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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 

１．開催日時等 
平成 27 年１月９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部 教授 

協同組合地域活性化フォーラム 理事長   奥山 修司（欠席） 
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 
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 
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（欠席） 
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（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 基本コンセプトの修正案（第２回委員会以降に提出された意見等） 
5) 資料２ 小中学生の地域交流センターへの思い、要望等 
6) 資料３ 第３回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（結果報告） 
7) 資料４ 地域交流センターの夢（基本コンセプト）（ワークショップでの修正状況） 

 
４．議事 

1)開会（13:27） 
 
2)開会あいさつ 
 
3)協議事項 
 (1)資料説明 
 ①以下の資料について、事務局より説明を行った。 

1)策定委員会及びワークショップの関係 
2)資料１ 基本コンセプトの修正案（第２回委員会以降に提出された意見等） 
3)資料２ 小中学生の地域交流センターへの思い、要望等 
4)資料３ 第３回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（結果報告） 
5)資料４ 地域交流センターの夢（基本コンセプト）（ワークショップでの修正状況） 

  その結果、特に質問、意見等は出されなかった。 
 

 4)第２回策定分科会の日程について 
   第２回策定分科会は日程を１月２３日（金）とする。 
 
 5)委員報酬及び源泉徴収票について 
  事務局より委員報酬及び源泉徴収票について説明を行った。 
 
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 
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 
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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 
委員 公募委員                 松澤 弥栄 

                                （敬称略） 
  事務局 

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 
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 
 
   後藤委員：都合で中座しなければならないので、先に発言させて頂きたい。 
        本日の配付資料Ｐ４に、委員４として示されているのが私の意見である。この

意見に示してあるような施設や備品の用意をお願いしたい。（中座） 
  松澤委員：（資料の配付）本日の資料のＰ５に示してある委員７というのが私の意見である。 
       様々な意見の中で交流という言葉を使っているが、少々引っかかりがある。交

流という言葉はとても良い言葉ではあるが、そこで終わっていたらもったいな

いと考える。配布した資料の（２）に示したように、私は、交流ではなく対流

を起こしたいなと考える。平行したものが行ったり来たりすることが交流とす

れば、上下の関係で渦が起こっていくことが新しい動きとして必要である。単

なる交流ではなく対流を起こすような施設としたいと考えている。対流とは、

気体であれば熱せられたものが上昇し、そこに周りの冷たいものが流れ込んで

くる。また、再び熱せられて上昇していけば、センターの良い循環が生まれる。

そのようなことを考えて、基本コンセプトとして「起こせ対流！」として提案

している。対流することで何が起こるかと言えば、新しい池田の文化の創出で

ある。だから、名称も「交流センター」ではなく「創出センター」で良いので

はないかと思う。これをコンセプトとして提案している。対流を起こすために

はどうしたらよいかというのを、その下の３に示している。一流を呼び集めよ

うと言うのが提案である。文化づくりであるので、つまりは人づくりである。

しかし、個人の中で満足してしまうと、文化とは言えないと考える。人が寄り

集まって群像として何かをすることが重要である。このようなことが起こるき

っかけは、一流の人、一流の活動である。具体的には誰とは言えないが、かつ

ての池田ではそのような動きをしていた。松本の藩士の息子を連れてきたが、

連れてきたときは一流とは言えなかったが、池田で一流の人物に育て上げたと

聞いている。その池田の熱意に応えるために、巣雲先生は生涯を池田で過ごし

ている。 
       皆さんが発言している、暖かい部分はとても大事なことであると考えている。
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より前進するためには何が必要かを考えたので発言した。 
       前回無理にお願いしたが、子ども達の意見を聴いて良かったと考える。これを

せずに進んでいたら、大変なことになっていた。子ども達も、一生懸命考えて

くれていることが良かったと考えている。 
  事務局 ：児童や生徒の意見として、池田工業高校の生徒へのヒアリングは現在実施中で

ある。大人と子どもの間の目線の意見を期待している。まとまり次第、結果を

提供する予定である。 
       松澤委員への質問であるが、上下の対流とは、一個人が上下していくことなの

か、人と人との交流や繋がりとして上下していくことなのか回答頂きたい。 
  松澤委員：両方と考える。それが地域として重要なことと考える。 
  事務局 ：松澤委員の発言は、公民館の使い方に対する意見と理解する。具体的に公民館

が建設された後の運営への意見と理解する。 
太田勍委員：現在ある公民館は、あまり行きたくない施設となっている。冬は暖房がされ

ておらず、寒い。もう少し交流のために配慮していくことが必要である。高齢

者には床暖房も必要である。特に、交流機能を充実させることが必要であり、

行ってみたくなる施設とすることが必要である。気軽に行ってみたくなるよう

な施設にしなければならないと考える。その要となるのが交流機能である。そ

こで、予約をしなくても行くことができ、簡単な打ち合わせなどができるスペ

ースを確保してほしい。コーヒーなどを飲みながらくつろぐことのできる施設

になればよいと考える。できれば机なども置いて、町民の打ち合わせや簡単な

会議ができることが望ましい。 
事務局 ：床暖房、行ってみたくなる施設、予約が無くても使うことのできる施設、いつ

でも使うことのできる施設、という意見が出された。近年では、クールシェア

やウォームシェアなども機能として考えられる。 
服部委員：子どもの意見を見るとすごく考えていることが分かる。 
     計画地は、池田工業高校の行き帰りに通る場所であり、中学校や池田小学校も

