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第４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 28 年 2 月 29 日（月）  15：00～16：55 

    池田町役場 大会議室 

 

(2) 出席者（委員） 

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 

池田町議会               薄井 孝彦 

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 

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（欠席） 

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 

 

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) 資料 1 検討案 3（事前配布資料） 

3) 資料 2 前回案(検討案 2)からの主な変更点（事前配布資料） 

4) 資料 3 工事費概算書（事前配布資料） 

5) 資料 4 ホールの仕様について（事前配布資料） 

6) 資料 5 池田町地域交流センター工事費概算金額について（当日追加資料） 

7) 池田町地域交流センター基本設計 答申書（案）（当日追加資料） 

 

(4) 議事 

1) 開会（15：00） 

 

2) あいさつ（15：01） 

 

3) 議題 

① 工事費概算金額の説明（15：03） 

資料 3・資料 5 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。 

 

② 検討案 3 について（15：30） 

  資料 1・資料 2・資料 4 について、事務局より説明を行った。 

     

    議題①を踏まえ、各資料について以下の意見が出された。 

土本会長：前回検討委員会では基本設計の大枠の部分について委員の皆様にお認め頂いたかと

思う。委員からどうしても入れたい内容として意見があれば、答申書に附帯意見とし

て記載していく予定である。プランに関する意見は議事録に記録していくことになる

のでご承知頂きたい。 

薄井委員：空調方式について共通部分については地中熱を採用するという理解でよいか。また、

地中熱採用時の補助率は 2/3 を想定した金額という理解でよいか。 

事務局（設計）：地中熱は不特定多数が利用するフリースペースのペリメーターゾーン（建物の外周部

分）での採用を検討している。空調負荷を考慮し、建物の外周部分に地中熱を採用す

ることが最も効率的であると判断した。地中熱はイニシャルコストがかかる一方でラ

ンニングコストに優れている。ランニングコストの低減に配慮し、現在の方針とさせ

て頂いた。補助率については 2/3 を想定し、計画している。 

薄井委員：太陽光発電と自家発電機については設置を行うという理解で宜しいか。  

事務局（設計）：設置を行う方針で検討を進めている。 

薄井委員：計画中の自家発電機はどの程度の出力となるのか。 

事務局（設計）：自家発電機の出力については臨時災害対策本部の能力によって出力が決定されるた

め現時点で明確な数値は決定していない。その点についてはご理解頂きたい。 

薄井委員：予算立てをする際に仕様がはっきりと決まっていないと計画ができないのではない

か。 

事務局（設計）：現時点では、50～60KVA の出力を見込んでいる。 

横澤委員：前回委員会で防音室を袖舞台に繋げて利用するという提案をさせて頂いた。現在の案

は控え室がないため、防音室を兼用できるようにして検討して頂きたい。 

事務局（設計）：防音室と袖舞台の高さが 80cm 違うため、使い勝手を考慮すると防音室と袖舞台と繋
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ぐことは効果的ではないと考えている。また、防音室と舞台を別々の目的で使用する

