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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 分科会 

議 事 録 

１．開催日時等 

平成 27年１月 23日（金）   13:30～15:30                      

池田町役場大会議室 

２．出席者（委員） 

  委員 国立大学法人福島大学経済経営学類 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（欠席） 

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（欠席） 

委員 池田町三校長会 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（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（欠席） 

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 

委員 わんぱく広場 代表            小林 愛子 

委員 公募委員                 太田 勍（欠席） 

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（欠席） 

                                （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 

株式会社 環境計画    藤原 さおり 

株式会社 環境計画    寺澤 佐奈枝 
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３．配付資料 

1)次第 

2)池田町地域交流センター基本構想策定委員会名簿 

3)策定委員会及びワークショップの関係 

4) 資料１ 地域交流センターに求められる機能・室等 

5) 資料２ 親子サークル「わんぱく広場」要望等 

6) 資料３ 地域交流センターに対する要望（池田工業高校） 

7) 資料４ 図書館職員アンケート用紙（安曇野市中央図書館、松川村図書館） 

8) 資料５ 現地視察報告集 

9) 資料６ 第１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 

10) 図書館職員アンケート用紙（安曇野市豊科図書館） 

 

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 

  以下の資料について、事務局より説明を行った。ただし、資料２親子サークル「わんぱく

広場」要望等については、わんぱく広場代表小林委員より説明を行った。 

①資料１ 地域交流センターに求められる機能・室等 

②資料２ 親子サークル「わんぱく広場」要望等 

③資料３ 地域交流センターに対する要望（池田工業高校） 

④資料４ 図書館職員アンケート用紙（安曇野市中央図書館、松川村図書館） 

⑤図書館職員アンケート用紙（安曇野市豊科図書館） 

⑥資料５ 現地視察報告集 

⑦資料６ 第１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 

  その結果、特に質問、意見等は出されなかった。 

 

 4)第４回策定委員会の日程について 

   第４回策定委員会は日程を２月 17日（火）とする。 

 

５．分科会 

 1)公民館分科会 

  ①分科会員名簿 

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（欠席） 
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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 池田町老人クラブ連合会 会長       三澤 孝文 

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 公募委員                 太田 勍（欠席） 

委員 公募委員                 松澤 弥栄 

                                （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 

株式会社 環境計画    松澤 等 

株式会社 環境計画    寺澤 佐奈枝 

 

 

 ②協議 

  池田公民館機能に望むもの 

 

   事務局 ：お手元の資料の P4から P6に、前回の分科会のまとめを示している。機能とし

ては、公民館には、芸能祭や映画が見られることのできる使いやすい施設とし

てほしい、身近な施設となるように配慮してほしいなどの意見が出されている。

共通スペースには、図書館分科会で出されて意見も合わせて記載しているが、

安全のために駐車場は離れた場所にしてほしいとの意見がある。これは、小さ

な子どもの安全を考えた意見と理解している。また、中学生から家庭までの中

間施設としてほしい、敷居の低い施設としてほしいなどの意見が出されている。

全館共通事項としては、幼児・児童が安心していられるように、個人がくつろ

げるように、床暖房がほしい、冷暖房システムがほしいなどの意見が出されて

いる。現在の公民館が寒いことから出されている意見である。運営については、

松澤委員から出された対流を起こすことのできる施設としてほしい、予約をし

なくても利用できる施設としてほしい、放課後の子どもの居場所としてほしい、

未就学児童の親子の居場所としてほしい等の意見が出されている。具体的な室

または機能については、公民館には、ステージ、客席、可動席は不要、歌舞伎

のできる部屋の設置、ホールの音響施設の充実、講演会が開催できるホールの

設置、ホールの控え室、ピアノの調律のための施設、部屋数をできるだけ多く

確保、音楽の催しのできるホール、普段の多様な使い方にも対応できる講堂等

の意見が出されている。その中で、本日はホールの規模について協議を頂きた

い。現在の公民館は、パイプ椅子を並べると 400人程度は入れると聞いている。

現在の池田町で最も大きな集まりは、消防団の出初め式であり、約 500 人が集

まるようである。そのため、高瀬中学校体育館で実施していると聞いている。

宮田村ではステージのあるホールがあった。「えんぱーく」には、大きなホール

は無かった。西箕輪では、視察の際に見ている。これを参考にして、ホールの
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大きさを検討頂きたい。共通スペースには、フリードリンクのオープンスペー

ス、展示スペース、アルプスが一望できるようにしてほしい、学習スペースの

確保など、多くの意見が出されている。全館共通の室等については、太陽光パ

ネル、できる限り木材を使用してほしい等が意見として出されている。建築基

準法の関係では、主要構造部を木造とすることは、難しいと考える。また、町

内の他の施設との棲み分けについての意見も出されている。小中学生の意見、

池田工業高校の生徒の意見も踏まえて、意見を頂戴したいと考えている。まず、

ホールの規模についてご意見を頂戴したい。現在の公民館のホールを基準とし

て検討頂きたい。 

   横澤副会長：ひとつ気になったのが、避難場所として使用することも検討するとの説明が

あったが、ホールを避難場所とする場合、可動席があると避難場所にできるの

か疑問である。また、避難場所とならないのであれば、どうしようかと考える。

客席を２階席とすることも検討できるのではないか。私の理想は、ステージは

邦楽も、洋楽も、歌舞伎も、そして、演劇もできるようなステージにしたい。

オーケストラも演奏できるような機能を持ったステージとなることが望ましい

と考える。そうすると、相当のスペースが必要となるので、それに対して、客

席はどうかというとわからない。できれば大きいほうがよいのではないかと考

える。避難場所との関係で、大きくとれないようであれば２階席も検討する必

要があるのではないかと考える。 

事務局 ：池田町には、地域防災計画書があり、その中で避難場所を指定している。総合

体育館は、避難場所として指定されている。地域交流センターは、現在は無い

ので、避難場所として指定されていない。今後、建設された際には、指定され

る予定と聞いている。横澤委員の発言は、収容人数によって広さが決まるので

はないか、その場合、可動席があっても良いのか、場合によっては２階席を設

けることも検討が必要ではないか、邦楽、洋楽などが可能なステージを設置し、

ホールはできるだけ大きい方がよいのではないかといった意見が出された。 

片瀬委員：ホールの大きさを決める際には、お金の問題が大きいと思う。それが許すので

あれば大きい方がよいと考える。可動席について、現在の公民館ではパイプ椅

子をラックに入れて置いてあるが、あれが良いのか疑問である。収納場所が無

いことが問題である。松川村の公民館では、可動席なので、一気に椅子が出て

くるようなシステムとなっている。可動式なので収納場所があり良いと思った。

できれば可動席があると良いと考える。収容人数については、池田町の催しで

最も多い人数が 500人であれば、それが収容できることが必要であると考える。

最終的には、お金の範囲内で検討すべきであると考える。 

事務局 ：お金の問題が大きいので、それが決定要因になるとの考えであった。松川村の

ホールとは「すずの音ホール」のことでよいか。 

片瀬委員：そうである。 

事務局 ：池田町の創造館は可動式の客席である。あのようなものがほしいとの意見であ

る。池田町として最大の催しを公民館で行うためには、500 人程度の収容人数

が必要との意見であった。 
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太田修委員：私も、大きいに越したことはないと考える。公民館で可動席を設置した場合、

