
基本構想（提言） ワークショップ及び策定委員会で出された意見

・公民館活動の活性化が図られる施設
芸能祭や映画が見ることのできる使いやすい施設
身近な施設となるよう配慮
備品の購入は利用者の要望を反映する
色々な団体が使いやすい施設としたい
・他の施設と役割分担をした施設
・他の公共施設の有効活用について検討
・創造館があるので、音楽ホールは不要
・町内の類似施設との重複は避ける
・類似施設と重複する機能を持たない施設
可動席を設置した場合、創造館の利用率が下がるので検討を要する
総合体育館や創造館との使い分けについて検討を要する
町内の他の施設との棲み分け
創造館周辺での食と演劇が繋がらないか
地域交流センターと創造館の連携
創造館は街中から距離があり課題である
施設の目指すべき姿を明確にする

・池田町の文化を学ぶことのできる施設
・それぞれが学ぶことのできる施設
貸出期間の延長の検討
若者が集まる工夫
図書館全体はワイワイできるスペースとする
子どもやシニアが使いやすく
単なる貸本屋ではなく交流の中核施設とする
ゆっくりしていられる雰囲気作り
・たくさんの本（10冊程度）を借りるとができる施設
・一つのテーマに特化した図書館施設
・特徴ある書籍が蔵書される施設
・児童図書の充実した施設
・町民も図書の選定に加われる図書館施設
池田町の図書館は、何を売りにするのか
児童書の更なる充実
子どもが本を選ぶ際に配慮が必要
新刊書と児童書の２つの特徴を備えた施設
・学校図書館と連携できる施設
図書館と教育の連携を図る
小中学校の図書館との連携について検討
・池田町の情報が発信できる施設
池田町の歴史を後世に伝える場
地域資料のデジタル化について検討
文化の香りが高く、文化を伝える拠点施設とする
情報センター的な役割を担うことのできる施設
図書館の中に子ども支援センターを併設
社会のあるべき姿を図書館の中で具現化
共有スペースへ図書を持ち出す際の対応策の検討
ＩＣチップによる図書管理
事業サポートについて計画を立てることが必要
書架のレイアウトを可変とし、キーワードによる分類などの工夫
職員がコンシェルジュのような役割を担う
書架を季節ごと、話題ごとテーマを決めて陳列
利用者が作り上げていく図書館であることが重要
図書館の中で何をするのか、何をしてくれるのかが重要

公民館機能と図書館機能の融合を図る共通スペースとすること ・図書館機能と公民館機能の融合の場となる施設
・町民参加で成長する施設
・人口減少に対応できる施設
・町民と連携が図れる施設運営
住民の活動を公民館が応援できる運営
対流を起こすことの出来る施設

・世代間交流ができる施設
・親子同士の交流ができる施設
・心の交流センターとなることのできる施設
・子育て世代がデビューできる機能
・出会いと文化のターミナルとなる施設
・人と人が出会うことのできる施設
・ふれあいセンターでありたい
・だれもが心暖かくワクワクする居場所
高齢者が池田町の歴史を子どもに教える場
子ども達の心を育てることのできる施設
高齢者と若者が同じ空間で過ごす

・気軽にくつろぐことのできる施設
・明るい施設（照明・建物外観・建物内雰囲気）
・夏涼しく、冬暖かい施設
・誰もが気軽に立ち寄ることのできる施設
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
冷暖房システム
夏涼しく、冬暖かく

・商業等活用エリアと連携できる施設
・商業等活用エリアと一体の施設
・賑わいを創出することのできる施設
・賑わいが周辺にも拡散することのできる施設
・何回でも来たくなるような施設
・人と町をつなぐことのできる施設
商業等活用エリアとの連携
商業スペースを訪れた高齢者が寄りたくなる施設
地場産業との連携
３階建て建物とし、１階を商業スペースとしてはどうか
商業等活用エリアを食と関連づけ地域交流センターが支援するシステム
町中の活性化に寄与できる施設とすることが必要
食と何かを繋げて人が集まる施設とする

