

       第５次総合計画では、人口目標を 11,000 人とし、若者の定住を目指している。

観光でも観光人数を増やす努力をするとしている。特に人口を維持するため、

行政として様々な施策を行う予定としている。 

  奥山会長：全国的な問題であるが、難しい問題である。様々な施策が必要であるが、補助

金を有効に活用しながら対策を講じていくこととなる。 

       全国的にもワークショップの参加者が集まらず、十分な検討ができない状況に

ある。池田町は、多くの町民が参加して、限られた時間の中で濃密な検討をし

ていることが、すばらしいことと考えている。 

  三澤委員：今後、池田町の人口は減少するだろうと考えている。高齢者が増えていくが、

若者の定住も促すためには、若い人が魅力に感じるものが必要であると考える。

これがないと、若者の減少が更に進むのではないか。今回のワークショップや

委員会に若い人がいないことが問題であると考えている。若い人が増加する検

討が必要ではないか。若い人の意見を取り入れることが必要であると考える。 

  事務局 ：ワークショップの参加者は 30歳代から 80歳代までである。多くの町民に参加
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頂きたい気持ちはある。広報等を行っているが、若者の参加が少ない状況にあ

る。関係する方々に、若者の参加をお願いしたいと考えている。ぜひ、ご協力

をお願いしたい。 

  浅原委員：池田町は南北に細長く、地域交流センターが北部地域に計画されることから、

会染などの町民の関心が薄いという事実がある。今後の検討材料として、町内

の他の公共施設で、どのようなイベントや講座が行われているか、また、各施

設の利用状況などを示して頂きたい。それがワークショップの検討材料にもな

るのではないかと考える。これからのまちづくりにも関係すると思うが、その

ような資料をまとめたものを検討頂きたい。 

  事務局 ：町内の各施設の案内は、町のホームページにある。 

       講座や人材についてはアイネットという冊子を、かつて配布した経緯がある。

本年この冊子の見直しを行っている。来年春には、町民にお知らせしたいと考

えている。 

       施設の利用状況や利用方法については、庁内で検討したい。 

  荒井委員：会染地区は、計画地から離れている。したがって、会染小学校児童が毎日、施

設を利用することは難しい。現在、会染の児童センターが満杯状態であるので、

会染地区の子ども達も、交流センターが使いやすくなるように、交通手段など

の配慮を願いたい。 

  事務局 ：池田、会染の問題は、古くからの池田町の問題である。ただし、地域交流セン

ターはだれもが使いやすい施設としていきたい。 

       会染小学校の児童の放課後の居場所としては、会染児童センターしかないのは

承知しており、収容状況が問題であることは認識している。会染小学校の児童

の移動手段については、今後の検討課題としたい。 

  松澤委員：今回の事業では５億円の事業費としている。これは施設を造るお金である。も

う一つは、人づくりができるのではないかと考える。そのことから、小学生の

意見の集約もお願いしたい。今後、10 年、20 年施設を使うのは、現在の小中

学生であると考える。無理であるとせずに、ぜひ、意見を聴いてほしいと考え

ている。また、池田工業高校の生徒の意見も聴いてほしいと考えている。 

       池田の歴史のなかで、大きいのは池田らしさであると考えている。池田独自の

ものがワークショップの中に出てきていない。池田町には池田学問所があった。

この、池田学問所の地域性、時代性、先駆性が池田らしさであるのではないか

と考え、重要であると考える。明治以降も、池田らしさが発揮されて今日に至

っているのではないかと考える。 

       創造館の可動席も、池田町が周辺町村に先駆けて導入している。 

       今後の計画の中でも５億円がもったいなくならないようにしてほしいと考えて

いる。意見として述べさせて頂く。 

 

  4)第３回策定委員会の日程について 

   第３回策定委員会は現地視察とし日程を１１月２２日（土）とします。 
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5)閉会 

 

 

15：25終了 

 

以上 
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委員会の様子３ 

委員会の様子１ 

委員会の様子２ 

会長挨拶 

委員会の様子４ 委員会の様子５ 

委員会の様子６ 委員会の様子７ 