近くにある。放課後の子ども達の居場所としての機能が必要である。また、保

育園にあがる前の小さな子供を持つ親から、居場所づくりをしてほしいという

要望が出されている。そのような使い方のできる場所を作ってほしい。高齢者

が増えていくので、健康な高齢者の居場所となる場所としても活用できるよう

にしてほしい。特に一人暮らしの高齢者が、あそこに行けば誰かが居て、お茶

でも飲みながら話すことのできるスペースを確保し、図書館では自分の好きな

本が読めるなど、高齢者にも居心地の良い場所としてほしい。子ども達から、

昔の遊びをしたいとの意見もいくつか出されている。子ども達と、その場にい

る高齢者が一緒に昔ながらの手遊びなどができることも良いと考える。また、

工作の道具などもあれば、それをきっかけとしてふれあいも生まれると考える。

中学生からは学習がしたいとの意見も出されているので、塩尻のえんぱーくの

ような、個室ではなくガラス張りの学習できるスペースの確保も必要と考える。

中学生が学校から家庭までの中間の施設としての機能も必要と考える。色んな

世代が集まることのできる、敷居の低い施設とすることが必要である。 
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事務局 ：高校の行き帰りに寄る事の出来る施設、小中学生も使いやすい施設としてほし

いということである。会染小学校の児童の利用については検討が必要である。

また、高齢者が集まりやすい施設としてほしい、高齢者にも居心地の良い施設、

高齢者と子どもが工作したり、話したり、ふれあうことのできる施設として行

きたいという意見である。また、中学校から家まで帰る際の中間的な施設とし

て、簡単なしきりのある、敷居の低い施設としてほしいという意見である。 
三澤委員：視察に行って感じたことであるが、池田町の予算は非常に少ないので、宮田や

塩尻のような施設の建設は難しいのではないかと考える。予算が決められてい

る中では、理想は語れないのではないか。宮田のような可動席は、創造館にも

あることから不要である。公民館は、人が集まることが重要でる。子どもの意

見では学習室が必要とされている。小さな部屋ではなく、大きな部屋でも良い

ので、学習ができる部屋の確保が必要である。また、図書館にはパソコンなど

も使えるような場所が必要である。魅力ある公民館として、多くの人が集まる

ことが重要であると考える。子ども達の要望にはいろいろなものが含まれてい

るので、これを基本として考えればよいのではないか。松澤委員が出された対

流という考え方は必要であると思う。これを実現できる施設とすることが望ま

しい。施設の建設に際しては、必要最低限とすることが重要である。えんぱー

くのような施設の建設は難しい。図書館は、目立つ場所に配置することが必要

である。 
事務局 ：現実的な話である。予算は確かに考慮する必要がある。せっかく作る以上、人

が集まる施設が必要であるとの意見である。えんぱーくなどは廊下をうまく使

っていた。本日は、公民館と共用スペースについて検討する予定である。ただ

いまの意見は、共用スペースに対する意見として理解したい。人を集める魅力

づくりは今後、使い方としての命題である。さらに、子どもから出された意見

にも配慮する必要があるとの意見であった。対流については使い方でもあるこ

とから、しっかり検討することも必要である。子どもと高齢者のふれあいも対

流としてとらえることもできるのではないか。えんぱーくのような規模は難し

いが、必要な機能は備える必要がある。また、図書館は目立つ場所がよいので

はないかと言う意見である。これは、東側に図書館という意見か。 
三澤委員：玄関から入ったところに図書館があれば、公民館に来た人が図書館にも寄って

みたくなるようにするのがよいと考える。 
太田勍委員：私は、現時点は、面積や工事費については考慮しなくても良いと考える。 
事務局 ：資料Ｐ２をご覧頂きたい。工事費についても考慮が必要である。実際には、役

場などで工事費を検討する時期がある。現時点では、夢を語って頂く場とし、

皆さんのお考えを全てお出し頂きたいと考える。その中から、事務局で工事費

を勘案しながら、また、ワークショップの結果とも調整しながら、最終案とし

ていきたいと考えている。最終的には、委員会で検討頂く。現時点では夢を語

って頂ければと思っている。 
横澤副会長：先日の視察をした感想であるが、予算的には非常に厳しいということである。

夢を語るとすれば、かつては吾妻町に映画館があり、芸者さんが三味線を持っ
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てお座敷に行くのも見た記憶がある。映画館には長い列が出来ていた。重箱を