別紙１　池田町地域交流センターに求められる機能への提言（１）

求
め
る
機
能

全館共通事項

まちなかの賑わいの再生を支援できる施設とすること

多くの町民の利用を促進できる施設とすること

図書館

図書館と子育て支援との連携を図ること

学校図書館と連携に配慮すること

池田町の情報の発信について検討すること
池田町の歴史と文化の伝承に配慮すること

類似施設を含めた利用方針を明確にすること

施設名

みんなに学びの場を提供できる施設とすること

蔵書は特徴ある内容とすること

町民の参加と連携で成長し続ける施設とすること

町民の交流の拠点となる施設とすること

気軽にくつろぐことができる施設とすること
快適に過ごすことのできる施設とすること

公民館活動の活性化が図れるよう配慮すること

公民館

共通スペース

策定委員会で出された意見 ・ ワークショップで出された意見 
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基本構想（提言） ワークショップ及び策定委員会で出された意見

・安心・安全な防災拠点とできる施設
・災害時に避難所として活用できる施設
・多目的に使うことのできる施設
・下足のまま使うことのできる施設
・全館を無料で使用できる施設
・町民の使用料は無料にしてほしい
・何でも行える施設（結婚式、葬式、発表会、研究室、勉強会）
・ボランティアの活動拠点となる施設
・誰も（幼児・高齢者・障がい者）が使いやすい施設
・２４時間営業する施設
敷居の低い施設
会染小学校生の利用方法の検討
予約をしなくても利用が出来る
開館時間をできるだけ長くする
高校生など、若い人が集まる施設としたい
高齢者の居場所
多くの人が集まる施設としたい

・小中高生の放課後の居場所となれる施設
中学生の学校から家庭までの中間施設
放課後の子どもの居場所

未就学児童の親子の居場所
幼児を連れた親子が自由に使うことのできる施設としたい

・池田町の入り口となる施設
・池田町の様々な情報を発信できる施設
維持費について検討を要する
地域の課題を解決する基地となる施設とする
養護学校や「白樺の家」との連携について検討

施設名

全館共通事項

別紙１　池田町地域交流センターに求められる機能への提言（２）

安全・安心の拠点となる施設とすること

池田町の情報を発信する施設とすること

運営に関する事項

親子のふれあいを促進できる施設とすること

適正な運営に配慮すること

誰もがいつでも使いやすい施設とすること

小中高生の居場所となる施設とすること

策定委員会で出された意見 ・ ワークショップで出された意見 
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基本構想（提言） ワークショップ及び策定委員会で出された意見

・ホール（講堂）、300人～400人位が収容できるホール
・ホールに舞台
・ホールに舞台照明、舞台音響
・パイプ椅子等の格納スペース
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
ホールの控え室
調律のための施設
部屋数をできるだけ多く確保
音楽の催しができるホール
普段の多様な使い方にも対応できる講堂（ホール）
避難場所とできるように可動席は不要
ホールは２階席も検討
邦楽、洋楽、歌舞伎、演劇に対応できるステージ
500人が収容できるホール
可動席を設置したホール
パイプ椅子とする場合には収納スペースを確保
色々なことに使うことのできるホールの設置
ホールの使い方について検討
ステージの左右の袖をつなぐ裏の通路を設置
過去の利用実績を基にホールの規模を決定
地域交流センターは300人から500人の収容能力が必要
ホールの規模は年間の利用を想定して決定
創造館と同じタイプの可動席の設置
ホール出入り口の位置の検討
ホールの床はフラットとする
必要に応じて特設ステージで対応

・多目的（軽いスポーツ、レッスン）に使用できる小、中ホール
・トレーニングルーム、ウェイト機器
・会議室（間仕切ることで部屋数を増やす）
・映画の上映のできるスペース、大型スクリーン
100席程度の中規模のホールを大ホールとは別に設ける
ステージは可動式で小さなものとする

・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
・裁縫のできる部屋
・木工細工室
・30坪くらいの工作室
・デジタルスペース（映像、音、デザインのできる部屋）
・印刷室
・ボランティアの活動拠点
・和室（10～15人位収容）
・和室の談話室
・研修室（小会議室）
・10～20人くらいの小規模な個室
・親子交流室
・子どもが遊ぶじゅうたんのプレイルーム
・音楽を楽しめる（聴く・演奏・練習するための防音室）スペース（２室）
・カラオケ大会のできるスペース
図書館は目立つ場所へ配置
玄関を入った場所に図書館の配置