創造館の利用率が下がることが考えられるので検討が必要であると考える。創

造館で可動席を使用するのは、年間３回程度ではないかと承知している。 

事務局 ：大きい方がよりよいが、お金についても検討する必要があるとの意見である。

太田委員も心配されているように、創造館との棲み分けについて考える必要が

あるとの意見である。 

三澤委員：お金のことを考えないでよいのであれば、大きいに越したことはない。しかし、

現実として 500人が収容でき、可動席を備えた施設とすることがよいのではな

いかと考える。宮田村の村民センターでは、維持費に 1200 万円必要との説明

があった。維持費について検討する必要がある。施設の利用を考えると、冷暖

房をしっかりした施設としてほしい。総合体育館や創造館との使い分けについ

ても、検討しておくことが望ましいと考える。そうしないと、利用されなくな

ってしまう。池田では、補助金を目的として、様々な施設を造ってきた。不要

な施設を造るべきではないと考える。 

事務局 ：現実的な話として、維持費について検討することが必要であり、また、総合体

育館や多目的研修センター、創造館との連携や棲み分けを検討し、不要な施設

を造らないことが重要であるとの意見であった。具体的に地域交流センターの

中の公民館としての使い方について、どのように考えるか。 

小田切委員：公民館のホールについては、色々なことに対応できるようにしておくことが

必要であると考える。現在の創造館は、ステージの右と左の連携ができない造

りとなっている。ステージの裏を通ることができない。そのように、ホールの

造りを検討する際には、使い方について十分に考えていくことが重要である。

特に、演劇や音楽ではステージの左右の連携は必要であると考える。創造館の

ステージで、英語の教室の発表会を行ったが、ステージの右側に音響設備があ

り、左が控えとなっているので中途半端な使い方しかできなかった。様々な場

面や趣味のサークルなどが使うことを想定して、計画をすることが必要である。

音響設備や照明設備などについても、検討が必要である。創造館には、ピアノ

が置いてあるが、それについても問題であるとの意見も聞くことがある。創造

館を造った際に、ピアノをお願いしたところ、あんなすごいのが来てしまった。

備品等を購入する際には、利用する人と金銭的なことについても十分に話し合

って決めていくことが必要である。 

事務局 ：創造館は、ステージの左右に音響と控えが分かれてしまっており、裏を通る通

路がないので使いにくいとの意見であった。 

横澤副会長：創造館は、音響が非常に不便である。また、控え室が奥の方にあるが、小さ

く使いにくい。特に楽器を使う場合などは、そのための控え室を近くに設ける

べきであると考える。小田切委員の意見にもあったが、舞台の裏を通る通路が

必要であると考える。 

事務局 ：その通路とは、一回ホールの外に出る廊下でよいのか。 

横澤副会長：外に出るのではなく、ステージ裏の通路としてほしい。「すずの音ホール」に

も無いのではないか。 
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松澤委員：「すずの音ホール」には、ステージ裏の通路は設置されている。 

横澤副会長：演劇を上演する場合にも必要となる。非常に不便を感じている。音響板が是

非、必要である。今年、山本ふみえさんの民謡のステージに出させて頂いたこ

とがあるが、創造館の客席が満席となっていた。昨年も同様であった。創造館

の客席が満席となったことは、近年では、この２回程度ではないかと記憶して

いる。 

小田切委員：私たちの発表のコンサートでは 240人が入ったこともあった。 

横澤副会長：それ以外は、そんなに人は入っていない。今後、どれくらいの頻度で使われ

るのかによって、収容人数を決めればよいと考える。常に稼働していくことが

重要である。地域の人たちの関わりも重要である。そのようなステージとし、

そこにプロの出演者が来るとすてきであると考える。また、前回、食との繋が

りについて発言させて頂いたが、具体的に申し上げると、隣に商業等活用エリ

アがあるので、そこにレストラン的な、子どもや高齢者が一食でも食事をする

と良いと考える。栄養的に満たされて、食で自分の健康を管理していくことが

重要である。長野県は日本一長寿県である。池田町もそれを目指して、高齢者

も、子ども達も元気でいられることが重要である。それと、公民館との関わり

や商業等活用エリアとの関わりがうまく機能していくと、外部からの来訪者も

増えるのではないかと考える。良い循環が形成できると考える。 

事務局 ：規模を決めるのは、どのような頻度で使っているかを見ながら決めるのがよい

との意見である。創造館を満席にしたことがある、また、小田切委員の意見に

もあったが 240人入ったこともあったようである。その辺を参考に、ホールの

規模を決めてはどうかとの意見を頂いた。さらに、商業等活用エリアに食と関

連づけることで、様々な年代が触れ合うことができ、それを地域交流センター

が支援するような機能を備えるのがよいのではないかとの意見である。 

     浅原委員、社会福祉協議会として、公民館やホールを使用することはあるのか。

もし使用するとしたらどの程度の規模が必要か。 

浅原委員：社会福祉協議会として、公民館を利用することは、それほど無い。ただし、年

に１回の社会福祉大会の時は、他の大会と合同で実施するため、概ね 300人程

度の参加がある。講演会などは、「やすらぎの郷」の大会議室をお借りして実施

している。概ね 100 人以上は入ることができる。200 人が入ることは少し難し

いと考える。今後、新しい地域交流センターのホールができれば、200 人以上

が参加できるような講演会の際には、お借りして実施することも検討できる。

社会福祉協議会のみではなく、福祉課とも合同で様々な事が出来ると考える。

ただし、講演会などは頻繁にあるものではないので、どの程度利用することに

なるのかは分からない。地域交流センターは、大きなイベントの時を見据える

のではなく、まちなかの賑わいを創るために普段から人が集まって来て頂ける

ような施設とすることが必要である。日常的に人が集まってこられるような、

フリースペースのような場所になることを期待している。 

事務局 ：社会福祉大会など、合同の会議で 300人位は集まることがあるとの発言であっ

た。通常は「やすらぎの郷」の大会議室を借りているのだが、100 人以上は入
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れるが、200 人は難しいとのことであった。浅原委員の経験ではホールは 300

人から 350人位のホールでよいとの認識でよいか。 

浅原委員：300人から 500人位のホールでよいと考えるが、年間に数回程度の利用となる。

他の町の中で、どの程度の規模で、どの程度の回数、使用するかも検討して決

めるべきであると考える。地元の人たちがサークルなどの発表会でも使えるな

ど、どんどん使用することが重要であると考えている。 

事務局 ：300 人から 500 人入ることのできるホールがあれば、そこを使うことも検討で

きるという意見と認識する。また、規模を決める際には、年間の利用を想定し

て決めていった方がよいのではないかとの意見も出されている。地元のサーク

ルやグループの発表会などでも気軽に使うことのできる施設とし、稼働率を上

げることが重要であるという意見である。 

浅原委員：みんなが使えるようにしていくことが重要であり、大きなイベントの時にしか

使用しないような施設ではなく、色々な団体の人たちが、使いやすくするため

にはどのようにしたらよいのかを検討してほしい。 

事務局 ：よそ行きよりは、普段着の施設とし、だれもが使いやすい施設とすることを望

むという発言である。 

服部委員：宮田村の可動席について、多額の維持費が必要であるという話を聞いて、椅子

をしまい、床をフラットにすることが、年に３回程度と聞いてもったいないと

考えた。固定式の椅子がよいと思ったが、横澤副会長から、避難所として使用

することを想定した場合、どのような施設にしたらよいのか、迷っている。創

造館の可動席と、宮田村の地下に収納する可動席では、建設費等は大きく違う

と考える。その辺はいかがか。 

事務局 ：基本的には、床下に収納する場合の方が高額となると考える。創造館は、壁か

らせり出してくるタイプであるので、当初の建設費は創造館のタイプが安いと

考える。ただし、創造館のタイプでは、歩くときの音が気になる場合がある。

全体としては、宮田村の可動席の方が高額であると考える。創造館のタイプの

方が安価であると考える。 

服部委員：それであれば、創造館のタイプの可動席でよいと考える。大きさは、創造館が

230人であるならば、あまり大きくすると、使いづらくなってしまうと考える。

せっかく講演会や音楽会を計画しても、池田町は人口１万人であるので、満席

にするのは難しいと考える。あまり大きなホールに 100人程度の少人数では、

見た目が寂しく感じられる。そのため、そんなに大きなホールは不要であると

考える。創造館よりやや大きめで使いやすく、音響などがしっかりしたホール

を計画することが望ましいと考える。創造館は、ホールの入り口が前にしかな

く、途中で入りたい人が躊躇するので、出入り口の位置についても検討して頂

きたい。 

事務局 ：創造館のホールは、出入り口がステージの横だけと聞いているが、これは使い

づらいのか。 

横澤副会長：子ども達の発表のときもそうであった。発表をみたいと思っても、前から入

って階段を上っていかなければならないので、気が引けてしまう。 
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事務局 ：可動式の椅子の構造上、前から入らざるを得なかったと考える。宮田村のホー