提げて芝居を見に行くことがあった。かつては、多くの芸人が訪れていた。公

民館には、歌舞伎の出来る部屋があればよいと考えた。また、松澤委員の言う

ように、一流を目指すことも必要である。東京や名古屋、大阪から洋楽や邦楽、

歌舞伎などを上演して頂けるような劇場がほしいと思う。ワイワイ、ワクワク

について考えると、過去の時代の良さであり、現代では難しいとも考える。視

察をしたえんぱーくや宮田、西箕輪を見て、予算を考えると夢がしぼんできて

いる。そこで、今ある創造館をもう少し改造して、あの舞台を有効に活用して

行くことが必要ではないか。その上で、創造館周辺で食と演劇が繋がらないか

と考える。人間は、食べることが必要である。先月、伊那に行ったが、幹線道

路がしっかりと整備されていた。かつては、伊那市は赤字財政であったが、道

路を整備することで、人が集まるという市長の考えで道路を整備してきた。そ

の結果、幹線道路沿いに多くの人が集まり財政が黒字になったと聞いた。そこ

から、山の方へ行った。箕輪の「にこりこキッチンたべりこ」というお店に行

ったが、県外からも多くの人が訪れる施設となっている。隣には地域興しの野

菜売り場、そば打ち体験のできる施設、その横にレストランがある。地域の野

菜を使った食べ放題の施設である。何もないところに道路が出来たことによっ

て施設ができて、人が集まるようになった。池田でも食と何かを繋げて、人が

集まる施設としていくことが重要であると考える。人が集まるためには何か、

魅力を持ったものでないといけないと考える。食べるものもそのひとつである

と考える。創造館など、音響を良くするなどした上で、食とつなげていくこと

が重要であると考える。商業等活用エリアと公民館がどのように関わっていく

のか考える必要がある。カフェテリアなど、子どもや高齢者が憩える場所の確

保なども、商業エリアと連携できるのではないかと考える。また、魅力ある施

設として、多くの人が集まる方法を考えていくことが重要である。三澤委員の

発言のように創造館をもう少し何とか出来ないのかと考える。音響を良くし、

飲み物等を提供する施設を作り、交流センターと連携していくことも考える必

要がある。松澤委員の発言にもあった、人を作ることも重要である。池田学問

所があり、一流の人材がいた。池田の町は学問、教育の町であると考える。そ

こに商業都市があり、養蚕が盛んであり、にぎわっていた。豊かな教育があっ

たことを伝えていく場が必要であると考える。そのため、図書館に資料的なも

のを置き、教育と連携して子ども達に池田の歴史を伝えていくことが必要であ

ると考える。その役割を高齢者が担うことも必要であると思う。創造館を改装

できれば、やる人、見る人だれもが主役のようなステージができれば、可動の

椅子は不要であると考える。 
小田切委員：公民館は、冬季とても寒い。しかし、創造館はやや距離があるため使いにく

く、保健センターなどで活動している。ホールについては、創造館は一流の人

が行く場として、公民館では芸能祭や映画を見ることのできる使いやすい施設

とすることが望ましい。冬季の暖房についても十分に考えてほしいと考えてい

る。創造館も充実しながら、公民館のホールの音響施設は良くしてほしい。 
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事務局 ：かつては、吾妻座という映画館があったり芸者さんが闊歩していたりしていた

時代があったとのお話をいただいた。その中で、一流の人というキーワードが

出されているが、これは、松澤委員の意見とも共通してくる。一流を目指すた

めには一流の人を呼ぶことも必要であるとの意見である。小田切委員からも発

言のあったように、創造館は一流の人を呼ぶ施設とし、公民館のホールはもう

少し身近な施設とすることがよいのではないかとの意見である。ワイワイ、ワ

クワクということについては、食と演劇をつなげてつくり出すことが出来るの

ではないかとの意見であった。それぞれの相乗効果を目指すことが重要ではな

いかとの意見であった。食と何かを連携させることで池田を訪れたくなるよう

な仕掛けを作ることが重要であるとの意見であった。かつては、池田学問所が

あり学問、教育の町であったことを、子ども達に伝えていくことが重要で、そ

の役割を高齢者が担うことも重要であるとの意見であった。図書館と、教育と

の連携やみんなが主役になることの重要性についても意見を頂戴した。 
     小田切委員からは、現在の公民館は冬季は寒いので、そこに配慮してほしいと

の意見を頂戴した。いろいろな暖房システムがあるので、少しでも暖かくでき

るように工夫してほしいとの意見であった。 
小田切委員：商業等活用エリアに出来る施設と繋がるように配慮することが必要である。

ホールについては、立派なものではなくても良いが、いろいろな人を招いて講

演会などが開催できる施設としてほしい。 
事務局 ：西町川が間にあるため、建物をつけることは難しいが、連携できるようにした

いとの意見であると理解する。ホールについては、いろいろな人を呼ぶことの

出来る施設としてほしいとの意見である。 
太田修委員：ホールについては音響をしっかりしてほしい。視察した宮田村では、音響に

少々問題があった。池田町では、公民館も体育館も音響工事を後から行ってい

る。 
小田切委員：今までの池田町は、行政からの押しつけで施設を作ることが多く、使用して

みて住民から苦情が出ることがあった。音響施設については今回の工事に含め

るべきであると考える。 
事務局 ：太田委員の意見は、音響工事はしっかりしておく必要があるとの意見である。

現在の公民館でも追加で音響工事を行っているのか。 
太田修委員：公民館も体育館も実施している。 
小田切委員：創造館でも、ピアノコンサートなどのために照明などの追加工事を実施して

