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第４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 27 年２月 17 日（火）   13:30～15:00                      

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（欠席） 

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 

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（欠席） 

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 

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 ワークショップ経過報告書（第１回～第５回分） 

3) 資料２ 新池田町公民館建設に関わる答申書（池田町社会教育委員会議） 

4) 資料３ 地域交流センターに求められる機能への提言（経過書１） 

5) 資料４ 地域交流センターに求められる機能への提言（経過書２） 

5) 資料５ 第２回池田町地域交流センター基本構想策定委員会分科会 議事録 

5) 資料６ 池田町地域交流センター基本構想について（提言）（案） 

5) 資料７ （仮称）池田町地域交流センター基本構想（案） 

 

４．議事 

1)開会（13:30） 

 

2)開会あいさつ 

 

3)協議事項 

 ①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開催経過について（資料１） 

  資料１について、事務局より説明を行った。 

 ②新池田町公民館建設に関わる答申書について（資料２） 

  資料２について、事務局より説明を行った。 

 

 これら資料について、質問、意見等は出されなかった。 

 

 

 ③（仮称）池田町地域交流センター基本構想（案）について（資料７） 

  資料７、資料６、資料３、資料４について、事務局より説明を行った。 

 

 これら資料について以下の意見が出された。 

  奥山会長：資料の見方など、資料確認について確認。１１ページまでで意見、確認しておき

たい事項はあるか。 

  一同  ：特になし。 

  奥山会長：１２ページについて、意見、確認しておきたい事項はあるか。 

  一同  ：特になし。 

  奥山会長：１３ページから１８ページについて意見、確認しておきたい事項はあるか。詳細

については、３８ページ以降に示されているので、参考にして頂きたい。 

  太田勍委員：将来像の理念について、これが、交流センターの所要室、配慮事項にどのよう

に反映しているのか分からないので、説明をお願いしたい。ここに挙げられてい

るのは、予約しないと使えないように感じるが、理念の中では「それぞれが気軽

に集い、楽しみ、くつろぐ、居場所」とされているが、一人でも利用することが

可能となるのか。来たいときに来て、楽しめることが必要であると考える。それ
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に対応する具体的なものがないのではないかと考える。多目的作業室というのが