ルも、可動席の後部に階段を設けてあった。創造館が 230 人入ることができる

とのことであるが、現在の公民館はパイプ椅子で 400 人位とのことである。各

委員の意見を総括すると、お金の問題もあるが、使い方を考えて、稼働率を上

げるような工夫が必要であるとの意見が多く出された。しかし、創造館と同様

の 230人規模では、創造館との使い分けが難しくなるので、それよりはやや大

きめとすることが必要であるとの意見も多い。概ね 300人から 400人規模が妥

当であるとの意見であると考える。 

松澤委員：（別紙配付資料あり）資料をご覧頂きたい。ホールの大きさの問題であるが、私

は、全く違った発想をしている。私は、地域交流センター内にホールを２つ設

けることがよいと考えている。400 人くらい入れる、大きくて何もないホール

を１つ。もう１つは 100人程度が入ることのできるホールで、ちょっとだけ贅

沢な中規模のホールを設置したらどうかと考える。子ども達の意見として、映

画を見たいというのがあったが、400人用のホールで見る必要はないと考える。

100 席あれば足りると考える。同様に、ミニコンサートを開催しようとしたと

きに、400 席のホールが必要な場合は、ほとんど無いと考える。したがって、

大・中のホールを設置することが良いと考える。配布した書類をご覧頂きたい。

私の案としては４階建てを考えている。１階を商業施設として、お母さんやお

婆ちゃんが買い物をしているときに、子ども達は、図書館や、さらにその上の

学習エリアで時間を過ごすことができる。買い物が終わったら、お婆ちゃんも

図書館に上がってきますという考え方である。一番上の４階にホールを設置し、

400 席程度を確保したらどうかと考える。床はフラットとして、必要に応じて

パイプ椅子を並べることができる構造とする。普段はがらんどうで、ダンスや

合気道などもここで行うことができるようにしたい。現在の公民館の講堂では、

同じような使い方をしている。ステージは、可動式の小さなもので良いと考え

る。歌舞伎はできないかもしれないが、その際には特設ステージを造ればよい

と考える。普段はがらんどうでよいと考える。実は、これが、現在の創造館の

ホールと同じとなる。地域交流センターでは、その規模を 200から 400人に大

きくすることで良いと考える。その上で、音響や楽屋、倉庫などについても考

えて融通のきく形にすればよいと思う。これが、４階の構想である。３階には、

100 席程度の中会議室というか、シアターを設けて、ここでは、音響や映像、

座席など、ちょっと贅沢な造りとし、ゆったりとした気分で文化を楽しむこと

ができるスペースとすることが望ましい。これが、使い分けという考えのイメ

ージである。また、３階に学習室や会議室を置くことによって、子ども達が出

入りできると考える。そうして２階に図書館を設置するということである。こ

ういう３層構造とすることが望ましいのではないか。どうしても、多くの人に

来て頂くには、商業施設を併設することが望ましいのではないかと考える。最

後に、４階の上に展望台を設ければ、アルプスを望むこともできると考える。

たぶん、公民館の５億円と、図書館の２億円ではできないと考えるが、使いた

いことと、どんな部屋が必要かということから、私の理想として提案させて頂

P98



9 

く。 

事務局 ：松澤委員から、４階建てとしてはどうかという提案を頂いた。１階にテナント、

２階に図書館、３階、４階が公民館機能ということである。その中で、学習室

や会議室については、共通スペースとして考えても良いと思う。この分科会の

中では今まで出てこなかった案として、ホールを２つ設けるという案である。

パイプ椅子で 400 席程度の、何もない今の創造館のような多目的ホールと、少

し贅を凝らした 100席程度の、小中学生の要望にもあった、映画を見ることの

できる固定席の中会議室、フリースペース、会議室、学習スペースなどを３階

に設置するという案が提案された。 

松澤委員：何で 100席なのかというと、服部委員の発言にもあったが、池田町の人口約１

万人の１％を想定している。松本市は、約 24万人の人口で１％は 2400人であ

る。2400人収容できるのは、芸術館である。そう考えると、100席は小さいと

思うかもしれないが、池田町の人口規模からして、妥当な人数であると考えて

いる。実際に 100人を集めるような催しは結構ある。現実的な数字と考える。 

事務局 ：池田町の人口の１％100 人というのは、ひとつのキーとしての数字であるとの

発言である。 

     今までの全体の意見を総合すると、今の創造館よりは大きめのホールがほしい。

これは、共通の認識と理解している。その上で 500 人収容できるようにするの

か、400 人とするのか、350 人とするのかは、お金や使い方、稼働率などと相

談としつつ、他の施設との使い分けについても考慮して決めていくこととした

い。 

松澤委員：どのように使いたいかということについてであるが、資料の裏面の中段に示し

ているのをご覧頂きたい。映画を見たいという子ども達の意見が出されている

が、私が公民館で勤務していた時代に、子どもの映画会を行ったことがあった。

３年くらい行っていた。今の子ども達ではなく、一世代前の子ども達に対して

であった。大人達はシネマサロンⅢとして、会費制で５年間、映画鑑賞会を行

っていた。さらに、色々なエンターティナーとしての活動も行ってきている。

これらについて、公民館は積極的に取り組んではどうかと考えている。公民館

の役割なので、それに加えて教養に関する部分もある。このようなことも、公

民館の使い方である。一番大事なのは、地域の課題を解決する際の基地となる

ことが必要であると考える。楽しむだけではだめであると思う。そのための機

能を備える必要がある。これが、対流を起こしていくセンターの役割と考える。

一番下には、難しいと思われる課題を示しているが、施設のランニングコスト

を確保しないと、冷暖房が難しくなることが考えられる。その辺、町は大丈夫

なのでしょうか。 

事務局 ：第４回、第５回と委員会を進めていくが、そこで取りまとめる提言の中に、ラ

ンニングコストが課題とならないようにすることを記載する必要があるという

意見である。「町民に継続した企画力を育んでいく」とは、横澤副会長や小田切

委員が取り組んでいるような活動の発表の場として公民館を活用していくこと

も「基地」という言葉の意味に含まれると理解してよいか。 
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松澤委員：そのようでよいが、さらにそれを公民館が応援していくことが必要と考える。

各団体に任せて終わるのではなく、町民の力を高めていく役割を公民館が担っ

ていかないと、良い循環とはならないと考える。松川村にはそれがある。池田

町にはない。横の交流は難しいのは、そのような取り組みができていないから

である。 

事務局 ：横澤副会長のグループと、小田切委員のグループが交わる場がない。その役割

を公民館が担うことが必要である。さらに、「町民の応援をする公民館」が松澤

委員の意見である。 

横澤副会長：それを、子ども達に繋げ、伝えていく場がない。町民の力が、地域の教育に

繋がっていくのかを考える必要がある。その手だてや仲立ちをしたいと考えて

いるのだが、なかなか思うような活動ができないのが実態である。 

事務局 ：町民みんなで子どもを育てていく取り組みが必要だということであるが、その

役を横澤副会長や小田切委員のような団体に担って頂きつつ、町民がそれを応

援するということで良いか。 

松澤委員：その通りである。 

事務局 ：公民館のその他の会議室の数や規模等について、何か意見があるか。 

片瀬委員：ホールは、最大 500人程度とし、場合によってはそこを間仕切り使うことも検

討する必要がある。また、図書館は１階に設置することがよいと考える。学校

でも、誰もが行きやすい場所として、１階とする場合が多い。そのため、図書

館は１階がよいのではないか。ホールは、間仕切ることが出来るようにして置

くのがよいと考える。間仕切ることによって、いくつもの会議室ができること

が望ましい。 

事務局 ：宮田村の村民会館の２階にあった会議室は、３つに仕切れるようになっていた。

そのような仕切れるホールがよいとの意見である。ただし、400 人規模のホー

ルを仕切ることは、天井の高さの関係からも今後検討する必要があると考える。

仕切りについても、天井までの仕切りで個室にするのか、アイストップとして

の仕切りとするのかを検討する必要がある。全体、共用スペースなどの意見は

あるか。 

太田修委員：交流センターでは、地場産業として広津などで作られている灰焼きおやきな

ど、様々なことが協力することによって、特色を出すことが必要だと考える。 

事務局 ：灰焼きおやきとはどのようなものか。 

小田切委員：とても堅いおやきである。いろりの灰の中に入れて焼いたおやきである。お

米のとれない山の中で作られていた。現在は、広津に残されている。 

事務局 ：地域交流センターは、造ってしまえばおしまいではなく、多くの人に来て頂く

ことが必要であるとの意見である。松澤委員の１階を店舗とするなどの発言と

も共通する部分がある。基本構想策定委員会としては、造ってしまった後に、

使いやすい建物とすることが必要であるとの考え方がある。 

服部委員：子ども達の、学校が終わってからの居場所となるような施設としたい。現在池

田町には児童センターがあるが、児童センターに限らず、色々な居場所がある

ことが望ましいと考える。特に、先ほどの小林委員の発言のように、未就学児
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童の居場所ともなるような造りとすることが望ましい。現在の池田町には、そ