いる。 
横澤副会長：控え室や調律のための施設もほしいと考える。 
     えんぱーくでは、壁を上手に使って子どもの作品などを展示していた。そのよ

うな配慮も必要ではないかと考える。町民が自由に参加できる、作品を掲示で

きるスペースの確保が必要である。 
事務局 ：創造館などのように追加工事がないように考える必要がある。えんぱーくのよ

うに、壁を自由に使うことが出来るような配慮も必要である。 
片瀬委員：創造館について話が出ている。かつて、土地を売ってくれるのは会染地区で、



8 

池田地区では土地を買うことが出来なかった。それで、創造館や美術館はあの

場所となっている。年数を経てみると、有効に使われていないのでお荷物とな

っている。運営にも苦慮しているらしい。そうならないようにすることが必要

である。 
     今の池田町は、毎月５～６人しか子供が生まれていない。年間５０～６０人程

度である。池田町には２つの小学校があるので、１つの学年は３０人程度とな

る。それであれば、小学校を統合し、空いた校舎を有効に活用することも考え

る必要があるのではないかと考える。多くの教室があり、自由に使うことが出

来る。ただし、地域交流センターは作ることが決まっているようであるので、

それは考えとしておいておく。 
     現在の公民館は、施設的に遅れていると考える。昨年の夏休みに、中学校３年

生の生徒に対して数学と英語の講座を開設した。社会人が講師を担当した。約

９割の生徒が参加した。そのような使い方もあるので、出来るだけ部屋の数を

多くして頂きたい。あちらこちらのホールを利用する機会があるが、音楽の催

しが出来るような施設として頂きたい。特に音響について配慮して頂きたい。

南信の辰野町には良いホールがある。池田町にもそのようなホールがあると良

いと考える。一流の演奏家を呼べるようなホールとして頂きたい。 
事務局 ：会染と池田の土地事情や現在の状況についてのご意見を頂いた。そのなかで、

年数がたっても有効に活用できるようなホールとしてほしいとの意見であった。

町で生まれる子供の数を勘案すると、小学校の合併をして、その跡を公民館と

してはどうかとの意見も頂いた。また、昨年の中学生への講座からも、出来る

だけ多くの部屋を確保してほしいとの意見も頂戴している。ホールの音響につ

いては、他の委員からも出されているとおり、身の丈に合った、きちっとした

ホールにしてほしいという意見である。 
浅原委員：今回計画する施設で全てを行うことは難しいのではないかと考える。子どもの

意見にも無理のあるものも含まれている。スポーツなどは体育館を利用すべき

である。創造館や分館で出来ることについては、町として周知を図る必要があ

ると考える。その上で、公民館で行うことを考える必要がある。全ての希望を

叶えるのは難しいと考える。 
     今回の計画地の近くには小中学校や高校がある。特に中高生には、図書館、勉

強する場所が必要である。中高生は、池田の図書館で勉強したいが、閉館時間

が早いので、使いにくいという声を聞く。穂高のみらいや松川の公民館は夜遅

くまで開館しているので、子ども達はそちらを利用している。中高生が自由に

使うことの出来るフリースペースも必要である。商業等活用エリアに出来る商

業施設に買い物に訪れる高齢者が、ちょっと寄ることの出来る施設や場所とす

ることが必要である。講堂は多くの人が集まれる施設としてしまうと、利用頻

度が下がることが考えられるため、普段の多様な使い方に対応できるよう検討

することが必要と考える。 
事務局 ：今回の施設で全て満足することは難しく、また、子どもの意見も全て取り入れ

るのは難しいので、分館などとの役割分担が必要ではないかとの意見を頂戴し
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た。中高生が勉強することが出来る場所の確保、特に、穂高のみらいや松川の

公民館のように、夜遅くまで自由に使うことの出来るフリースペースの確保も

必要との意見も頂戴している。高齢者は商業施設に来るので、そのような人た

ちも寄れるような施設にしてはどうか、また、講堂も大きなものを作ってしま

うと稼働率が下がるので、多目的に使える施設としてはどうかとの意見も出さ

れている。 
太田修委員：先日上越市へ行ったとき、地場産業の視察をした。その際、売れ残ったもの

の取り扱いが池田とは違っていた。そのようなことがあったので、地場産業と

の連携も必要であると考える。 
事務局 ：それぞれから多くの意見が出されている。特に、ホールの音響施設について、

使い方としての高齢者と子どもたちとのふれあいについて、部屋数を多くして

ほしいとの意見が出されている。 
     次回の分科会までに、それぞれの立場で開催されている事業や、今後開催した

い事業などの使い方について意見を出して頂きたいと考える。それによって、

もう少し議論が細部にわたっていけると考える。各分館や福祉会館、創造館な

どで実施している事業との入れ替えなども含め、使い方を整理し、その上で機

能として何が必要なのかを検討したい。 
松澤委員：夢とお金の調和をどこかでしなければいけないとのことである。出来るだけ高

層階、たとえば３階建ての建物とし、１階を商業施設とし、上部を交流センタ

ーとすることも検討する必要がある。そうすることによって、もう少し夢を大

きく、また施設を１棟とすることで語れる夢もあるのではないかと考える。そ

の可能性はないのか。 
三澤委員：予算は、実際に施行するときに削られるので、あまり大きな話はしない方がよ

いと思う。 
事務局 ：今回使う補助金は、社会資本整備総合交付金を活用する予定である。その中で

は、商業等活用エリアは補助の対象外となっている。社会資本総合整備計画を

策定する委員会の中で、商業施設を作りたいという意見が出され、西町川より

東側を商業等活用エリアとして設定している。補助金上は、非常に厳しい状況

にある。 
三澤委員：補助金については、いろいろと問題があると認識している。 
事務局 ：今回の分科会は、夢を語って頂いた方と、現実を語って頂いた方がいた。 
     次回は、皆さんが実施している事業について検討して頂き、公民館での活動を

考える中で細部の検討を進めたい。 
横澤副会長：閉会あいさつ 
 

15:30 終了 
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松澤委員配付資料 
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 2)図書館分科会 
  ①分科会員名簿 
  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 
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 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（欠席） 

                                （敬称略） 
  事務局 
  教育課長         宮崎 鉄雄 

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 
 
   平松委員：図書館を造り替えるのなら、蔵書数をどの程度の規模として考えているのか。

それによって、規模が定まるのではないか。計画地は、広い環境でロケーショ

ンもすばらしいので、それを活かして、滞在型の図書館、くつろげる場所とな

ったらよいと考える。細かいことについては、教育委員会へ提出した書類に示

させて頂いているので、参考としてほしい。 
   事務局 ：滞在型の図書館としてほしいとのキーワードをいただいている。面積の基本は

650 ㎡程度としているので、これを基本に検討を進めたい。 
  湯田委員：650 ㎡といわれても、イメージがつかめないがどの程度の規模なのか。現在の

池田図書館、近隣の図書館の面積はどの程度か説明願いたい。 
  事務局（小澤図書館長）：現在の池田図書館は全体の面積は 450 ㎡である。昨年度策定した、

社会資本総合整備計画では 650 ㎡という面積を示している。ただし、この面積

は今後の検討や共有スペースとの関係で変わる可能性がある。図書館は２階建

てになるのか平面となるのか、今後の検討により決定していく予定である。近

隣では、明科は 800 ㎡である。松川は図書館だけで 500 ㎡である。大町は 1700
㎡、穂高のみらいは 1800 ㎡である。 

  湯田委員：みらいは、学習室等全て含めて 1800 ㎡であるのか。 
  事務局（小澤図書館長）：その通りである。ホールを除いて、図書館機能として 1800 ㎡で

ある。豊科のきぼうは、図書館部分で 1000 ㎡である。 
  湯田委員：図書館利用者の総対数が異なるので、他の図書館との単純な比較は出来ないと

考える。 
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  事務局（小澤図書館長）：学習室も図書館の一部として含めると、蔵書スペースは少なくな

ってしまうが、共通スペースを学習室に使うとすると、蔵書スペースは大きく

確保することが出来る。また 650 ㎡は今後変更になる可能性がある。 
  中山委員：県の図書館協会のデータを見ると、池田町図書館は中程度と理解して良いか。 
  事務局（小澤図書館長）：その通りである。 
  湯田委員：蔵書は、周辺市町村の図書館と比較して、子ども向けの蔵書が多いと理解して