設定されることとなっているが、具体的な内容について説明願いたい。公民館の

利用者や社会教育委員の会議で出された意見でも、調理室などが出されている。

これらについての考えを説明願いたい。 

  事務局 ：基本構想に示した「将来像」「将来像を実現するためのプロセス」については、太

田委員のご指摘の通り具体的なものは記載されていない。これらは、地域交流セ

ンターが完成した後に、施設全体として、このように使うことができる場所とし

て示している。具体的な活動内容については、１３ページ以降に示しているとお

り、「皆に学びの場を提供する」などとして示している。したがって、「将来像」

及び「将来像を実現するためのプロセス」としては、目指すべき姿としてイメー

ジを示しているものである。「それぞれが楽しみ、くつろぐ」という言葉にも、個

人差があり、利用の仕方が異なる。このように、イメージの仕方には個人差があ

って良いと考えている。また、意味にも示しているが、地域交流センターが、「だ

れもが気軽に集まることができ、それぞれの時間の中で楽しみくつろげる居心地

の良い場所」となればよいと考えている。これが基本構想の考え方であるので、

理解願いたい。また、１４ページに示している「多目的作業室」の具体的な利用

イメージであるが、４１ページにワークショップで出された意見について具体的

に示している。「芸術、料理などの創造のためのスペース」「調理室」「独立型のア

イランドキッチン」「陶芸の窯」「工作用具の収納室」などが示されている。これ

ら全てを実現することは、面積、費用の面から難しいので、次年度の検討の中で

取捨選択をしつつ、具体的な対応を決めていきたいと考えている。この取捨選択

についても、ワークショップ、委員会を設置し検討していく予定としている。 

  太田勍委員：１４ページに交流室が示されているが、それが、「気軽に集える場所」を具体的

に示していると理解して良いか。 

  事務局 ：将来像に示している「それぞれが気軽に集い、楽しみ、くつろぐ、居場所」とい

うのは、どの部屋でといったものではなく、地域交流センター全体をそのような

場所としたいという意味である。図書館でくつろぐ人も、交流室でくつろぐ人も、

また和室でくつろぐ人もいて良いと考える。それぞれの好きな場所でくつろぐこ

とのできる施設を目指すという意味である。「気軽に集う場所」がどこで、「楽し

む場所」がどこかを示した言葉ではない。地域交流センター全体が「それぞれが

気軽に集い、楽しみ、くつろぐ、居場所」としたいという意味なので理解をお願

いしたい。 

  小林委員：わんぱく広場のあるお母さん方から、以下のような要望が出されているので、重

複する部分もあるが提出させて頂きたい。図書館機能については、西側に面して

ガラス張りにして、北アルプスを感じながらの読書スペース。リクライニングチ

ェアで外の景色を眺めながらの読書スペース。オープンテラスでの読書。畳でご

ろ寝しながらの読書スペース。飲食しながらの読書スペース。カフェ図書館など、

多種多様な読書スペース。部屋で区切られ集中できる学習スペース。読み聞かせ

ができるように、児童書図書のコーナーは仕切り。現在の２階と１階に分かれて

いるのはいい。今の図書館のように靴を脱ぐ方がくつろぐことができる。和歌山
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県有田郡有田川町の貸し出し前の本を読みながらカフェも楽しめる図書館、アレ