のような施設がない。また、小中学生の意見には、昔の遊びがしたいとの意見

も出されている。高齢者の話を聞きたいとの意見もあった。そのため、高齢者

の集まる場所と、子ども達が集まる場所が融合される、暖かい空間ができれば

よいと考える。灰焼きおやきの話も、いろりがあり、料理が得意な高齢者がそ

れを造るなど、その周りに多くの人が集まると良いと考える。また、池田町の

歴史を子ども達に知ってもらうため、池田町の古い地図を壁に貼って頂くなど、

目に見える掲示などが必要であると考える。子ども達が地域交流センターに来

たときに、いきなり入り口となるのではなく、木のデッキなどによる内と外の

中間的な場所があり、そこに椅子でも置いておき、子ども同士が話をしてから、

公民館や図書館に入っていくことができるような施設としたい。学習室は、完

全に囲ってしまうのではなく、簡単に仕切るなど、開放的なものが良いと考え

る。 

事務局 ：放課後の子どもの居場所という言葉が、前回の分科会でも服部委員から発言さ

れている。また、ワークショップでも出されている。放課後の子どもの居場所

が必要なのは、核家族化の進行など、親が家にいないことが原因か、放課後、

スクールバスや迎えを待つなどのために必要なのか、理由はどこにあるのか。 

   服部委員：私は、学校と家が近すぎて、友達と話す時間がなかった。「だべる」場所として、

学校と家庭の中間的な場所が必要であると考えている。友達と話し、気が向い

たら図書館に寄ったり、学習スペースで宿題をしたりといったことができると

良いと考える。 

横澤副会長：両面あると考える。ある高校生の親から聞いた話であるが、勉強や部活で忙

しく、地域交流センターができてもそのような使い方ができないと言っていた。

長い目で見ると、古里としてよりよい地域を造ることが重要で、若い人が帰っ

てくるようなまちづくりに必要な、熱いものを持った施設であることが望まれ

る。そうしないと、使われない施設となってしまうと考える。その辺の地域の

取り組みが重要である。先日の雪の時は、高齢者の方が背中を丸くして雪かき

をしていた。周辺を見てみると、空き家ばかりであった。「やがて、俺たちもそ

ういう風になるんだよ」という話を聞いた。若い人も、年配の人も町をどう守

っていくのかと考えている。このような施設ができたときに、どのように取り

組んでいくのかが重要である。おやきについて話があったが、食文化も守って

いくことが重要であると考える。池田は、水があり、自然があり、野菜がとれ

る地なので、とても良い地域だと考える。食の文化については、高齢の方が一

生懸命になって何かを作り、子ども達と一緒に作り、また、読み聞かせや話を

していくことが重要である。ある学校にはいろりがあった。そこで、語りや読

み聞かせなどをした。また、給食を食べたこともあった。食の文化と施設は繋

がりがあるので、深く論議することが必要である。 

事務局 ：服部委員からは、子ども達の居場所が必要であり、それが、高齢者の居場所と

繋がることが望ましいとの意見を頂いた。また、横澤副会長からは、池田の食

文化として、高齢者が何かを作り、子ども達に提供していくことも必要ではな
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いかとの意見を頂いた。そうすると、現公民館にもあるが、新しい公民館には

調理室は必要と考えて良いのか。一緒に作るための調理室として必要であるか。 

服部委員：必要であると考える。 

横澤副会長：同じく、必要であると考える。「えんぱーく」では３つの調理台があった記憶

がある。そこに食育が繋がり、イコール健康に繋がる。そのような機能を公民

館として持ち、お年寄りや子どもが自分の将来の食のことについて学ぶ場とで

きればよいと考える。健康のための食について学び、そこに文化が付いてくる

ことが望ましい。そのような、総合的な考え方の中で、公民館の機能が決めら

れていることと考える。保健センターでは、病気を予防するための食について

講習があるようであるが、そうではなく、一般的な人たちが元気で輝いて生き

ていくために必要な食について学ぶ場としていきたい。そこで、何かできない

かと考える。 

事務局 ：横澤副会長からは、食や食育についても話や思い入れの発言があった。浅原委

員に質問であるが、社会福祉協議会は高齢者と接することが多いと考えるが、

社会福祉協議会として公民館の調理室を活用することは想定されるのか。また

は、必要としているのか。 

浅原委員：社会福祉協議会のボランティアは、保健センターの調理室を借りて調理を行う

ことは度々ある。調理室は衛生管理が厳しいので、借りる際には保健センター

の栄養士さんに、後片付けなどをきちっと、きれいにするように言われている。

そのような管理の問題は大変であると考える。公民館に調理室があると、町の

人たちがそこを使って教室などが開催できるので、使い勝手は良くなると考え

る。ただし、創造館にも教育会館にも多目的研修センターにも調理室がある。

町内には割と調理室があるため、今回は、調理室を造った場合、どの程度利用

されるか疑問であるが、造れば利用する人はいると思う。 

事務局 ：調理室については、あるに越したことはないという意見である。積極的に造る

状況にはないとの意見である。 

松澤委員：同様の意見である。福祉会館にもあったと記憶している。 

事務局 ：現在の予定では、図書館、公民館、共用スペースを併せて 2000 ㎡と想定して

いる。面積の制約の中で、三澤委員や松澤委員の発言の通り、必要なものを残

し、不要なものを取りやめていくような計画となる。ホールと調理室について

話してきた。また使い方の話などをしてきた。外観についてどのように考える

のか。 

三澤委員：外観は、池田町のシンボルとなるようなデザインがよいと考える。 

小田切委員：カエデやてるてる坊主をモチーフとしてはいかがか。 

三澤委員：地域交流センターについて、会議室はできるだけ多く確保することが必要であ

ると考える。宮田村の会議室も、中で仕切ることができるようになっており、

必要に応じた使い方ができるようになっていた。３つから４つ位必要であると

考える。 

事務局 ：現在の公民館の会議室は、何室あるのか。また利用状況はどうか。 

事務局（矢口係長）：現在の公民館では、畳の部屋も含めて、仕切れば６つの会議室がある。
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大きなイベントがあり、その更衣室などに使用する場合や講師の控え室として

使用する以外は、全ての会議室を同時に使うことはほとんど無い。 

事務局 ：そのような現状を勘案すると、三澤委員の発言の通り、３つから４つの会議室

で良いと考える。関係団体との調整も必要であり、曜日間の調整も必要である

が、最大必要数を確保する必要は薄いと考える。建物の外部については、子ど

もが学校から施設に入るまでの中間的なデッキのようなものが必要であるとの

意見が服部委員から出されている。道路の建設も予定されており、それを踏ま

えて駐車場や西町川との関係など、周辺についての意見をお出し願いたい。前

回の分科会では、駐車場はできるだけ離してほしいとの意見があった。 

片瀬委員：色んなものを作ると責任問題が出てくる。子供用のプールなどの要望もあるが、

そのようなものを作った際には、責任問題が生じる。子どもだけで何かをする

ことも心配である。除雪した雪に子どもが埋まって死んでしまったという新聞

の報道があったが、そのようなことが起こっても困る。その辺を考えることが

必要である。お墓の横に公園があるのはおかしいとの意見が、池田工業高校か

ら出されているので、配慮することが必要である。 

事務局 ：お墓へ来る人が苦労をしているとのことで、公園を兼ねた駐車場の設置を検討

している。また、使っていないプールも、道路の支障となることから取り壊し

を予定している。全体を考えながら、社会資本総合整備計画は立案されている。

今回の地域交流センターは、駐車場をできるだけたくさんとってほしいとの意

見がある。これは、地域交流センターを使う人だけではなく、商店街へ来た人

も停めていくことができるようにとの意見である。 

太田修委員：駐車場は、できるだけ多くとることが望ましいと考える。総合体育館も、駐

車場が狭く、大会の時などは苦労している。 

事務局 ：外観については、三澤委員より池田町のシンボルとなるように、また、小田切

委員からは七色大カエデやてるてる坊主をモチーフとしてはどうかといった意

見が出されている。キーワードとしては蔵もあると思う。外観について他の意

見はあるか。 

服部委員：池田町は格子戸が多くあった。蔵のイメージが良いと考える。 

横澤副会長：土蔵とは言わないが、蔵のイメージが良いと考える。かつての養蚕や、現在

の酒蔵のイメージである。 

三澤委員：商業施設との関係も検討する必要がある。買い物をしに来る人との関係も関連

づけて検討する必要がある。 

事務局 ：商業等活用エリアとの共存に関する意見である。 

松澤委員：だから、私の提案のように、４階建てとして１つの建物としていくことが必要

であると考える。配付した資料にも示しているが、駐車は安全とゆとりが必要、

憩いの場としてのグリーンゾーン、蔵や川などの遺構を活かした文化発信、人

や文化が集まる場所なので、明るさや爽やかさが必要であると考える。 

事務局 ：駐車やグリーンゾーン、遺構を活かした文化発信、明るさや爽やかさが必要で

あるとの意見であった。人が集まる場所での明るさや爽やかさが必要であると

の意見である。最後にそれぞれ、思いを発言して頂きたい。 
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横澤副会長：最終的には予算の範囲内となると考えるが、今回の議論で、池田町をよく知