場合、舞台と防音室が隣接してしまうと防音の面で支障が出ることも考えられるため、

防音室とステージは離した位置に計画を行っている。控え室がないとのご意見だが、

会議室脇の防音扉を閉じることで会議室とフリースペースを控え室として利用する

ことが可能であるので、控え室として使用できるスペースは確保している。 

横澤委員：袖舞台の床面積はどの程度になるのか。 

事務局（設計）：袖舞台(片側のみ)の大きさは約 30～35 ㎡程度である。 

薄井委員：色々な理由で費用が大きくなっているのは理解しているが、当初の計画との差があま

りにも大きくなっている。私としては町民や議員の方々に費用について、理解を得る

ことができないことを危惧している。費用の節減を考える上でホールの客席数を減ら

していくことはできないだろうか。町民の皆様の理解を得るためには 300 席程度に

縮小することが妥当ではないか。周囲のホールと比較しても 300 席程度のホールも

多く、現公民館講堂でも 300 席程度の収容人数であるため、支障をきたすことは無

いのではないかと感じた。話を蒸し返して申し訳ないが、費用削減を図るためホール

の縮減を目指していくのはいかがだろうか。 

事務局（設計）：意見を伺った感想になってしまうかもしれないが発言させて頂く。ホールの面積縮減

という点についてだが、客席を小さくしても大きな費用縮減は期待できないことが予

測される。当初の 2000 ㎡という面積より約１割面積が増加しているが、ワークショ

ップや検討委員会を通して、皆様の夢や希望を詰め込み、吟味していくことで現在の

面積となってきた。その点を考慮すると現在の案が町民の希望が詰まった形なのでは

ないかと思う。ワークショップの最終回では参加者の方から地域交流センター（以下、

交流センター）に対する想いを伺った。その中で地域交流センターを成功させること

が池田町によって非常に大切であるというお言葉も多くの方から頂いた。ワークショ

ップの想いを受け継ぎ、委員会の中での希望も反映していく中で現在のプランができ

あがってきている。面積の増加に加え、建設コストよりが高騰している点や、臨時災

害対策本部設置の設置など当初予算として計画に見込まれていない部分が増えたこ

とで現在の概算金額となった。ただ単に費用が増大したと考えるのではなく今までの

想いを考慮して頂き、池田町にどのような建物を建てるべきか考えて頂きたい。予算

が出ないということであれば諦める部分を探していく必要が出てくる。仮に予算を 6

億 5 千万とするのであれば、面積を半分とし図書館やホールのみを建設していくこと

も検討していく必要があり、上位計画である社会資本総合整備計画との整合性も取れ

なくなってしまう。将来を通して交流センターが有効に利用され、未来に残っていく

ことを考えていくべきかと思う。気持ちだけの意見となってしまって申し訳ないが、

ワークショップを運営させて頂き、町民の皆様の想いを受け取った立場としては現在

の案を是非実現させて頂ければと感じている。 

横澤委員：もう少し早い段階で予算について委員会の中で議論ができなかったのかという反省

はあるが、ワークショップ等の想いを考慮すると現在の案は池田町に相応しいものに

なっているのではないかと思う。予算面についてどの程度の予算が見込めるのか、行

政側にも意見を頂きたい。仮に予算が 3 億程度の増加となった場合は現在の案より面

積を 3 割程度少なくする必要が出てくる。その場合、ホールや舞台そのものを中止し

なければならないという話にもなりかねない。行政側より予算の見込みについてしっ

かりとした説明を頂きたいと思う。本日で検討委員会は終了という形になるので、附

帯意見として費用の面をどうするかしっかりとした記載した上で答申という形を取

れればと思う。予算を健全かつ確実に建てられる金額に設定され、地域交流センター

が後世にも大事にしても貰える施設になることを願っている。 

土本会長：検討委員会での役割は、基本設計のプランについて議論し、承認を頂くことかと思う。

費用に関しては委員会の方で決定する必要はないものだと理解している。検討委員会

ではワークショップでできあがった案を基に検討を進めてきた。委員の皆様には当初
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の意見を把握して頂いた上で、縮減・縮小の方向で議論してきたかと思う。工事費単

