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第１回  池田町地域交流センター基本設計検討委員会 

議 事 録 

 

(1) 開催日時等 

    平成 27 年 11 月 20 日（金）  15：00～17：00 

    池田町役場 大会議室 

 

(2) 出席者 

信州大学工学部建築学科教授       土本 俊和 

池田工業高等学校            矢口 晶子（欠席） 

池田町議会               薄井 孝彦（欠席） 

池田町教育委員会            中山 俊夫 

池田町芸術文化協会           有川 劭 

池田町公民館運営審議会         片瀬 信男（欠席） 

池田町三校ＰＴＡ連合会         髙橋 誠 

池田町三校長会             山﨑 晃 

池田町自治会協議会           菱沼 英昭 

池田町社会福祉協議会          浅原 由美子 

池田町商工会青年部           栗林 克行 

池田町図書館協議会           高林 智恵子 

池田町女性団体連絡協議会        髙山 さち子 

池田町老人クラブ連合会         三澤 孝文 

おはなしボランティア          湯田 洋子 

コールラベンダー（公民館利用団体）   小田切 純子 

わんぱく広場              那須 美穂子（欠席） 

池田町商業等活用エリア検討委員会    桂川 哲三 

公募委員                 西澤 範男 

公募委員                                横澤 はま（欠席） 

 

アドバイザー 北安曇地方事務所商工観光建築課建築係  

米倉 雅博 

（敬称略） 

 

事務局 

教育長                                  平林 康男 

教育課長                                藤澤 宜治 

公民館長                                平川 通寿 

教育課生涯学習担当係長                  寺島 靖城 

図書館長                                梅牧 力 

㈱アーキディアック （設計共同企業体）  児野 登 

小林建築設計事務所 （設計共同企業体）  小林 正芳 

㈱アーキディアック （設計共同企業体）  牧野 恵子 

㈱アーキディアック （設計共同企業体）  山内 昇 
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(3) 配布資料 

1) 次第 

2) 池田町地域交流センター基本設計検討委員会 委員名簿 

3) 池田町地域交流センター基本設計検討委員会設置要綱 

4) 諮問書 

5) 資料 1 池田町地域交流センター建設事業スケジュール（予定） 

6) 資料 2 本委員会で検討する課題について 

7) 資料 3 池田町地域交流センター基本構想  

8) 資料 4 池田町社会資本総合整備計画（ 社会資本整備総合交付金申請提出事業内容 ） 

9) 資料 5 スタディ案② 

 

 

(4) 議事 

1) 開会（15：00） 

 

2) 町長あいさつ 

 

3) 委員会設置要綱の説明・委員の委嘱 

 

4) 自己紹介 

 

5) 役員の選出について 

会長  土本 俊和 信州大学工学部建築学科教授 

副会長 有川 劭  池田町芸術文化協会 会長 

 

6) 諮 問 

 

7) 議題 

① ワークショップの経過報告（15：16） 

ワークショップの経過について、事務局より説明を行った。 

 

② 本委員会の進め方について（15：30） 

資料 2 について、事務局より説明を行った。 

 

③ スタディ案の説明（15：42） 

スタディ案②について、事務局より説明を行った。 

 

④ 基本設計の検討（15：52） 

①、②、③を踏まえ、基本設計の検討を行った。 

 

資料 2、資料 4、資料 5 に対して以下の意見が出された。 

中山委員：社会資本総合整備計画にて床面積を 2,000 ㎡で申請を行っているとのことだが、最終

的な施設規模は申請面積に必ず合わせなければならないものなのか。また、資料 2

で「面積削減につながる可能性のある項目」が示されているが、各項目を全て実行す

れば約 2,000 ㎡となると考えて良いのか。これらについてご説明願いたい。 

事 務 局 ：面積を必ず 2,000 ㎡にしなければいけないのかということについては、変更申請を行
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い、計画が認められれば面積を 2,000 ㎡以上とすることは可能である。しかし、面