るきっかけとなった。みんなが過ごしやすく、あたたかな、若い人たちがここ

を古里として戻ってくる気になる、よりどころとなればよいと考える。 

松澤委員：新しい建物で新しいセンターが発足するわけであるが、そのためには新しい酒

が必要である。新しい酒を造り出して行くのは、若い世代であってほしいと考

える。センターづくりは人づくりである。若い世代の人にも、是非、参加して

ほしいと考える。 

小田切委員：建物についてであるが、池田町は景色が売りである。景色を眺めることので

きる、開放感のある施設としていきたい。また、若い人たちを取り込んで行く

ことが必要であると考える。 

三澤委員：特にない。 

浅原委員：イベントの時にのみ使うのではなく、普段から誰もが使うことのできる施設と

していきたい。気軽に集まれる、そこに行けば誰かが居るような施設となれば

よいと考える。 

太田委員：美術館は町民が行かない施設となっている。そんな施設を造ってはいけない。

町民に対して魅力ある施設としていきたい。 

片瀬委員：池田町が色んなメディアを通じて外部に発信することのできる施設としたい。

のど自慢を呼ぶのも良いと考える。外に発信できれば、池田町も良くなると考

える。地域交流センターの建設に対しては日照権も検討する必要がある。２軒

が影響を受けそうである。 

服部委員：敷居の低い、入りやすい施設とすることが重要である。蔵のイメージといった

が、蔵は外から中が見えない。そうではなく、外から中が見ることのできる施

設がよいと考える。できるだけ、日の光を取り入れた蔵のイメージがよいと考

える。 

事務局 ：本日までの意見や小中学校の意見、ワークショップの意見などを取りまとめて

第４回委員会に示していく予定である。 
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 2)図書館分科会 

  ①分科会員名簿 

  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 池田町教育委員会 教育委員長       中山 俊夫 

委員 池田町三校校長会 会長          荒井 和子（欠席） 

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（欠席） 

委員 池田町保育園連絡協議会 会長       新井 雅和 

委員 おはなしボランティア           湯田 洋子 

委員 わんぱく広場 代表            小林 愛子 

                                （敬称略） 

  事務局 

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    伊沢 善平 

株式会社 環境計画    藤原 さおり 

 

 ②協議 

  図書館機能に望むもの 

 

   事務局 ：それでは、図書館分科会を始めます。前回の振り返りと、補足として小澤図書

館長に資料の説明を願います。 

  事務局（小澤図書館長）：（別紙配付資料あり）前回、２、３課題を頂いたので、資料等に

基づいて説明する。１点目は、ワンフロアーの是非についてである。賛否両論

あると思うが、ある方から再確認するよう依頼があった。皆様から頂いた意見

を私なりに取りまとめてみた。口頭で申し上げる。まず、一般書架と児童書架

を同じフロアーとする方式では、メリットとして、目が行き届きやすい、目配

りができるなどがある。特に親子連れの場合など、親が、気兼ねなく子どもを

遊ばせながら一般図書を選ぶことができる安心さがある。また、カウンターか

らも、２箇所に分かれてしまうと目が行き届かない場合が想定される。現状で

も、２階は図書を返しに行くときや整理しに行くときだけ見に行く程度であり、

忙しいときには目が行き届いていない。利用者が何をしているのかといった不

安がある。その意味からも、同じフロアーとすることは目が行き届いて良いと

考える。２点目は、前回の分科会でも発言のあった、図書館も社会のひとつの

縮図であるということに関することである。交流も持たせたいし、触れ合いも

必要であるとのことであった。多少騒がしくても良いという趣旨の発言があっ

た。子どもから幅広い年代の方がワンフロアーでお互いに交流し、触れ合う機

会があるということが重要であると考える。３点目は、仮に１階に図書館を配
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置した場合には、階段がいらないこととなる。ただし、私見では、景観のこと

を考えると、１階からでは北アルプスが展望できるかといった疑問も残る。周

辺に民家や木々があり、眺めは期待できないと考える。デメリットは、音の問

題や気兼ねするとの問題である。読み聞かせの声や子どもの遊び声、語り声な

どがどうしても大きくなりがちである。これは何とかする必要があるとの意見

も出されていた。何らかの遮音をすれば良いとの意見も出されている。透明の

仕切りや低い壁、コーナーなどである。工夫で何とかなりそうだとの意見も出

されている。一方、２層構造とした場合には、全く裏腹なことが言える。２層

にすると、音の問題も気兼ねの問題も全くなくなると考えて良い。色んな活動

ができると考える。デメリットは、目が行き届きにくいことや交流がうまくで

きないことなどが考えられる。どちらがよいかは敷地面積との関係もある。ま

た、ワンフロアーになると運営費が安く済むと考える。色々な条件もあるが、

「わんぱく広場」からの提言でも、現状のような２層がよいとの意見が出され

ているので、それも含めて考えていくことが必要であると考える。次に、前回

の分科会で利用者が他の地区の図書館を利用している理由についても質問が出

されていた。資料をご覧頂きたいが、一昨年にアンケートを実施した結果であ

る。１ページであるが、79 名からの回答を得ている。各年代層に渡っており、

90％以上が町民であった。図書館の利用に熱心な方がアンケート用紙を持って

行って回答しているので、無作為抽出とは少々異なるが、半数以上の方は他の

図書館を利用していた。他の図書館としては、穂高の「みらい」が 23名で最も

多く、続いて松川、大町、明科、豊科「きぼう」といった順番である。そんな

方々からの回答である。施設、設備について示しているので、目を通して頂き

たい。スペースが広く居心地がよいといったことがあげられている。駐車場の

問題も出ている。資料や情報については、視聴覚資料を含んで数と種類が多い

といったことやその他の利便性が高いといった意見が出されている。図書館の

サービス面では、開館の時間や休館日の違いといったことが示されている。現

在の図書館に欠けている面、新しい図書館に期待する面が、このアンケートか

ら読み取れると考えている。②に示されている新しい図書館ができたらという

仮定でのアンケート結果であるが、ここでも、色々な意見を頂いている。他の

館の状況を挙げている方が多く、施設についての具体的な要望がほとんどであ

る。資料や情報の面、図書館サービスなどへの意見も出されている。統計上、

どれが多いか少ないかはまとめていないが、参考として頂ければと思う。 

事務局 ：多くの資料が提供されたので、また、確認頂きたい。もう一つ、全体の会議の

中で、前回の分科会で要望のあった、周辺図書館の職員の意見について、読み

合わせをしていないので、ここで、確認をして討議に入っていきたいと考える。

（委員会資料４（P10～P11）、別紙等について説明） 

湯田委員：目が見えない人のためへの朗読について意見が出されていたが、友達に色々聞

いてみると、穂高の「みらい」では防音室をトイレの隣に造ってしまったので、

ドアの開け閉めの音が響き、使えないといったことがあったようである。また、

安曇野市は全体で、録音したメディアを欲している人が 10人であったが、ほと
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んどそれを使う人がいないことが問題であるようである。はじめから、その機