民間に眠っている資料も含めた郷土資料コーナーの設置

・閲覧室、閲覧スペース
・幼児向け閲覧スペース
・飲食可能な親子閲覧室
・飲食可能な閲覧室
図書を閲覧できるスペース
静かに本を閲覧できるスペース
人が長くいられる場所（ソファー、雑誌コーナーなど）
人の視線を感じない配慮や机の配置
ソファーや椅子は座り心地の良いものを配置
さりげなく閉ざされた空間の演出
一般書と児童書を同じフロアーとする
一般書と児童書を同じフロアーとする場合には遮音について検討
一般書と児童書は別のフロアーとする
児童書コーナー近くへ子供用トイレの設置
床の仕上げについて、フローリングか絨毯かについて検討
キッズコーナーとお話コーナーの兼用について検討

・学習室、学習スペース
・全ての世代が学ぶことのできるスペース
図書館職員と学習室を近くに配置
図書館の閲覧室と学習室は分離する
自習室・学習室の設置

・ＤＶＤ視聴覚（ＡＶ）スペース
・情報発信コーナー
・パソコンコーナー、ワイファイスペース
パソコン・タブレットの常設
パソコンを使用できるスペース
視聴覚コーナーの設置

・図書紹介スペース
・雑誌、新聞コーナー
・展示スペース（作品等）

別紙２　池田町地域交流センターに求められる諸室への提言（１）

配置 多くの人が利用しやすい配置について検討すること

郷土資料
コーナー

民間に眠っている郷土資料の活用について検討すること

求
め
る
室

図
書
館

300～400人収用できるスペースとすること
舞台を設置し、照明や音響にも配慮すること
可動席の設置については十分に検討すること
様々な利用に対応が可能な施設とすること

公
民
館

ホール

多目的な使用に配慮すること

多様な利用に対応できるよう配慮すること

中ホール

多目的
作業室

会議室

交流室

施設名

和室

音楽を聴き、演奏し、練習できるよう配慮すること

コミュニティ
コーナー

来訪者の注目しやすさに配慮すること
多様な使用に配慮すること

閲覧室

防音室

学習室

AV
コーナー

飲食の可否について検討すること
一般閲覧室と子ども用閲覧室のあり方について検討すること

全ての世代の学びへの対応に配慮すること

AVスペースにおける情報発信に配慮すること

談話室にも利用できる和室を設置すること

小規模な個室とすること

幼児や子どもが気軽に利用できるじゅうたん敷きとすること

策定委員会で出された意見 ・ ワークショップで出された意見 

P-3



基本構想（提言） ワークショップ及び策定委員会で出された意見

・読み聞かせコーナー
・お話の部屋
・子どもコーナー（じゅうたん、畳敷き）
子どものお話コーナー（立体的で寝ころんで聞けるように）
子どものお話コーナーは遮音できる機能

防音室の機能の充実
身体障害者のための対面朗読室

事務室の設置
作業用スペースの設置（図書館用）
ボランティア作業室（点字、朗読録音）

・閉架書架
・背の低い子ども用書架、目の高さの大人用書架
・ＩＣチップ化の検討
書架などのレイアウトを可変とする（新しさの演出）
一般の書架の高さは180cm程度とする
児童書の書架の高さは、児童にあった高さとする
閉架書架のスペースの確保

・催し物に活用できるスペース
・発表、発言ができるスペース
・50mくらいある掲示板とできる壁、ギャラリースペース
・フリーワイファイスペース
・ホワイトボードの壁
・地域交流センターを情報発信基地としたい
・情報発信スペース
・観光案内ができるスペース
・入り口に祭りの山車を２台展示したい
展示スペース
壁を有効に活用した展示スペース
ワイファイ設備

・フリースペース（おしゃべり、飲食、展示、発表、まどろみなど）
・コミュニティスペース
・多くの座るスペース
・世代間交流のためのスペース
・ボランティアルーム
・夜間でも使用できるスペース
・ハーブの香りのするスペース
簡単な打ち合わせが出来るスペース
机の設置などによる会議スペース
自由に使うことのできるフリースペース
公民館講座の人が自由に使える共有スペース（多目的室）
子どもと高齢者が一緒に遊ぶことのできるスペース
簡単な工作の出来るスペース
子ども達が自主的に活動するためのスペース
・商業等活用施設へのバリアフリー渡り廊下
・全館バリアフリー
・エレベーター
・授乳施設
・相談コーナー（子育て、子ども相談）
・（おしゃれな）トイレ（内、外）
・子ども用トイレ
・学習スペース
・子ども用と大人用を分離した学習スペース
学習が出来る室の確保
学習スペースの確保
学習室は対面式ではない方がよい
ガラス張りの学習スペース