価の高騰など通常では予測がつきにくい面で予算が増大してきた。予算については予

算の執行権・議決権を持つ議会に判断して頂くという方針で良いのではないか。 

薄井委員：予算について議会に任せるというは納得できない。ある程度の予算を含めた案を検討

委員会で出さなければ検討委員会の意味が無いのではないか。 

事務局（設計）：現在の案の概算費用は約 11 憶となっている。現在の案がどの程度費用がかかるのか

という意味で資料を提示させて頂いた。先ほども同様の話をしたが、現在の案が池田

町にとって良い事なのか・悪いことなのか、必要なのか、不必要なのか委員会の皆様

に判断して頂ければと思う。現在の案の坪単価は約 157 万であるが類似の機能を持

ち、同規模で計画中の木曽町複合施設は約 163 万程度となっている。資料５に提示

させて頂いた通り、類似施設との比較を行うと現在の予算は決して過大でないことが

わかる。仮に予算が当初の 6 憶 5 千万ということになれば、坪単価としては半分程

度となるため同じグレードで建設していくことは難しくなる。費用の増大については

答申書に附帯意見として記載し、議会で検討して頂くという形になるのではないか。 

土本会長：現実問題として少ない予算となる場合は、色々な部分を引き算していくことになる。

資料５に記載されている｢飯山市文化交流館 なちゅら｣でも、規模を何回か小さく変

更し、竣工に至ったと伺った。予算について薄井委員・横澤委員から頂いた意見は、

｢更なる縮減・縮小を検討が求められる｣というニュアンスを答申書に附帯意見として

追記としたいがいかがか。 

一 同 ：宜しい。 

有川副会長：基本設計検討委員会ではワークショップ・検討委員会の要望を最大限含めた答申を行

わせて頂き、予算については、議会・建設委員会で検討していって頂ければ私は良い

のではないかと思っている。検討委員会としては計画として望ましいものを答申とい

う形にさせて頂きたい。予算については｢縮減・縮小をしていきたい｣という姿勢を附

帯意見として記載し、答申という形で良いかと思う。 

横澤委員：先ほどの繰り返しの話になるが、当初の想定よりもあまりにも増額になるということ

が気になる点である。現在の案は大勢の方々が関り、積み重ねてきた｢想い｣・｢希望｣

が詰まった案になっているかと思うが、最終的に予算がなければ建設を進めていくこ

とはできない。行政としてはどの程度まで予算が出せる見込みがあるのかご提示頂き

たい。また、仮に予算が出る場合でも町民の生活にマイナスになるような施設となら

ないかを心配をしている。本日、答申ということになるが、予算が出なかった場合、

実施設計時にどう対応していくのかお聞かせ頂きたい。予算が出ないということにな

れば、根本的に設計を変える必要性が出てくるかと思う。現概算金額の坪単価を当初

予算に当てはめれば、現設計案の半分程度の大きさとなってしまい、今までの積み上

げがなんだったのかということにもなりかねない。行政としてはどの程度まで予算が

出せる見込みがあるのかご提示頂きたい。 

事 務 局 ：国の社会資本総合整備事業の交付金は 4 割であるが、工事費を約 11 憶で想定すると

約 4 億円が交付金として交付されることになる。行政としては財政計画を建てている

ため財政計画の修正が必要になる。社会資本総合整備計画において膨らんだ金額がペ

イできるのか関連事業の精査し、コントロールを行っていく必要が出てくる。新町長

の意向が不明であるため軽々に発言できないが、財政の積上金を考慮すると 11 億と

いう資金を用意することはおそらくでできるのではないかと思っている。委員の皆様

には検討委員会スタート時より、予算オーバーをしているということをご理解頂き、

縮減・縮小の方向で検討を進めて頂いた。事務局としては新町長に答申書を通して、

今までの経緯をしっかりと伝えていきたいと考えている。 

薄井委員：長期的に見て特に心配なのは実質公債費比率である。借り入れができないといった事

態にならないように社会資本整備事業の予算の使用方法について検討していく必要

がある。長期的に見て、予算の増大の影響がどのように出るか町民に説明できるよう
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に資料を用意して頂きたい。 

その他プランについて細かい意見を述べさせて頂く。子ども閲覧室に追加されたトイ

レは親子交流室側からも利用できるようにして頂ければと思う。会議室は控え室とし

ても使うことを考慮し、2 室に分割利用できるようにカーテンレール等を設けて頂き

たい。また、西側の会議室脇のフリースペースには一人でも過ごしやすいようにカウ

ンター席を設けて頂きたい。最後に東側の縁側テラスは取り止めとし、壁面とした上

で、ニッチとなるスペースを設けて頂ければと思う。 

矢口委員：親子室の隣に子ども用のトイレを計画して頂いているが、子ども用の小便器を追加し

て頂くと使い勝手が良いのではないかと感じた。また、ホールについては 350 席+20

席が 345 席変更となっているが厳しい予算状況を踏まえホールの縮小になったとい

うことなのかご説明頂きたい。学校で対外的な発表を行う場合は 350 席ではギリギ

リの数値となってしまうため、可能であれば前回案の大きさに戻して頂きたいと思う。 

事務局（設計）：子ども用小便器については検討を行っていく。ホールの縮減については、全体面積を

少しでも少なく抑えていくために現在の大きさとなっている。ホールの客席数につい

ては最終的には予算をどれだけ頂けるかという点で決まってしまうことになるかと

思う。ご意見を事務局にも検討して頂き、実現可能どうか判断していきたい。 

中山委員：社会資本整備事業の計画が持ち上がって 5 年が経過した。色々な委員会を立ち上げて

きたが、最初は社会資本整備事業自体を進めるか・進めないか、そういった視点から

スタートした。社会資本整備事業を進めるという方針に沿って現在まで計画が進めら

れてきた。今年度、全 5 回のワークショップが開催され、検討委員会を重ねてきたこ

とで様々な想い・希望が積み上げられ、費用も増大してきた。そんな状況の中でも｢池

田町の身の丈にあった交流センターとしていく・ある程度の縮減を検討していく｣と

いう共通認識の元、現在までにやってきたのではないかと思う。費用がかかってしま

うという側面は確かにあるが、今まで経過を踏まえるとできるだけ現在の計画が実現

できる方向で新町長・事務局に検討して頂きたいと私は感じている。財政状況を鑑み

ることは当然の事であるが、今ままで積み上げを土台にしていかないと今までやって

きたものの価値がなくなってしまうと思うので、現在の概算金額を含めて実現できる

方向で行政の方々も努力をして頂きたいと思う。 

土本会長：附帯意見の縮減を前提として、ワークショップ・検討委員会で積み上げてきたプラン

を土台とし実現していくという方向で、答申という形で宜しいか。私自身は検討委員

会からの参加とさせて頂いたがワークショップの経緯を踏まえてまとまられた案は

町民の方の想いを詰まったものとなっているかと思う。現在の最新の案は資料１に示

されている検討案３ということになる。私としてはこの案を素晴らしいものとして皆

様にご賛同を頂きたい。町民の皆様と我々の想いが結集した形として答申とさせて頂

きたいが宜しいか。 

一 同 ：宜しい。 

 

 

③ 答申書(案)について（16：33） 

    池田町地域交流センター基本設計 答申書（案）について土本会長より説明を行った。 

 

土本会長：皆様に答申書（案）についての承認をこの場でお願いしたいと思うが宜しいか。 

一 同 ：宜しい。 

 

4) 答申（16：40） 

  委員会を代表して、土本会長から中山池田町長職務代理者へ答申書の提出を行った。 

 

5) その他（16：45） 
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特になし 

 

6) 会長挨拶（16：50） 

土本会長より挨拶 

 

7) 謝辞（16：55） 

平林教育長より謝辞 

 

8) 閉会（16：55） 

 

 

16：55 終了 

 

 

 

以上 
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あいさつ 委員会の様子 1 

委員会の様子 2 委員会の様子 3 

答申の様子１ 答申の様子２ 