良いか。 
  事務局（小澤図書館長）：その通りである。児童書は開架、閉架併せて約 2 万冊は、充実し

ていると言ってよいと考える。 
  中山委員：全体で開架約 4 万冊、閉架約 2 万冊、併せて約 6 万冊ということでよいか。 
  事務局（小澤図書館長）：その通りである。 
  中山委員：近隣の図書館のカードも持てるので、車社会においてどの図書館でも自由に行

くことが出来る。そのため、蔵書が多い図書館へ行ってしまうのは必然である。

従って、池田町図書館は何を売りにして行くかが問題である。例えば、子ども

向けの本を充実させるなどが、利用率を上げるために必要である。私が図書館

でお世話になっていたときに、みらいができたので、そちらに利用者が行って

しまった経緯がある。新しい方、たくさん本がある方に流れている。 
  湯田委員：松川に流れた人は、その後、池田に戻ってきている。それは、見やすさや、慣

れている、分かりやすい場所を選んでいるためであると考える。 
  中山委員：かつては大町からも池田に多く来ていたが、それは、子ども向けの蔵書が多い

からだと理解している。 
  平松委員：現在の利用者登録の実態はどのようになっているのか。池田町の住民が近隣の

図書館に何人登録しているのかを把握しているのか。 
  事務局（小澤図書館長）：実態は把握できていない。 
  平松委員：町民が他の地区の図書館に出向いている理由を把握するためには、その情報が

必要であると考える。それは、池田町の図書館にないものを求めていると考え

る。勤めの関係などもあることが想像できる。これによって、図書館のあり方

も関係している可能性がある。 
  事務局（小澤図書館長）：開館時間や休館日の関係も理由としてあると思われる。 
  平松委員：私は、学術書などについて大町の図書館を利用しているが、貸出期間が３週間

であることも理由である。池田町の図書館の貸出期間は２週間であり、その違

いによって本の借り方を変えている。 
  湯田委員：私は、安曇野市、松川村、池田町の図書館のカードを持っている。つい先日ま

では松本市のカードも持っていた。行った先々で、ちょっと入ってみて興味の

ある本を借りている。みらいに行っても、無い本については明科などからすぐ

に取り寄せてくれる。１週間くらい待つと、本を取り寄せてくれて、どこにで

も返すことが出来ることが便利である。 
  新井委員：池田町では、子育てに力を入れて頂いている。子どもの本は、みらいに負けな

いくらい冊数を揃えているが、これに特化していくことが望ましいと考える。

やすらぎの郷に子ども支援センターが入っているが、塩尻のえんぱーくのよう
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に図書館の中に子ども支援センターを入れてはどうかと考える。えんぱーくを

視察した際に印象的であったのは、高校生の利用である。高校生や受験生は勉

強のため長時間滞在する。若者が集まることがよいと思う。また、高齢者と同

じ空間にいることが、良い循環となると考える。若い人が集まれる施設とする

ことが望ましいと考える。 
事務局（小澤図書館長）：こういうものやこういう部屋がほしいという意見はあるか。 
平松委員：児童書と一般書を同じフロアーに揃えてほしい。親子などが安心して借りるこ

とが出来るようにすることが望ましい。子どものお話コーナーなども、宮田村

の公民館のように立体的な工夫や寝ころんで聞くことが出来るなど、子どもの

興味を引くような工夫が必要である。また、えんぱーくや宮田村にあった、身

体障害者のために本を読み聞かせする対面朗読室も必要であると考える。さら

に、宮田村にもあったボランティアが点字作成や朗読録音などの作業をするた

めの部屋もあると良いと考える。 
中山委員：平面で設置することも理想であるが、読み聞かせや紙芝居をやっている近くで、

静かに本を読むことは難しいので、遮音などの配慮が必要である。同じ平面の

中で個室があるなどの配慮が必要である。 
湯田委員：みらいなどでは、透き通ったもので仕切ることの出来る部屋がある。また、子

ども達があちらこちらから本や紙芝居を引き出して散らかすことがあり、一部、

高価なものは貸し出さないなどの対策をしている。保護者が一緒に本を探すな

ど、子どもの利用に配慮も必要ではないかと考える。 
中山委員：すずの音も出来た当初は同じフロアーで読み聞かせをしていたが、周りがうる

さいとの意見があった。出来れば同じフロアーとして子ども達が活動すること

が望ましい。周辺施設に確認していただき、どのような問題があり、どのよう

な対策を実施する必要があるか検討することが望ましい。 
平松委員：最近の図書館は、あまりそのようなことはこだわらないが、望ましい図書館施

設の基準というのがある。その中で言われていることは、社会のあるべき姿を

図書館の中で具現化することが求められている。取り立てて騒がしくすること

はないと考えるが、ベストミックスを考えていくことが望ましいとされている。 
中山委員：現在の図書館が出来たときに評価されたのは、子どもの図書スペースが２階に

設置され、一般書架と分けられていたことが要因である。そこで、自由に遊ん

だり読み聞かせたりすることが出来ることが、当時としては先進的とされた。 
湯田委員：私がここに来て、うれしかったことは、子どものためのスペースが２階とされ

ていたことで、本を選べたり自由に遊んだりすること出来ることが良いと感じ

た。階が分けられているので、子どもが騒いでも安心していられることがよい

と考える。この状況は活かしていきたいと考えたい。 
中山委員：カーペットの部分を含め、当時は、そのような理由もあって評価された経緯が

ある。 
平松委員：そのことに関するメリット、デメリットは検証する必要があると考える。一般

書架と児童図書を分けるのか、一体とするのか検討する必要がある。親の目の

届かないところに子どもが居ることがよいことなのか疑問である。 



14 

湯田委員：目が届かないところに子どもが居ると言うことは、親の責任であり良くないこ

とと考える。１階が学習室になっているが、図書館の方達がすぐ近くにいて、

全体の配列としては望ましい形になっていると考える。 
平松委員：今回の学習エリアは分離できると考えて良いか。 
事務局（小澤図書館長）：可能と考える。図書館の本を使った調査などは閲覧室でやって頂