ックを参考に。アレックは平成２１年４月に開館以来、本のあるカフェとして、

人口 27,500 人という小さな町の図書館施設に、毎月約１万人の方々が来館する施

設となっている。そして、一人あたりの貸出冊数が全国平均の一人あたり５冊を

越える１３冊となっている。全てをまねする必要はないが、既存概念にとらわれ

ず、遊び心のある施設に。図書館もレジャー施設に人が集まるように、近隣から

も人が集まる場所になることができる「池田町の図書館、交流センターはいい」

となれば、町民だけの交流ではなく、地域間の交流の場所にもなれる。公民館機

能。学校の体育館のステージのような造りではなく、ステージ裏に控え室。ステ

ージ上手と下手に、それぞれステージ裏から入れるように。可動席にする場合は、

上からも入れるように。ホール後方に親子室があればありがたい。鏡とバレエバ

ーを備えた部屋。池田町の公共施設にダンスができるような鏡のある部屋がない

ので是非。楽器の練習ができる防音の音楽室。施設全体としては、先ほど説明し

た、アレックのような人が集まってくつろげるカフェが欲しい。カフェが無理で

も人が集まってくつろげる、飲食できる共有スペース。売店があればなお良い。

町内のお店が入れ替わりで物販。カモミール、ぶんが、てんぴなど、できるスペ

ースでも良い。児童センターや保健センターを未就園児に解放して頂いて、母親

と子ども達の交流の場所となっており、大変助かっている。しかし、午後から夕

方の時間や学校の長期休暇には使用できず、行き場が無く困っている。交流セン

ターの一角に、いつでも自由に利用ができる子ども達が遊べるスペースが是非欲

しい。という意見を頂いている。先ほどのアレックという図書館について、貸し

出す前の本を読みながらカフェを楽しむことのできる施設として、全国でも珍し

い図書館となっている。そのような施設として欲しいというわけではなく、その

ような遊び心を持った施設として欲しいとのことである。個人的な意見として、

細かいことについてであるが、わんぱく広場のなかで出された意見であるが、子

供用の椅子やテーブル、ベビーベット、おむつ交換スペース、リクライニングチ

ェア、ダンスができる鏡、バレエバーというものも出されているが、今回の提言

にそのような細部まで記載するのか。記載しないとしたら、今後、そのような要

望を、反映した計画として欲しい。プレイルームというものもあれば、考えて頂

きたい。いつでも子どもを安心して遊ばせることのできる部屋として、設置をお

願いしたい。それが無理であれば、ホールの一角に子どもが遊ぶことのできるス

ペースの確保をお願いしたい。図書館について。新しい図書館について、児童図

書に力を入れていきたいとの意見があったが、力を入れるのであれば、乳幼児や

小学生が使いやすい図書館となるよう配慮して欲しい。周辺の図書館と同じでは

なく、池田町の図書館は児童図書の量や内容に加えて、子ども図書館といわれる

くらい、内容などを特化していってはどうかと考える。まちなかのことを考えた

ときに、ミニ公園が少なく、しっかり整備されたものも少ないと感じている。以

前、会染の児童館は小学生の利用が多く、放課後の小学生の行き場に課題がある

と言うことも聞いたことがある。昔に比べて、ミニ公園が減っていることが原因

の一つではないかと考える。健全な子どもの発達を考えたときに、家の中で、テ
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レビを見たり、ゲームをしたりするのではなく、外や公園で遊具などを使いなが