・飲み物を購入でき、飲むことのできるスペース
・飲食スペース、カフェ、くつろぎスペース
・おいしいコーヒーの自動販売機
・給湯施設
フリードリンクのオープンスペース
ネットカフェのような個室
飲食しながら話ができるスペース
売店の設置
お茶を飲みながら話すことの出来るスペース
飲食できるスペース
お昼を購入できる場所
・商店街来訪者も使用できる駐車スペース
・人と車を分離した駐車スペース
・バス乗降場
巡回バスの乗り入れ
・子どもの遊び場としての芝生広場
・外部に簡単な遊具（公園）
・遊具などは子どもが使いやすいものを
・（ミニ）公園スペース
・四阿
・バーベキュー施設
・花とハーブが咲く公園
・小動物が飼育できる公園
・土の庭
・周辺に多くの緑を植栽できるスペース
・実験的な畑、ハーブの栽培地、ハーブ種の販売施設
公園を設置したい
・大人が軽運動、スポーツができる公園
・屋外バスケットボール場
・外壁にボルタリング施設
・山岳スポーツに特化した施設（フリークライミングウォール等）
・子ども用ランニングコース
・周囲は緑化し自転車、ボードができるスペース

共
通
ス
ペ
ー

ス

求
め
る
室

施設名

お話
コーナー

情報発信
スペース

トイレ

駐車場

録音室

事務・作業室

様々な年代の利用に配慮すること

（書架）
だれもが使いやすい書架となるよう配慮すること
図書の管理について検討すること

別紙２　池田町地域交流センターに求められる諸室への提言（２）

事故のない動線に配慮すること
商店街の利用にも配慮すること
バスの乗り入れにも配慮すること

公園
子どもの自由な遊びへの対応に配慮すること
池田町の特性を生かした植栽に配慮すること

スポーツ
広場

様々なスポーツへの対応に配慮すること

誰もが使いやすいトイレの設置に配慮すること

学習
スペース

多様な学習への対応に配慮すること

飲食
スペース

飲食スペースの確保に配慮すること

壁の有効利用について配慮すること
自由な情報発信スペースの確保に配慮すること
池田町の観光情報などの発信に配慮すること

コミュニティ
スペース

多様な利用に配慮すること
池田町の特性を活かした演出に配慮すること

バリア
フリー

高齢者、障がい者、子育て世代などの利用に配慮すること

多様な利用者に配慮した施設とすること

様々な作業を前提とした作業室も併設すること

策定委員会で出された意見 ・ ワークショップで出された意見 
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基本構想（提言） ワークショップ及び策定委員会で出された意見

・オープンデッキ、屋外テラス
・屋外イベントスペース
・屋外フリースペース
・屋根付きテラス（屋内、テラス、屋外が一体的に使用できる）
・屋上フリースペース
アルプスが一望できる
デッキテラスの設置
安全のために駐車場は離れた場所にして

・暖炉、薪ストーブ
・再生エネルギー（太陽光、木質バイオマス）
・北アルプスへの眺望を壊さない外観
・商業等活用エリアと外観デザインの統一
・街並みに調和した外観
・美しくやさしい外観
・池田学問所のイメージを持った外観
・事務室
・災害用の備蓄スペース

別紙２　池田町地域交流センターに求められる諸室への提言（３）

商業施設との通路

太陽光パネル

施設名

・池田の遠方からも来ることができる移動手段の確保

外観
日本で最も美しい村にふさわしい外観とすること
池田町の街並みに調和した外観とすること

事務所等

・ランニングコストを安くできるシステムが必要
・図書館と美術館の一体化が必要

その他意見 ガラス張りで目が行き届く
出来る限り木材の利用
1階に商業施設を配置した４階建ての複合施設とする
具体的な設計には多くの町民の意見を反映していくこと
下足を脱いで使用することのできる施設とする
キッズコーナーのみ下足を脱ぐようにする

求
め
る
室

共
通
ス
ペ
ー

ス

屋外
フリー
スペース

再生可能
エネルギー

再生可能エネルギーの導入に配慮すること

・やすらぎの郷を老人と子どもが集うことのできる施設に
・地域交流センターの知名度を上げる取り組みを
・町内の公共施設を利用するための、町内循環バスの運行の研究

屋外と屋内の中間スペースとなるよう配慮すること
アルプスへの眺望に配慮すること

策定委員会で出された意見 ・ ワークショップで出された意見 
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