能や機材を用意するのではなく、防音室のみを造っておいて、後から機材につ

いて考えればよいのではないかと助言を頂いた。その通りであると考える。10

人という数字も、市役所で勧誘して増やしたようである。ものではなく、人が

大事であると考える。 

新井委員：松川の館長の意見であるが、「施設が何を目指しているのか」についてである。

池田町図書館については、これまで、皆さんで検討をしてきているが、町が活

気を取り戻す、賑わいを取り戻すということに引っかかりを感じる。人が集ま

る商業的な要素は魅力であると考える。図書館ができることで、今までシャッ

ターが閉まっていた商店街に、新しい人がお店をやろうかと考えられるような、

夢や希望を持てるとよいと考える。どうやって人を引き寄せる魅力を創るかと

いうと、すごく難しいところがある。年代も様々であることも難しい要因であ

る。年代も様々であるが、高校生などの若い人が集まるとパワーとなる。それ

を期待すると、児童館は長期休業の時に小学生で一杯になってしまうことにも

対応できる。子どもが来れば大人も付いてくる。お年寄りも来て頂きたいが、

若い人たちが、より楽しむことのできる施設とすることが望ましいと考える。 

湯田委員：今の池田町で、多くの人が集まっているのは「やすらぎの郷」だと思う。おじ

いさんやおばあさんはお風呂にやってくる。夜は、「何々さんは最近来ないけど

電話でもしてみるか」といったこともある。床暖房もあり、暖かである。保健

センターは、日曜日は子どもにも開放されているので、小さい子どもやそのお

母さんが集まってきて、話をしながら、お昼も食べて過ごしている。そのよう

な施設があれば、人は集まってくると考える。 

新井委員：他の用事で集まってくるという要因もある。 

湯田委員：「やすらぎの郷」は良い施設であると思う。 

小林委員：私たちは、保健センターをよく利用する。幼児を遊ばせる場所があり、安心し

て遊ばせることができる。また、そこでお昼を食べることができるのも良い。

子どもが遊び足りないときは、「つどいの広場」で遊ばせ、子どもが眠くなった

頃に家に帰ることができる。とても使いやすく感じる。しかし、保健センター

は月曜日しか使えないので、他の曜日は児童館に行っているが、保健センター

と同じような使い方をしている。しかし、夏休みや冬休み中などは、自由に使

うことができないので、そういった施設を町なかに造ってほしいと考えている。

今回の地域交流センターは、ちょうど良いスペースになりそうだと考える。飲

食スペースは、子どもとお昼を食べることができるようにもしてほしい。また、

子どもが騒いでも、気兼ねなく過ごすことができると良いと考える。 

湯田委員：夏などは、松川みたいに隣が公園になっていれば、そこで、みんなでお弁当を

広げて食べることもできる。 

新井委員：飲食ができると、滞在時間を長くできる。まちなかには食事をする場所が少な

い。 

小林委員：保健センターには、「カモミール」がパンやお総菜を売りに来る。お昼を持って

きていなくても、子どもの遊びに併せたり、帰ってお昼を作るのが面倒くさい
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ときに、そこで買って食べることもできる。そういった、商業スペースという

か、購入できる場所があると良いと考える。 

湯田委員：社会福祉協議会の窓口では、お弁当も頼むことができる。500 円である。利用

するのも良い。 

新井委員：厨房施設を作ると、コスト的に問題となるので、パン屋さんなどが巡回販売し

ている。 

湯田委員：自宅で作ったパンなどを、「やすらぎの郷」で販売している人もいる。「やすら

ぎの郷」は、色んな人が出入りする施設である。池田町内で最も人が出入りす

る施設であると考える。よく使われている施設である。 

中山委員：商業等活用エリアの検討状況はどのようになっているのか。どのような施設が

造られるのか分からない。25日には、商業等活用エリアの委員会との合同会議

を行うとの通知が来ている。商業等活用エリアのイメージができてきていない

ので、難しい面もある。 

湯田委員：アップルランドの跡地か。 

中山委員：そうである。西町川の西側が今回の地域交流センターの敷地とされている。商

業等活用エリアでどのようなものが販売されるかにもよる。 

事務局 ：公民館機能との複合的な部分であり、共通スペースに対する意見として取り上

げることとする。図書館としての方向付けをしていく上で、大まかにどのよう

な室が必要か検討したい。前回及び今回の協議のなかでは、所要室について明

確になっていると考える。一つずつ確認していく。一般の開架書架、閲覧スペ

ースは必要である。児童書架も必要である。それに併せてお話コーナーなども

必要と考える。一般的な閉架書庫も必要である。防音室があればよいとの意見

もあるが、対面朗読室も必要との意見が出されている。ボランティア作業室、

郷土の資料コーナー、ゆったりできる新聞や雑誌を読むコーナー、インターネ

ットや CD、DVD 等の AV コーナー、図書の検索コーナーも意見として出され

ている。これについてご意見を頂きたい。 

新井委員：自習室はどうするのか。図書館としてではなく別に設けるのか。 

事務局 ：自習室、学習室も必要である。図書館とするか、公民館とするか、または、共

用スペースとするかは検討を要する。図書館資料を読むことのできる場所とし

ていきたい。 

湯田委員：現在は、図書を選ぶところと学習室は、一緒となっているのか。１階がそのよ

うなスペースとなっていると考えて良いか。 

事務局（小澤図書館長）：その通りである。 

新井委員：現在利用している方がどのように望んでいるかを知りたい。受験生やテスト前

の学生にとって、図書スペースの隅に机が置いてあり、必要な図書を利用する

ことがよいのか、隔離された部屋で静かに勉強したいのか不明である。 

事務局（小澤図書館長）：中高生としては、自習室を望んでいると考える。視線を感じたく

ないと思う。集中したいという希望があると考える。現在の図書館は、大人も

子どもも雑居であるので、問題であると考える。中高生が調査研究活動の際や

図書を活用する場合は閲覧室を利用するなど、使い分けした方が、構造上造り
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やすいと考える。 

中山委員：現在のような形態が閲覧室となっていくということか。 

事務局（小澤図書館長）：そう考えている。 

中山委員：閲覧室内でも学習ができるようにすると言うことか。 

事務局（小澤図書館長）：理想は、図書館の本を持ち出すことができれば良いと考えるが、

管理の問題もある。ICチップという考えもあるが、なかなか難しい。スタッフ

としても管理が大変である。他に図書館関係の会議などを行う室もほしいと考

える。多目的に使えるのであれば、公民館や共通スペースに設けても良い。現

在は、閲覧コーナーで全て行っているのが現状である。使い分けをしたいと考

える。 

湯田委員：隣にスペースがあれば、何かをしようという気にもなる。色々な使い方ができ

る。 

中山委員：図書館の司書や事務の方の事務室も必要である。 

事務局 ：事務室も機能的に必要であると考える。 

湯田委員：作業用スペースも必要と考える。 

事務局（小澤図書館長）：現在はカウンターで作業をしている状態なので、作業用スペース

もあるとありがたい。とにかく、現在は狭い。できた当時は、２階がそのよう

な部屋であったと聞いている。 

新井委員：松川の図書館を時々使うが、床がフローリングのため足音が気になるときがあ

る。穂高の「みらい」は絨毯貼りであり足音は気にならない。逆に、音がしな

いことは出会い頭にぶつかるなど、危ない面もある。 

事務局 ：フローリングの床か。 

湯田委員：木のフローリングである。太陽熱を使った床暖房の関係で、床下とコンクリー

トの間に１ｍ程度の人が潜ることのできる隙間がある。歩く音は気になる。ラ

ンニングコストをどう下げるかも考えなければならない事項である。地下水利

用の床暖房も良いと考える。地熱を利用した冷暖房を備えた家を造る人が増え

ている。 

事務局 ：概ね、必要となる室についてはよろしいか。 

小林委員：お話コーナーには、キッズコーナーという遊ぶスペースも確保されるのか。塩

尻の「えんぱーく」では、そのような場所が確保されていた。 

事務局 ：子どもが遊ぶことのできるキッズコーナーを追加していくこととしたい。 

小林委員：改めてではなく、お話コーナーとキッズコーナーを兼用とし、おもちゃを少し

置くなどしても良いと考える。 

事務局 ：キッズコーナーを兼ねたお話コーナーとしていきたい。 

新井委員：図書館は、ワンフロアーとするのか。 

事務局 ：現在両論がある。ワンフロアーとして仕切りで分けていくという案と、２層と

して区分する案が出ている。決められればと思うが。 

湯田委員：コストも関係する。 

事務局 ：コストも検討する必要があり、小澤館長の発言の通り、管理面からも検討を要

する。一概に答えは出せないと考える。委員のみなさまの意見はどうか。 
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中山委員：スペースがとれるのであれば、ワンフロアーがよいと考える。公民館機能のホ