ら、安全に気軽に遊べる環境を整えて欲しいと考える。交流センターにも、その

ような公園や遊具があればよいと考える。含まれている内容もあると考えるので、

検討をお願いしたい。 

  事務局 ：わんぱく広場からの提言や、小林委員からの意見は、詳細な内容は、既に含まれ

ているものも見られる。この中で、鏡とバレエバーを備えた部屋などが計画に具

体的に示されていないと考える。ただし、「多様な利用に配慮すること」としてい

るので、来年度以降、具体的な平面図を見ながら、詳細な部分まで検討する時期

が来るので、その際に、住民の意見、また、建設委員会等の審議で意見を頂きな

がらひとつずつ決めていく時期が来る。今回の意見は、検討させて頂き、反映で

きる部分は基本構想案を修正し、３月２日に報告したいと考える。本日は、ご意

見として賜ることとする。プレイルームなどの細部についても、同様に、次年度

検討する機会があるので、是非、ワークショップや委員会に参加頂き、意見を述

べて頂きたいと考える。次年度は、大変な作業となることが予測される。例えば、

壁に鏡を貼るのか貼らないのかなど、一つずつ決めていくこととなる。検討する

際には、是非、参加をお願いしたい。もう一つの意見であるが、子ども図書館と

いわれるくらいにして欲しい、そのくらい充実して欲しいとの意見であるが、将

来像を実現するためのプロセスの中に示している、「育てる」という言葉の意味は、

「皆で考え」と「育て続ける」としている。ワークショップでも分科会でも意見

を頂戴しているが、今回の施設は 初から完成したものとはできないと考える。

今後、少しずつ色々を揃えていく中で、住民の意見を聴きながら、町民皆さんが

参加して、 終形を目指していくためのプロセスを示している。小林委員の発言

の通り、子ども図書館といわれるくらいにして欲しい、子どもに使いやすい施設

として欲しい等の意見は、ぜひ、図書館ができあがった後に、図書の購入などで

町民の皆さんに問いかける場面もあると考えるので、意見を述べて欲しいと考え

る。子ども達が外で遊ぶことのできるミニ公園の設置に関する要望であるが、町

全体の計画としては、上位の計画としての把握はしていないが、資料７の６ペー

ジをご覧頂きたい。社会資本総合整備計画の中では、期間事業として２箇所の公

園を設けるようになっている。現在の鶏小屋跡地からお墓東側の地域に、駐車場

を含めた公園が一つ。そして、地域交流センターが出来上がると、現在の公民館、

教育会館を取り壊し、跡地にまちなかの駐車場を備えたミニ公園を設置する計画

となっている。鶏小屋の跡地については、具体的な遊具については計画されてい

ないが、公園を作る際には、住民に意見を聴く場を設けると考えられるので、意

見を述べて頂きたい。さらに、それらを踏まえながら、地域交流センターの敷地

内に公園的機能が欲しいとの意見も出されている。地域交流センターの周りには、

駐車場を設けることとなるが、大きなものは無理としても、建物の周りに子ども

が遊ぶことのできる公園を設置することも提言として含んでいる。地域交流セン

ターの敷地内の公園、社会資本総合整備計画で示している公園などを設置する際

には、意見を述べて頂き、より使いやすい、子どもが外で遊ぶきっかけとなるよ

うな公園の設置にご協力をいただきたいと考える。 
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  奥山会長：今回は、基本構想を策定している。いまのような、子育て世代のしっかりとした

意見は、基本設計を行う際に反映していくことが望まれる。基本設計は基本的に、

建設委員会で検討し、修正を加えながら決定していくこととなる。一つの施設で

万能とすることは難しい。そのため、関連施設との連携についても述べているの

で、先ほどの意見は実現可能と考える。基本構想案の修正が必要な箇所について

は事務局で検討すると言うことなので、御承知頂きたい。 

  浅原委員：資料７の１３ページに示されている、図書館機能に求める配慮事項のなかで、「図

書館と子育て支援との連携を図ること」というのが示されている。私は、公民館

分科会であった。図書館分科会の結果を見て考えたのだが、図書館を親子が行き

やすい場所、子どもが読む本を充実させるなどは、とても良いことと考える。し

かし、そこに「子育て支援との連携」とあるが、３９ページに「図書館と子育て

支援との連携を図ること」の項目のなかに、「図書館の中に子ども支援センターを

併設」と示されている。この、子ども支援センターは、現在、福祉課の中にある

池田町子ども支援センターのことを指すのか、新たな子ども支援センターを設置

するつもりがあるのか回答願いたい。 

  事務局 ：３９ページに示されている事項は、策定委員会やワークショップで出された意見

を忠実に記載している。この意見は、視察の際に見た塩尻のえんぱーくを想定し

ていると考えられる。池田町の子ども支援センターを想定し、保健師が常駐した

子育ての相談を受けることのできる施設を前提に発言されている。出された意見

の取り扱いについては、次年度以降、詳細な検討をしていく予定である。先ほど

の、小林委員の発言にもあったような内容についても出されているので、それら

を全て記載している。理想型としては理解できるが、検討が必要な事項として認

識している。現在の子育て支援センターはやすらぎの郷に併設されているが、そ

のような窓口が他にもあって良いのではないかという考え方もある。町としても

検討を要する事項であると認識している。また、町民の皆さんの要望にもできる

限り応えていきたいと考えている。あくまでも、それぞれの意見を漏らすことな

く経過として記載しているので御理解頂きたい。次年度は、それぞれの意見につ

いて一つずつ検討し、決めていきたいと考えているので、ご理解をお願いしたい。 

  浅原委員：現時点で、誤解があってはいけないと考えるので、意見を出させて頂いた。現在

の子ども支援センターは、託児など保育士さんが子どもを相手に一緒に遊ぶなど

をしているが、子ども支援センターの業務にはそのようなことは無いと考える。

子ども支援センターの業務内容を良く確認していただきたい。発言者は、図書館

の中に、子どもが自由に遊ぶことの出来るスペースと併せて、子育てについて相

談できる場所があればよいと考えていると思われるが、先ほどの事務局の回答の

通りであると考える。現在、池田町にある子ども支援センターは、少々異なった

機能を持っている。発言の趣旨は理解できるが、子ども支援センターの職員など

がこの項目を見てびっくりすることも予想されるので、表現に気をつけて欲しい

と考える。 

  栗林委員：１３ページの、地域交流センターへの配慮事項の項目に示されている「適正な運

営に配慮すること」は、他の①から④までのハード整備に関する配慮事項は理解
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できるが、様々な意見を記載していく中で、このような文言も記載されたと推察