積が増えれば費用も増えてしまうため、限られた予算の中で建設を行うために、面

積縮減の努力をしなければならない状況である。また、資料 2 に挙げられた項目を

全て実行すれば 2,000 ㎡になるかということについては、｢面積削減につながる可能

性のある項目｣を挙げているだけであるため、項目を全て実行すれば 2000 ㎡になる

わけではないのでご承知頂きたいと思う。 

桂川委員：先ほどの資料 5 の説明にもあったが、建物の東側のエリアが商業等活用エリア（以下、

商業エリア）と定められている。町民の皆様から買い物ができない方たちのために街

中で商業施設を作ってほしいという要望があり、委員会が立ち上がり、検討が進めら

れてきた。しかし、近隣へのスーパーマーケットの出店や企業の移転希望など、周り

の状況が変わり、結論が出せない状況となっている。アップルランドが撤退してから、

商工会で買い物に行くことが困難な方のために「晴れるや市」を開催しており、多く

の方に利用頂いている。「晴れるや市」に来られる高齢者は、単に買い物に来るだけ

ではなく、交流を楽しみに来られている方が多い。地域交流センター（以下、交流セ

ンター）では高齢者の方が、敷居が高くなく入っていけるような交流の場が必要であ

る。 

事務局（設計）：プロポーザル時には、既存の蔵等を活用した商業のエリアとなると良いというイメー

ジを持ちながら交流センターの提案を行った。また、交流の場という意味では高齢者

や子連れなど、多様な方々に様々な居場所があるということを建物の特徴にしようと

している。商業エリアは交流センターと一体的に計画し、町の商店につなげていくこ

とが大切だと設計者としては考えている。蔵が多いという地域性を活かし、一般的な

商業施設とは違った魅力を創造できれば良いのではないかと思う。 

三澤委員：ホールの収容人員については変更の必要があると感じているが、年間ホールの使用の

回数がどれくらいあるのか。400 席という大きさが本当に必要であるのか精査が必要

である。また、2 階の親子交流室については１階に移動し、ホールと兼用することが

できるのではないか。ご検討いただければと思う。 

有川副会長：芸術文化協会では芸能祭で、200 席を用意しているがなかなか席が埋まらないという

状況もある。年間を通して 400 席とすることは難しいのではないかと思う。活動す

るための個室とホールのバランスを考え、全体の面積を検討していく必要がある。 

事務局（設計）：公民館 講堂の半年間の利用記録を確認したところ、100 人を超える利用が 6 回であ

った。多い場合には 500 人を超えている利用もあるが、半数以上は 100 人～200 人

といった利用状況である。 

事 務 局 ：現在、高瀬中学校体育館で行っている事業としては、出初式、交通安全防犯町民大会

がある。また、文化祭については公民館が手狭であるため、総合体育館で開催を行っ

ている。交流センターの完成後は施設全体を使用し、文化祭を行うことを考えている

が、出初式や交通安全防犯町民大会は年 2 回の行事であるため、それだけのためにホ

ールに席数を持たせるかという点については引き続きご検討を頂ければと思う。 

髙橋委員：資料 2の｢面積削減につながる可能性のある項目｣の中で 2階の中止などの項目がある

が、ワークショップでの意見を考慮・尊重しつつ面積の縮減を考える上で、どのよう

な経緯や想いで諸室が 2 階に計画されているのかご説明いただきたい。 

事務局（設計）：2 階には要望のあった親子交流室と災害対策本部（親子交流室を使用）を主に計画し

ている。スタディ②の時点では、親子交流室を吹抜けに面した 2 階に配置することで、

他の空間と良い関係性が築けるのではないかと考え計画を行った。現時点では、親子

交流室を中ホールや会議室等との連携を前提に１階に計画することは可能だと考え

ている。 

事 務 局 ：緊急の事態に備える災害対策本部については、2 階ではなく交流センター内の違う部

屋で対応をする予定である。財源的な縮小を行っていくためにその点も含めてご意見

を頂ければと思う。 
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中山委員：災害対策本部としてスタディ案②の広さでは狭いのではないか。 