ールなどとの関係もあるので、一概には言えないと考える。 

湯田委員：周辺の類似施設では、ワンフロアーのところが多いと認識している。したがっ

て、池田町図書館のように２層となっているところは、周辺と比較して特別で

あると考える。難しい問題である。 

事務局 ：どちらも間違ってはいないと考える。 

湯田委員：どちらも、一長一短ある。 

新井委員：ワンフロアーがよいとは思うが、特に強いこだわりはない。 

渡邊委員：ワンフロアーとしたときに、650 ㎡は広いのか、それとも狭いのか。感覚とし

て、あまり分からない。 

事務局（小澤図書館長）：周辺の同規模町村の図書館と比較すると、概ね同等であると考え

る。 

小林委員：子どもを松川の図書館に連れて行ったときに思うことは、ここが児童のコーナ

ーだよといっても、子どもはそれを理解できず、走り回ってしまう。一般書の

コーナーにまで行って、自分で読めないような本を出してきて騒ぐときがある。

図書館の雰囲気として、そういったことも温かく見守ってくれ、静かに学習し

たい人は学習室に行くことができるのであればよいが、真剣に本を読んでいる

人もいるので、子どもを静かにさせようと思うのだが難しい。そのようなこと

からも、２層となっている現在の池田町図書館はよいと思う。塩尻の「えんぱ

ーく」のように、同じフロアーでもちょっとした仕切りがあると良いと考える。 

湯田委員：穂高の「みらい」は、仕切りがガラス張りであるが、中で子どもが騒いでも声

が外に出ることはない。半分くらいまで図書が置かれており、そこから上は開

いている。小さな子どもにはお母さん達が一緒にいる場合が多い。一緒に本を

読んであげたり、中には、結構大きな声で読んでいたりするお母さんもいる。

それでも、大人の方には声が響かないようになっている。ワンフロアーとする

ならば、そのような工夫がよいと考える。子どもを連れたお母さんにとって安

心感がある。子ども達だけで自由にさせるときも安心である。 

渡邊委員：そもそも、静かに本を読みたい人は、本を借りて帰って、家で読めばよいと考

えるが、図書館で読む理由は何か。それは、ある程度のにぎやかさを容認して

いるからだと考える。皆さんが、ゆっくりしていられる雰囲気作りの方が重要

であると考える。そのように考えると、ワンフロアーでも良いのではないかと

考える。静かにしたい人は、自習室に持って行って読めばよいのではないか。 

湯田委員：本を選ぶのに、静かに選びたいという人もいる。選ぶ段階で静かにしてほしい

人もいる。それぞれの人には個性があり、色々な人たちがいるので、一概に、

こういう風だと言えないと考える。静かに本を選びたい人もいるし、おしゃべ

りをしながら本を選びたい人もいることを認識する必要があると考える。現在

の図書館のほとんどにおいて、なるべく静かにすることが一般的である。そう

いうところは、一つの公共の場なので、教育としてそういったところでは静か

にすることを教えるのも必要だと考える。子どもが、そういうところでは静か

にしなければいけない、お家とは違うということを理解することも重要である。
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家族や、一般の人に怒られるということの意味を感じられると良いと考える。

私のところでも、小さい子が温泉に行って洗い場で騒いでいて、よその人に怒

られたことがあり、シュンとしていた。これは、大切なことである。子どもが

自分で感じることができるということで良いと思う。病院だから騒いではいけ

ないということも、きちんと伝え、教えることが重要だと考える。 

新井委員：騒音や防音が解消されるのであれば、ワンフロアーでも良いのではないかと考

える。喫煙室のようなガラス張りではなくてもよい。 

事務局 ：一般と児童のエリアをワンフロアーとするか２層とするかについては、ワンフ

ロアーにする場合には、ある程度の仕切りができれば良いという意見である。

やり方によって変えていくという意見でよいか。 

中山委員：閉架書庫を２階とすることも考えられる。全体の構想のなかで検討していくこ

とが必要である。ワンフロアーのほうが、色々な面でいいと考える。限られた

面積のなかではあるが、現在の倍くらいの閉架書庫が必要であると考える。閉

架図書などは２階でも良いのか。 

事務局 ：良いと考える。 

中山委員：フロアーをできるだけ広くとりたい。そうすれば、子どものためのコーナーも

広くとることができるし、防音の部屋も確保することができる。全体の兼ね合

いが重要である。宮田村の図書館があんなに立派にできていても、子ども達は

ゲームをしていた。あれでは寂しいと考える。西箕輪の「ぬくもり館」では、

あの小さな図書コーナーのなかで、何人もの子ども達が勉強したり、活動した

りしていた。そのような活動をする部屋が、図書館の延長としてほしいと考え

る。それは、公民館との共通スペースとの関係で考えていきたい。 

新井委員：地べたに座って活動していた。あの姿がよいと考える。椅子に座るとかしこま

ってしまう感覚がある。飲み会でも、地べたに座った方が落ち着く。 

湯田委員：掘り炬燵のような感じで、丸いスペースが少し下がっていて、そこだけでも床

暖房になっていれば、そこに友達が集まって話ができる。 

新井委員：友達もそこでできると考える。 

小林委員：キッズのコーナーだけ、靴を脱いで上がるのではなく、施設全体が靴を脱いで

上がるようにした方がよいと思う。子どもが見たい本を探すのに、書架からキ

ッズコーナーに持ってきて見て、また、新しい本を探すのに靴を履かなければ

ならないことに不便を感じる。全体的に靴を脱いで入ることのできる施設がよ

いと考える。 

湯田委員：穂高の「みらい」は、真ん中の丸い部分だけがキッズコーナーとなっており、

そこだけ靴を脱ぐこととなっている。その周り全部が児童書架となっているの

で、結果的に靴を履かないでも次の本を探すことができるようになっている。 

小林委員：松川村の図書館では、お話の部屋だけ靴を脱ぐようになっていて、赤ちゃんの

本はそこにあるが、それ以外の本は靴を履いて取りに行く必要がある。宮田村

もそうなっていた。穂高の「みらい」に行ったとき、自分の読みたい本以外で

も、館内を一周することで興味が引かれる本を見つけることができる。松川村

や宮田村の図書館のように、キッズコーナーだけ靴を脱ぐようにすると、小さ
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い子は靴を履かずに本を取りに行ってしまうことが心配される。土足で歩く部

分を、小さな子どもが裸足で歩き回り、地べたに座り込んだりしているので、

どうなのかなと思う。できれば全体的に靴を脱ぐようにしたほうが、リラック

スできると考える。ただし、ベビーカーや車いすはそのまま入れないので、考

える必要がある。 

新井委員：穂高の「みらい」も、子どものところは靴を脱いで、他のところは土足である

があまり気にならない。子どもが裸足で出てきても、そんなに汚いというイメ

ージはない。自分でも、靴を脱いでしまおうかと考えるときがある。板張りだ

と汚れも目立つが、絨毯だと目立たない。 

湯田委員：絨毯がよいと考える。最近は、板張りが多いと認識している。 

中山委員：ノロウィルスなどの心配があり、汚れた場合、絨毯を全て剥がしてやり直して

いる事例もあるようである。学校でもそのような事例がある。小谷小学校でも、

校舎を新しくしたときに絨毯にしたようであるが、掃除のときなどに掃くとほ

こりが舞うので、現在では、部分的に剥がせるようになっているようである。

一時は、全面的に絨毯を剥がして掃除をしていたこともあるようである。その

ため、運営上の課題についても検討していく必要がある。 

湯田委員：これ（役場の食堂の床）が最も楽である。 

中山委員：味も素っ気もなく、冷たい感じがする。 

新井委員：今では、だいたいカットしたものを使っているようである。 

事務局 ：タイルカーペットを使用するのが主流である。50cm角が一般的である。 

湯田委員：私の家ではスギの木材の床なのですごく大変である。木と木の間にすごくほこ

りが入っている。 

新井委員：絨毯にするのか、板張りにするのかは、今後、検討することとしてはどうか。

本日は、部屋とか、機能的な面について検討が必要である。 

事務局 ：池田町図書館をどんな特徴あるものにしていくかの検討が必要である。前回の

分科会では、児童書を充実することなどが提案されている。そのような方針が

でると良いと考える。その議論をお願いしたい。 

中山委員：今までの図書館の特徴は、児童書が充実していることであった。しかし、我々

が利用するときには、まず、目が行くのは新刊図書のコーナーである。一般の

人が利用することも想定していくことが重要である。伝統的な特徴を出すこと

としては、児童書の充実は大事にしていきたいし、ますます、充実させていき

たいと考えている。周辺の市町村の読み聞かせグループが、池田町図書館に借

りに来ることもあるか。 

事務局（小澤図書館長）：大型紙芝居なども借りに来ることがある。 

湯田委員：池田町図書館は、大型紙芝居も貸し出しているので、周辺市町村からも借りに

来ることがある。また、紙芝居を一人、５つ借りることができるが、穂高では

２つしか借りることができない。家族のカードも使って借りていく人もいるよ

うである。他の図書館では、そういう面倒くささもある。 

中山委員：読み聞かせグループなども利用しているので、大事にしたいと考える。 

渡邊委員：児童書を充実させていくことは良いことであると考える。また、一般の人が普
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通に読みたい本がない場合でも、学校の図書館とも連携しているとの話もあっ