する。しかし、ここには、将来像を実現するためのプロセスのように「皆で考え、

新たな交流を創出し、育て続ける」という文言を示した方が、基本構想としてま

とまりが良くなるのではないかと考える。 

  事務局 ：１３ページに示した、「適正な運営に配慮すること」とは、資料７の４０ページに

示しているとおり、「維持費」や「地域の課題を解決する施設とすること」などを

まとめた言葉である。ご指摘の「育て続ける」という言葉には、色々な意味を含

ましており、小林委員の発言にもあった、図書の選定などや社会教育に自らが参

加し、またそれを主催するなどの意味も含めている。公民館運営委員会に参加し

て、公民館そのものを育てる意味も含めている。運営に関する言葉には、ハード

にも関連が深い機能として考えているので御理解頂きたい。 

  服部委員：小林委員からミニ公園について発言があったが、池田町のまちなかにミニ公園を

設置して欲しい旨の要望は多く聞いている。せっかく交流センターができるので、

その近くにミニ公園を作って欲しいとの希望がある。交流センター内に駐車場を

併設する計画となることが想像できるが、鶏小屋跡地とお墓の横はミニ公園とし

てふさわしくないと考える。そこで、ミニ公園は交流センターに併設し、駐車場

は鶏小屋跡地等とすることで、子ども達の遊ぶ場所と駐車場をできるだけ離して

頂きたいと考える。昨年、ビックの駐車場で子どもが車に轢かれた事故もあった。

せっかく、親が子どもを公園に連れてきているのだから、事故のないような配慮

をお願いしたい。 

  事務局 ：社会資本総合整備計画では、先ほどの説明の通りの計画としている。しかし、外

構として敷地内にポケットパーク的なものを設置する意見も多く出されているの

で、今後の検討としたい。今後、基本設計など事業を進めていく中で、再度検討

をしていきたいと考える。 

  片瀬委員：将来的に、「地域交流センター」の名称を公募する予定はあるのか。 

  事務局 ：事業名称としては、地域交流センターとしているが、愛称としての名称を町民か

ら公募することも検討していきたい。 

  片瀬委員：文章中では、地域交流センターという名称が決まったような記述がされているの

で、再考が必要ではないか。 

  事務局 ：事業名称として、社会資本総合整備計画内では地域交流センターとしているので、

建設事業が終了するまでは、この名称が使われると考えるので、御理解をお願い

したい。 

  奥山会長：基本構想の段階であるので、本日の意見を事務局で十分検討し、基本構想に盛り

込めるものは追加するようにして頂きたい。修正版については、次回委員会の前

に送付する予定なので、各委員も確認頂きたい。 も重要なのは、４月以降実施

される基本設計の段階で、住民の意向を具体的に形にする作業である。これは、

とても大変な作業である。町民は、使う側の立場で意見を交わすことが必要であ

る。ワークショップや策定委員会で検討した内容について基本構想として取りま

とめて、３月２日に提出をさせて頂ければと考えている。 
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 4)その他 

   第５回策定委員会は日程を３月２日（月）とする。 

   ２月２４日 19:00 より、公民館２階会議室で、町民説明会を実施するので、ご都合の付く

委員は参加をお願いしたい。 

   ２月２４日に図書館協議会を実施する。図書館には日々の運営について意見を頂戴する図

書館協議会という機関がある。図書館協議会と基本構想策定委員会の関係であるが、平松委

員、荒井委員が策定委員会に出席されている。１１月の研修には別の２名にも参加頂いてい

る。基本構想については、協議会に諮っていないので、この基本構想の案について検討を頂

く予定である。場合によっては、基本構想（案）の内容の修正が必要となる場合が考えられ

る。修正した場合には、第５回委員会で報告させていただく。 

 

5)閉会 

 

 

15：00 終了 

 

以上 
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