事 務 局 ：災害対策本部については、交流センター内の部屋を災害対策本部として使用していき

たいと考えている。当初計画よりも大幅な面積増となっており、出来るだけの縮小を

検討していきたいと考えているため、面積についてはご理解を頂きたい。 

土本会長：2 階の中止ということについて意見が出たが、親子交流室については、ワークショッ

プを経緯を踏まえた上で、１階にあっても良いという認識でよいか。 

一 同 ：宜しい。 

小田切委員：ワークショップでも、スタディ案②では親子交流室横に階段があるため、子ども達に

とって危険ではないかという意見があった。そういう意味でも、親子交流室は１階で

良いのではないかと思う。ホールの話になるが、客席数は街の中でコンサートの開催

を定期的に行っているため、最低でも 300 席以上を確保していただきたい。 

山﨑委員：高瀬中で文化祭を開催しているが、音響設備が整えば交流センターを使いたいと考え

ている。高瀬中の児童が約 250 人で保護者を含める 400 席は妥当な大きさなのでは

ないかと思う。小学校２校や松川村との連携を考えるとある程度の大きさがあるとあ

りがたい。また、1 階に中ホールが計画されているが、中ホールの必要性についてご

説明を頂ければと思う。 

事務局（設計）：基本構想の中で概ねの規模として予定がされていたものを元に中ホールの計画を行

っている。会議室など個室が少ないことに加え、可動間仕切りを利用して多様な使用

できる空間として計画している。ホールについては性格付けが難しく、設計側でもど

のように性格付けを行っていくのか迷っているのが本音である。ホールの音響を重点

的に考える場合、建物に気積を確保しなければならず、予算的にも厳しくなる。建物

の規模については縮小が必要であるが、300～400 席を確保した上で、図書館の蔵書

分の面積を確保すると縮減を行うことができる場所は、フリースペース（共通スペー

ス）となってしまう。しかし、フリースペースをなくしてしまうと気軽に立ち寄れる

居場所が少なくなり、魅力が損なわれていってしまということもあり、そのような点

も含めて面積縮減についてご意見をいただければと思う。 

湯田委員：中ホールについてだがワークショップの中でも多様な使われ方のイメージが参加者

から出てきており要望も多かった。中ホールは大規模な会議だけではなく、多様な使

い方をしていくことを想定し、計画が行われてきたと理解している。 

有川副会長：面積の問題はあるが、会議室等が少なく活動団体のスペースのための部屋が少ないの

ではないかと感じる。中ホールは活動スペースとしても使えるため必要な空間である。 

桂川委員：商業エリアとの連携を考えると図書館とホールの配置関係は逆のほうが良いではな

いか。西側の静かな場所を図書館とし、商業エリアとのつながりを考慮しホールを東

としたほうが良いと感じる。また、飲食については商業エリアとし、図書館では飲食

なしとすることが良いのではないか。 

事務局（設計）：商業エリアとの連携を考えた場合、図書館・ホールの位置はスタディ案②の位置が望

ましいと考えている。飲食については管理者との協議も必要だが、交流センター内に

は飲食可能スペースを設けることで、利用者が気軽に集える場にすることができるの

ではないかと考えている。 

土本会長：残り時間が少なくなってきたが計画全体を通して意見のある方はお願いしたい。 

高林委員：スタディ案②において図書館の入口が、玄関から入ってどこにあるか目に付きにくい

のが気になる。また、2 階を中止した場合でも、授乳室は 1 階に必要だと考える。 

浅原委員：穂高交流学習センター「みらい」に障がい者の活動するカフェが設けられているが、

交流センターでも、カフェなど障がい者が活動する場が整備されると良いと感じる。

また、西側の道路を挟んで駐車場を計画することのことだが、道路の整備で交通量が

増えることが予測されるため、危険ではないかと感じた。それぞれについてご検討い

ただきたい。 

桂川委員：商業エリアについては、現時点では民間企業の出店は難しいと感じている。商業エリ
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アでは大規模な施設整備は行わず、青空市などに使えるように整備を行っていくこと

も検討している。商業エリアについても、何かあれば委員会の中でご意見頂きたい。 

有川委員：ホールの音響・照明設備、ステージについてはどこまで考えるのか。イニシャルコス

トとランニングコストのバランス、建設後の管理、ランニングコストの低減について

も考えていかなければならない。 

中山委員：親子が気兼ねなく過ごすことができる親子交流室はすごく大切で、この施設の目玉で

ある。2 階を中止した場合でも、親子交流室は必要であると感じるがいかがか。 

栗林委員：親子交流室は地域にとっても重要な部屋であるため、この場で協議したほうが良い。 

事 務 局 ：親子交流室については 2 階を中止とした場合でも、1 階に計画し直すことを検討して

いる。親子交流室の取り止めは予定していないのでご承知いただきたい。 

髙橋委員：活動する団体のための部屋が少ないように思える。中ホールを三室に仕切れるように

するなどし、活動のスペースが多くなれば良いと思う。 

土本会長：資料やスタディ案に対して、色々な意見が出たが面積の縮減を考えていく中で、2 階

の中止とホールの縮小を考えていくという点については宜しいか。 

一 同 ：宜しい。 

土本会長：設計側から 2 階を中止、ホールを縮減し面積を縮減した案を提出していただだく。

次回の委員会では縮減案を基に細かい事項について議論を深めていきたいと思う。 

 

8) その他（16：55） 

① 第２回検討委員会の開催日時について 

第２回検討委員会 12 月 25 日（金）15:00～ 

 

② 委員報酬について 

委員報酬について、事務局より説明を行った。 

 

9) 閉会（17：00） 

 

17：00 終了 

 

 

以上 
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諮問 諮問 委員会の様子 1 

委員会の様子 2 委員会の様子 3 

委員会の様子 4 委員会の様子 5 