たので、そこから探すことも可能である。もしあれば、翌日には用意頂けるな

どの使い方も想定できる。そう考えると、メインの図書館に全て置かなくても、

分散して置くことも考えられる。小学校か、中学校のどちらかにあるようにす

ると、相当の数が保管できると考える。そのような対応のなか、児童書を充実

させていくことに賛成である。新刊図書は必要だと思うので、児童書との２枚

看板としていくことが良いと考える。一本に絞る必要はないと考える。高校生

などは、新刊図書などを読みたいと考えるので、両方に対応することが必要と

考える。 

新井委員：利用者のニーズをとらえることは、大変難しいと考える。「読みたいな」「有っ

たらいいのに」といって本を探しているが、他の図書館から取り寄せてくれと

までは言わない。雑誌とかでも、有るから読んでいるという感じである。そこ

を、切り込んでピンポイントで充足していくと、みんなが欲している書物を用

意できると考える。しかし、大変なことである。ずっと見ていないといけなく

なる。究極を言うとそうなる。 

湯田委員：穂高の「みらい」などは、結構、雑誌などが多く用意されている。図書室の一

番向こう側に行くと、雑誌がたくさん置かれているコーナーがある。そこに、

読む人の椅子も置いてある。大人の方がそこで読んでいる。私の友達も、図書

館の近くに住んでいるが、朝９時から図書館に行き、お昼過ぎまでそこにいる。

昼食は、入り口でうどんを食べて、一日いてしまうこともあるようだ。 

渡邊委員：雑誌コーナーは東だか、南に面しており、日当たりが良く、居心地がよい。開

放的である。 

新井委員：障がい者の方が、喫茶コーナーをやっている。 

湯田委員：「たんぽぽ」という名前である。ケーキとコーヒーぐらいである。 

渡邊委員：池田町には、養護学校があったり、「白樺の家」があったりするので、それらと

の連携も必要と考える。地域的な特色をと考える。 

新井委員：障がいを持っている方に、簡単な掃除などの仕事を提供できたらよいと考える。

働く場が不足しているようなので、そのような取り組みも必要と考える、名古

屋では障がいのある方が、朝、結婚式場を掃除したり、調理場の洗い場を担当

したりしている場面を見たこともある。 

事務局 ：地域交流センターの特徴としては、児童書の充実が挙げられた。新刊図書の充

実については、運用上大変ではあるが、検討することとしたい。 

中山委員：これからの図書館は、単なる貸本屋としての施設ではなく、交流の中核となる

施設であるべきと考える。我々も、新刊図書などと、借りる立場で発言してい

るが、図書館が町の人たちの心のよりどころ、出会いのよりどころであること

が必要である。そういう場とするために、どうしたらいいかと考えているが、

はっきりとした案は思いついていない。児童書の充実だけでは、児童書の貸本

屋になってしまう。新刊図書や雑誌がたくさんあると、町中の本屋はどうなっ

てしまうのかと考える。 

湯田委員：昔は、本屋だけで３軒もあった。現在は１軒のみである。 
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中山委員：子ども達との触れ合いコーナーや読み聞かせコーナーで、子ども達が賑やかに

過ごすことができ、文化の香りが高くないと、図書館としてはだめである。単

なる遊園地ではない。文化が必要である。池田町住民の文化を伝える拠点とな

ったり、また、心を育てる拠点としなければならないと考える。子ども達を育

てることのできる地域交流センターとしたい。お互いに成長できる場でありた

い。そういう図書館を目指したいと考える。それを、具体的にといわれると、

難しい。たとえば、一つのフロアーの中で色々と考えることも必要である。今

でも、２階で工夫して良くやっていると考える。 

湯田委員：今の図書館の職員は、すごく良くやっていると考える。 

中山委員：あの狭いスペースのなかで、劇をやってくれるなど工夫が見て取れる。そのよ

うなスペースは、新しい施設でも必要である。 

湯田委員：私も、そこのスペースでトールペイントなどを教えたことがある。今でも、「ま

め本」をやったりしている。良くやっているなあと思う。 

中山委員：カルチャーセンター的な催しや、講演会なども開催している。 

湯田委員：子ども向けの講演会もやっている。 

中山委員：大人向けの講演会もやっている。狭いながらも工夫している。広ければよいと

は限らない。図書館で、つまり、本のあるところで色々することは、雰囲気が

ある。それが、学習室のように独立してしまうと冷たい感じがする。 

湯田委員：やっぱり人が大切であると考える。そこに何を造るかではなく、その中の人た

ちが、一生懸命、何をしてくれるのかが一番重要である。 

中山委員：図書館というものを、利用する人たちで創り上げていくことが重要であると考

える。心のよりどころとすべきである。人間性のよりどころでもある。知のよ

りどころだけではない。人間性を向上するよりどころとしたい。そのためには、

幼児からお年寄りまでが、一緒にくつろげる場とすることも必要である。 

新井委員：今の図書館は、集まるだけである。そうではなく、集まって触れ合うことが重

要である。どうやって巡り合わせるかが問題である。 

中山委員：今の時代なので、機械で検索すれば検索でき、無駄がなくなっているが、実際

に触ってみることも必要である。そういった現代的なものも良いが、特に子ど

もなど、直接触れることが重要である。学校の図書館でも触れることが重要で

あるから、充実していく必要がある。全部を揃えることは無理なので、小中学

校の図書館同士が連絡しあって融通することが重要となってくる。子ども達が

本を手にとって選んでいくことは無くしてはならない。穂高の「みらい」に行

けば、全てがそろっているという考え方ではだめである。これから、それぞれ

の学校の図書館も、町としてはお金をかけて充実していかなければならないと

思う。 

事務局（小澤図書館長）：よそになくて、こちらがほしいものとしては、児童書もそうであ

るが、郷土資料を考えている。例えば穂高の「みらい」にも無いものである。

このような資料は民間にも多く眠っているので、池田町の過去の資料や、現在

の行政資料などを集めて、そこに行けば池田町の過去・現在や未来も分かるよ

うなスペースも必要と考える。デジタル化するかしないかは別としても、郷土

P116



27 

資料コーナーなどを整備したい。図書館は情報センターとしての機能を持って

いるので、ソフト面としての運用の仕方、経営の仕方でさまざまな情報を後世

に残せる。視聴覚コーナーまではいかなくても良いが、情報端末も使えると良

いと考える。池田町の人は、調べに来る人が多い。例えば、遺産相続の仕方を

調べに来るなど、切実な内容を調べている。仕事探しのために訪れる人も来る。 

湯田委員：図書館で仕事について調べるのか。 

事務局（小澤図書館長）：そうである。 

湯田委員：仕事探しは大町に行かなければ無いのですね。 

中山委員：都会などでは、図書館でそのような役割を担い始めている。 

湯田委員：池田町に就職したい人が、図書館に来るとよいとなれば、おもしろい。 

中山委員：図書館は、情報センター的な役割を求められている。そういった機能の充実も

必要である。塩尻の「えんぱーく」では、ワインコーナーがあった。これから

の池田町としてもワインでまちおこしを考えているようなので、このような情

報も発信できればよいと考える。 

事務局 ：池田町の郷土資料についての展示方法等について、整理して、きっちとした形

にしていくことも、図書館の機能として考える。今まで出された所要室につい

ての考え方について、次回までにまとめて全体会議に提示して、委員会として

方向付けしていきたいと考えている。 

中山委員：ここに挙げられているのは、全てがその通りである。ワンフロアーとするのか、

２層とするのか以外は、その通りである。ただし、「お金が有れば」であるが。 

湯田委員：設計図があり、それをどう直すかの検討の方が分かりやすいのではないかと考

える。自分が自宅を建てる際も、同じようなことをした。 

新井委員：これからは、そのような作業となる。 

中山委員：設計士が設計する場合でも、ある程度、所要室の情報が必要であるか。 

事務局 ：そうである。 

中山委員：そうすると、ここに記載されているような内容を設計士は全て頭に入れて、図

面を書くということか。 

事務局 ：そうである。一つずつ解決しながら図面を創っていく。 

湯田委員：かつて住んでいた自治体では、同じような施設を造るとき、何も相談が無く造

ってしまった。そのため、色々な失敗があった。エレベーターがなく、車いす

の方をみんなで抱え上げたとの逸話もある。みんなに相談することが重要であ

る。設計図ができても、みんなで相談して創っていくことが重要である。 

中山委員：そのための委員会は、別の委員会となるのか。 

事務局 ：その通りである。 

奥山会長：まさしく来年、２７年度が、基本設計の年となる。現在は、構想としての機能

面や室について検討しているが、全て網羅されていると考える。一番は、交流

という切り口、ポータル、入り口として、そこに町民の方が集まってきて、そ

の空間で交流しながら町民の方がやりたいことをするといった空間を望まれて

いるということがよく分かった。これは、全国的には商業流というか、ものを

買えたりする、また、学習というのは、公民館的な交流の機能を連続的に持た
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せることが主流となってくるので、そういった観点からも具体的な設計が始ま

る。設計の業者がこれを読んで、それを図面にしたものを、改めて皆さんが審

議、検討することとなると考える。色々な形で、住民の声を反映できると考え

ている。あとは、事務局に任せます。 

事務局 ：以上で、図書館分科会を終了します。 

 

15：30終了 

 

以上 

 

 

P118



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P119



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P120



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P121



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会の様子３ 

委員会の様子１ 

委員会の様子２ 

副会長挨拶 

公民館分科会の様子 公民館分科会の様子 

図書館分科会の様子 図書館分科会の様子 

P122


	第４回
	第４回WSまとめ
	①
	②
	③