き、学生の自習は学習コーナーを使って頂くことも考えられる。 
平松委員：えんぱーくのような利用の仕方が出来ると良いと考える。 
事務局（小澤図書館長）：学生の自習などは、図書館の中である必要はなく、共有スペース

を有効に利用することが望ましいのではないか。公民館の講座の方が勉強した

り会議に使用したりすることにも使える共有スペースが必要と考える。いわゆ

る多目的室を作り、ここを学習室として解放することも考えられる。 
平松委員：図書館との関わりで考えると、調べ学習を子ども達が行うが、その際に図書館

の資料を共有スペースに持ち出す場合の、資料の管理をどのようにするかが問

題となる。そのため、今度の図書館では IC チップを装備して、ゲートで管理す

れば、図書館職員の負担も軽減できると考える。一般の貸し出しの際も、貸し

出し手続きを自分で出来るようにすることが、個人のプライバシーを守ること

にも繋がるのではないかと考える。例えば、自分の子どもが非行にはしってい

て、その対策のための文献を借りる場合などがそれにあたる。読書の秘密が守

られることが重要である。多少はお金が懸かるが、IC チップを検討したらどう

かと考える。 
渡邊委員：静かに読みたい人と、ワイワイ話をしたい人が来るところが図書館であると考

える。静かにしなければならないという雰囲気は、話をしたい人を遠ざけてし

まうような気がする。近寄りがたい雰囲気となる可能性がある。静かにしたい

人のための場所をもうけて、そちらに行くという考え方もある。図書館全体と

しては、子ども達に静かにしなければならない場所であると言うよりは、ワイ

ワイ話をし、本を選ぶことが出来る場所とすることが良いのではないかと考え

る。その方が、人が集まりやすいのではないか。みらいなどは、景色を見るこ

との出来る場所にソファーが置いてあり、雑誌などがおいてあり、話をしなが

ら読むことが出来るなど、人が長くいられる場所を作ることが必要であると考

える。ソフトの面として検討が必要である。 
平松委員：図書館は２階として、デッキテラスを設けることも良いのではないか。景色を

見たり、携帯電話をしたりするコーナーとすることがよいと考える。えんぱー

くはそのようになっていた。 
事務局 ：キーワードとして出てきたのは、児童書の充実とワンフロアーが望ましいとす

る意見である。ただし、お話コーナー、学習スペースとの兼ね合いなどには検

討を要するという意見も出されている。学習室という話が出ているが、公民館

との共用の建物となることが利点であるが、学習室を静かな場所に設定するこ

とも必要であるとの意見も出た。図書館に静かな場所を求める人はそちらでゆ

っくりして頂く等も必要であるとの意見も出ている。一般の閲覧とお話コーナ

ーは一緒にすることで、入りやすい図書館とするとの意見も出されている。 
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中山委員：図書館の方にお願いであるが、近隣の図書館の良かった点と実際に運営してい

て課題だと思う点、感想などについて、取りまとめていただきたい。 
栗林委員：今の図書館のターゲットを、小学生と中学生や高校生とした場合、利用の仕方

が異なってくると考える。高校生の利用の実態はどのようになっているのか。 
事務局（小澤図書館長）：貸し出しと学習、自習の違いはあるが、貸し出し数は小学生が多

く、自習は中学生が特に冬場に多い。親の迎えを待つ時間に利用している。夏

休み、冬休みなどの長期休業は高校生が多くなる。そのように、小中高校生が

シェアリングしている。 
新井委員：高校生は図書を求めると言うよりは自習が中心か。 
事務局（小澤図書館長）：その通りである。 
新井委員：せっかく池田工業高校があるのだから、学校では手に入らないというような図

書を揃えることも必要ではないか。 
事務局（小澤図書館長）：なかなか閲覧や貸し出しする姿は見られない。 
新井委員：学校とのオンラインも必要ではないか。 
事務局（小澤図書館長）：相互に確認することは出来る。図書館と小中学校の図書館との貸

し借りなども頻繁にやっている。 
平松委員：各学校にも図書資料はあるのか。 
事務局（小澤図書館長）：共通するものがないように配慮している。 
平松委員：一元管理をしているのか。 
事務局（小澤図書館長）：厳密ではないが実施している。 
平松委員：そのようなことも含めてＩＣチップ化していくことが必要である。どこからで

もデータを見ることが出来ることが重要である。 
事務局（小澤図書館長）：やっと、３校の管理システムが出来、これからネットワーク化し

ていく予定である。 
平松委員：そうすることで、子ども達が勉強しやすくなる。 
事務局（小澤図書館長）：予算も限られているので、資料がダブらないように３校の図書館

と連携を図る必要がある。 
平松委員：スペース的には子ども達の調べ学習などは、公民館との関わりも出てくる。そ

のためワイファイ設備は全館で整える必要がある。子どもが利用することを考

えると、変な利用のされ方がされないようにシステムをしっかり分けるべきで

ある。これは必須である。 
新井委員：利用者から、アンケートや目安箱みたいな形での意見や要望はあるのか。 
事務局（小澤図書館長）：６月に利用者懇談会を実施した。そこでの意見としては、子ども

が利用しやすいこと、シニア向けのものもほしい、行けば楽しい図書館であっ

てほしい、ソファーや椅子は座り心地の良いものにしてほしい、人の視線を感

じない配慮や机の配置をしてほしい、くつろげる、交流が出来る明るい感じに

してほしい、夏涼しく冬暖かくしてほしい、学習室は対面式ではない方がよい

というような意見が出されている。昨年度、新しい図書館が出来るとしたらと

いう前提で実施したアンケート調査でも、ほぼ同様な意見が出されている。 
新井委員：人の視線について、ある程度隔離されていた方が落ち着く。私も、みらいへ行
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ったときなど、書架に囲まれたソファーで本を読んでいる。さりげなく閉ざさ

れた空間を演出できると良いと考える。 
中山委員：喫茶店やレストランでも隅の席はすぐに埋まるらしい。人間の心理のようであ

る。 
平松委員：児童書コーナーの近くに子どものトイレを設置してほしい。子どもは待ったな

しになる。親の手を介さずに、自分で行けることが望ましいと考える。 
湯田委員：みらいはそのようになっている。子どものトイレは複数ある。 
平松委員：新しく施設が出来た場合、そのカテゴリーの中で、町民の皆さんが新しい図書

館に期待し、出来たあかつきに利用するというムードづくりが必要である。で

きるだけ、施設を作る段階から仕組みを仕掛けていくことが必要である。私が

昔、視察したところでは、地域の婦人協議会の方が、本を貸し出す場合の袋づ

くりの講座を開催し、作った袋を図書館に寄付するなどしていた。その袋を使

って貸し出しを行っていた。また、本が傷んだ場合の修理に際しては、講座を

開催して、来て頂いた方に本の修理を手伝って頂くこともしていた。そのよう

に、ひとつずつ自分たちの図書館としての意識に変わっていくことが必要であ

る。そのために、細かなソフト面の事業サポートについて計画していくことが

必要である。 
事務局 ：具体的には、視聴覚コーナーが図書館に求められる場合が多いが、どの程度充

実した運用をするのか検討が必要ではないか。 
平松委員：館内利用のみにするのか、館外まで貸し出すのかで変わってくる。どこまで貸

し出しを広げるか検討が必要である。資料の揃え方、量によると考える。館内

での利用に留めることが多いと考える。大町は一部貸し出しをしているように

記憶がある。 
湯田委員：みらいは、ＤＶＤもＣＤも貸し出しをしている。 
栗林委員：この数字には貸し出しも含まれているのか。 
事務局（小澤図書館長）：一般利用扱いなので含まれている。結構多い数字となっている。 
平松委員：予算との兼ね合いもあるので、どこまで揃えていくことが出来るのか検討する

必要がある。書籍の購入とのバランスが求められる。どちらを重点とするのか。 
事務局（小澤図書館長）：貸し出し用は一般の購入価格の３倍から４倍の価格がする。 
平松委員：デジタル資料は、補足的に考えざるを得ないのではないか。そうでないと、民

業との関わりもある。それを生業としている企業もあるので、そちらへの配慮

も必要である。 
事務局（小澤図書館長）：一般的には、レンタルビデオ屋にあるようなメディアではなく、

特化した図書館の資料として、例えば、地域資料として池田鉄道について収め

たＤＶＤを置くなどを検討する必要があると考える。いわゆる地域資料や行政

資料をＤＶＤ化して貸し出すなどがよいと考える。 
栗林委員：みらいには、どのようなＤＶＤがあるのか。 
湯田委員：アニメ、普通の映画などが置いてある。レンタルビデオ屋と変わらないような

内容である。ただし、古いものが多い。 
新井委員：当初は無しで計画したとしても、後から必ず要望として出てくることが推察さ
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れる。 
湯田委員：ここに無い場合でも、県の図書館から借りることが出来るのか。 
事務局（小澤図書館長）：出来る。県図書館からは往復の郵送料が不要である。近隣の図書

館とは郵送料 600 円あまりを頂戴している。相互貸し出しが出来るようになっ

ている。 
平松委員：子ども達の要望を見ていると、だいたいのことが書いてあるので、答えが見え

てしまうようである。ひとつずつ検討していけば、望んでいることは概ね理解

が出来ると考える。対応が出来るか出来ないかである。施設計画、財政計画等、

様々な問題がある。池田町には創造館や研修センターなど、類似の施設がある

ので、それとの関連を明確に、位置づけを決めていかなければならない。役割

分担を明確にする必要がある。子ども達の意見の中に映画館などがある。創造

館はほとんど貸し館となっているので、どのように活用していくのか考えなけ

ればならない。もったいない。町として役割分担をどのように考えていくかで

ある。それを考えていくことによって、地域交流センターの位置づけも明確に

なってくるのではないかと考える。 
栗林委員：一般的にはカテゴリーごとに本を分類していくが、えんぱーくにあった図書館

では、ひとつのキーワードに対してスポーツであったり人物であったり、連動

性のあるものが配置され、来る人の本に対する知識を広げることを心がけてい

る。それを可能にしているのは、図書館内のレイアウトを可変的に出来ること

であると考える。固定にしてしまうといつも同じような図書館として、新しさ

が演出できないので、一部でも良いが行く度にレイアウトが変わることで、イ

メージも変わるので、これを実施してはどうかと考える。 
平松委員：図書館の職員が自由に企画したり、作業の時間を確保したり出来ていると感じ

た。これは、ＩＣチップなどで自動化して事務から解放されているからである

と考える。まさに、リファレンスなどの仕事がきちっと出来ていると感じた。

そのような点からも、新しくできる図書館では、そのような案内が出来る、コ

ンシェルジュ的な仕事をしてほしいと考える。えんぱーくでは、楽器と書籍を

結びつけた企画をしていた。 
栗林委員：えんぱーくについても、都市大塩尻の入学希望者も年々増加しているとのこと

であり、教育に対する考え方も違いがあるのではないかと思う。楽しい図書館

というのは、レイアウトが移動するだけでも変わった感じが出てくる。 
平松委員：ブックスタートも図書館の事業なのか。今はどこが担当しているのか。 
事務局（小澤図書館長）：書籍を選定しているのは図書館であるが、実際に行っているのは

教育委員会である。または、子ども支援センターである。 
湯田委員：本を読んでいるのが私たちである。 
平松委員：年代に応じた本のガイドを行って行くことが言われている。 
事務局（小澤図書館長）：小学校では夏休み前は課題図書というのが示されるので、数に限

りがあるが陳列して紹介している。これが精一杯である。 
平松委員：そのような本来の仕事が出来るように、雑務労働から解放されることが重要で

ある。 
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事務局（小澤図書館長）：そのためには、書架を現在より少しでも余裕のある配置として、

季節ごとなど、話題ごとにテーマを決めて陳列できるようにすることが望まし

いと考える。 
栗林委員：そのためにはソフトパワーを活用することが必要である。運営が大変になるこ

とも考えられるが・・・ 
事務局（小澤図書館長）：それに応えられるように、スペースや書架の数などを計画してい

きたい。 
平松委員：ＩＣチップで対応することが良いのではないか。これを活用することで、企画

展などの準備はずいぶん楽になると考える。ＩＣチップがないと間違えて配架

することもある。いったん取り出した書籍を違ったところに入れる利用者もい

る。そうすると、その図書は不明となってしまう。ＩＣチップはそのような図

書を探す際にも便利である。 
事務局 ：機能面として、必要な諸用室などあると思うが、特化して必要な機能や諸用室

があれば提案頂きたい。 
平松委員：郷土資料はデジタル化などの整備はされているのか。 
事務局（小澤図書館長）：数は多いが、まだそこまでは出来ていない。 
平松委員：そうであれば、新しい図書館が出来る作業過程の中で、地域資料をデジタル化

する作業に取り組むことも必要ではないかと考える。市民協力隊やボランティ

アなどにより作業を進めることも検討する必要がある。近年では、多くの人が

スキャナーなどを持っているので、協力を仰ぐことがよいと考える。それによ

って特色ある、他の地域に負けない図書館となるのではないかと考える。その

ためにも郷土資料を整備すべきである。また、使いやすくすべきである。近年

では、池田小学校のＰＴＡが会報のバックナンバーを探しているが、デジタル

化され、図書館で保管していればそのようなことがないと考える。 
中山委員：現在の図書館の２階には、そのような室があるが十分ではない。もともと、そ

の部屋は、会議室や学習室として利用していた。地域資料の保管場所が不足し、

その部屋へ持ち込んだ経緯がある。 
平松委員：超高齢化の時代となり、ノスタルジックにそのようなものをみたいとの希望が

増えてくると考えられる。 
新井委員：定年退職した人が、図書館に通ってくるのも良いかもしれない。家にいれば、

怒られてしまう。自転車で、図書館に通うことを日課にしている。 
中山委員：新聞を読むことを日課にしている人もいる。 
事務局（小澤図書館長）：それだけにみえる方も何人かいる。 
平松委員：だから、滞在型にする必要があると考える。 
中山委員：子ども達の要望にも、コーヒーなどを飲みながら会話が出来るような場所がほ

しいというのがあったが、大人もそのような場所がほしいと考える。図書館に

関わっていたときも、来た人とお話ししたいことがいっぱいあるが、そういう

場所が現在の図書館にはないので、夏は外へ出て記念館の前などで話をした。

冬はそうできないので、プレハブを造ることを町長と話したことがある。ちょ

っと話をする空間がほしいと考える。 
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平松委員：お医者さんに行くよりも、その方がよいと考える。知的である。 
中山委員：今回、公民館との共有スペースでそのようなものが出来そうなので、ありがた

いと考えている。 
平松委員：若い子などは、お茶でも飲みながら話が出来ればよいと考える。 
中山委員：子ども達の意見を見ると、お茶をのみたいとかお菓子を食べながら話をしたい

との意見が出されており、えんぱーくでは、多くの人が机の上にお茶や食べ物

をのせていた。このような状況が出来ればよいと考える。 
栗松委員：えんぱーくは自由な感じであった。 
平松委員：形式にこだわらず、運営形態を変えていることが、すばらしいことであると考

える。 
栗松委員：公民館は同じぐらいの面積であるのか。 
事務局 ：公民館は、概ね 1.5 倍程度、1350 ㎡を予定している。建物全体で 2000 ㎡であ

る。 
平松委員：現段階では、平屋なのか２階建てなのかも決まっていないのか。 
事務局 ：建物の形態に関しては、全く決まっていない。 
中山委員：かなりの面積をホールが占めるのか。 
事務局 ：収容人数をどの程度とするかによって変わってくる。多くはホールとなること

が考えられる。 
平松委員：なぜ、公民館にこだわるのか不思議である。近年は、生涯学習センターが主流

となっている。生涯学習施設としての視点で考えることが必要である。公民館

法でいう公民館としては補助金をもらえないのではないか。単費でやるのか。 
湯田委員：池田には創造館があるのに、それを使わないで新しく作る理由はどうなのか。 
平松委員：今回は、図書館と同じ建物にはいるので、学習センターとしてのネームバリュ

ーとその相乗効果は期待できると考えている。 
新井委員：小学校の教員から、移動の手段を保証しないと、買い物にも病院にも行けない

状況であるとの意見があった。気軽に移動する足を保証することも重要である。

せっかく作ったのに、行きたいのにいけないなどの問題が生じる可能性がある。 
湯田委員：現在の町営バスは、ほとんど人が乗っているところを見たことがない。ほんと

に何人かしか乗っていない。使われていない、もったいないなと考える。 
新井委員：来たいというときにドアツードアで対応できることが望ましい。お金がかかる

ことではあるが、それが求められている。 
湯田委員：町営バスも、流すよりも電話して、予約して、安く運行することが望ましいと

考える。池田では、体の不自由な人には対応している。 
新井委員：介護タクシーか。 
湯田委員：介護タクシーではないが、職員の方が対応しているようである。普通の人には、

対応をしてもらえないと考える。 
新井委員：移送ボランティアがあり、登録して頂くことで利用できるようである。時間、

行き先等を指定して利用できるようである。料金も安くできるようである。 
平松委員：書架の高さは 180 ㎝程度にしないと、部屋全体が圧迫感を感じる。塩尻の図書

館は書架が高く圧迫感があった。ゆったりとした空間を作ろうとするならば、
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書架はあまり高くない方がよいと考える。もちろん、児童書のところも、それ

にふさわしい高さとすることが必要である 
 
 

15：20 終了 
 

以上 
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