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第２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 12 月 25 日（金）  15：00～17：00 

    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（欠席） 

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（欠席） 

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（欠席） 

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（事前配布資料） 

3) 資料 2 前回案(スタディ案②)からの主な変更点（事前配布資料） 

4) 資料 3 外観の検討（事前配布資料） 

5) 資料 4 スタディ案② 

6) 池田町地域交流センター利用想定（曜日・時間帯別）（当日追加資料） 

7) 公民館利用団体の地域交流センター利用予測（当日追加資料） 

 

(4) 議事 

1) 開会（15：00） 

 

2) あいさつ 

 

3) 議題 

① 検討案の説明（前回案（スタディ案②）からの主な変更点）（15：02） 

資料 1・資料 2 について、事務局より説明を行った。 

 

② 基本設計の検討（15：16） 

  ①を踏まえ、基本設計の検討を行った 

 

各資料に対して以下の意見が出された。 

小田切委員：ホールの裏通路について、今までの案ではホール内に裏通路が計画されていたが、検

討案ではフリースペース側の通路を使用するということになっている。創造館には裏

通路が整備されておらず不便であったことを考えると、ホール内に専用の裏通路が必

要ではないか。 

事務局（設計）：面積縮小を検討していく中で、ホール可動時はフリースペース側の通路を区切り、専

用通路として使用することを提案させて頂いた。舞台と通路の間に階段が必要となる

が、フリースペース側の通路を使用することで上手・下手を繋ぐことが可能である。

裏通路の必要性については委員会内で引き続きご審議頂ければと思う。 

小田切委員：コンサート・演劇を行う面で、上手・下手を最短で繋ぐ事が重要である。検討案では

階段を降り、外に出て、あがるといった動作が必要であり使い勝手が悪いと感じる。

一般的なホールでは、最短で行き来が可能なように裏通路が整備されているため、前

案の形に戻して頂ければと思う。 

事務局（設計）：ホールをどのように使用していくかということを検討委員会ではご審議頂きたい。全

てを最高の形で整備できれば良いが、予算に厳しい状況もある。ホールの使い勝手に

ついて、引き続きご審議して頂きたいと思う。 

土本会長：スタディ案②と検討案のホール裏通路の幅はどの程度確保されているのか。 

事務局（設計）：壁芯の寸法にはなるが、スタディ案②では 1.5ｍ、検討案では 2.0m を確保している。 

山﨑委員：ホールの収容人員が 300 席となっているが、パイプ椅子等を使用することで席が増設

可能となるかご説明頂きたい。 

事務局（設計）：ある程度増設できるが大幅に増設することは客席面積の問題で難しい。費用検討が必

要であるが客席数を増やすために、ステージの一部を昇降式にすることを検討してい

る。 

横澤委員：ステージの下部に収納は計画されているのか。ステージ下部が使用できれば、倉庫の

面積削減に繋がり客席数を増やす事ができるのではないか。ホールの裏通路について
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は小田切委員と同意見であり、再度検討を頂ければと思う。また、多目的作業室・キ

ッチンの利用イメージについてご説明頂きたい。キッチンは多様な年代の憩い、集い

の場所になると考えられるが今回計画するキッチンはどの程度のものなのかご説明

頂きたい。防災対策本部を中ホールに据えるとのことだが、防災面を考慮するとキッ

チンは重要になってくるのではないかと感じている。防災に対する厨房という面も含

めて、十分な検討をして頂きたいと思う。西側に会議室が計画されているが、西側に

は何も計画せず中ホール横の空間に何か計画をすれば良いのではないか。 

事務局（設計）：検討案ではステージ下部に収納は計画していない。ステージ高さを高くする必要があ

るが、ステージ下部を収納とすることは技術的には可能であるため検討進めていきた

いと思う。裏通路については、他の委員のご意見を頂きながら検討を進めて行き、方

向性を見出せればと良いのではないかと思う。多目的作業室の利用イメージについて

は子どもの工作や、理科のイベント等を利用イメージに想定している。図書館機能・

フリースペースと一体的に利用したり、工作的な作業に使用したりと、広くフレキシ

ブルな利用を想定している。キッチンについては、調理教室に使うようなしっかりと

したキッチンよりも、家庭的なアイランド型キッチンがあることで賑わいと気軽に使

える居場所を創れるのではないかと考えている。また、地域交流センター(以下、交

流センター)の災害対策本部としての利用は、現町役場のサブセンターとしての位置

づけであるため、炊き出しをするような役割は想定していない。 

薄井委員：ステージの裏通路についてはステージ奥行きを小さくするなどして、計画して頂きた

い。多目的作業室と図書館の境は壁面とし、机・椅子などを置くなどして日常的には

気軽に利用できる空間とし必要な時に多目的作業に使用できると良いのではないか。

親子テラスについては交流の場として残すべきだと感じるが、屋外のテラス空間は使

用期間が限られるため不要ではないかと感じている。また、学習スペースが図書館内

に少ないため、縁側テラスの部分については、内部空間として取り込んで頂ければと

思う。西側のフリースペースの廊下については、現在 2m 幅で計画されているとの事

だが、多少幅を広げて頂き、カウンターなどを設け飲食等で寛げる場所を設けること

で憩いの場になればと思う。事務室については、一元化を行ったとことは良い思うが

応接・相談室については、必要性をそれほど感じないため、将来的に日用雑貨や飲食

を販売する売店に活用できるスペースになっていくと良いではないか。費用の問題は

発生するがホールの客席については将来の高齢化を踏まえ、創造館の可動席を移設す

ることを検討して頂ければと思う。 

事務局（設計）：ホールの裏通路については、引き続きご意見を頂きたいと思う。展望テラスはワーク

ショップにおいて若年層を中心に“何気なくいける場所”が必要であるという意見が

多くあり、声を気にせず気兼ねなく居られる居場所として計画を行っている。縁側テ

ラスについては図書館の中からしか使用ができないテラスとして計画しており、植樹

等を設えることで新たな図書館の楽しみ方を創出できる場となれば良いと考えてい

る。多目的作業室については、小・中・高校生の居場所という面を考慮し、親子交流

室とは違った池田町の次世代が育つ場だと考えて頂ければと思う。応接・相談室につ

いては、事務局との相談に使用する場合をメインに想定している。飲食については、

車寄せの軒下空間やキッチン周りのフリースペースで運営が行えれば良いと感じて

いる。施設全体にフリースペースを計画しているので、空間を上手に活用して頂き、

毎日同じものが売られているのではなく、日替わり的な販売環境が交流センターに整

備されていくと良い思う。ホールへ可動席導入については、費用の面で非常に難しい。

町の現況や催しの現状を考えると、現段階では椅子の設置による平土間形式が最も使

いやすく、様々な用途に対応できる形式なのではないかと考え検討を進めている。 

薄井委員：創造館の可動席は、後付で計画をしたとの事という話を伺っているが後付のため床に

痛みが発生していることのことである。今回の工事では可動席は難しいかと思うが将

来的に可動席が設置の要望が出てくることを想定し、対応可能なようにして頂ければ
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と思う。 

矢口委員：ホールの客席数についてだが、地域交流センターの周囲には小・中学校など多くの施

設が集中している。交流センターが完成した際は、学校では難しいことを実現してい

きたいと思っている。その点を踏まえると、生徒と保護者の人数を考えれば最低でも

350 席程度の席が必要である。今までの利用状況を考え客席数を設定していくのは当

然のことだと思うが、質の良いホールが町の中心にできれば、利用する価値や拡張性

が広がっていくことも考えられる。色々な意見がある中でコンパクトにまとめて頂い

ているのは理解しているが、客席数と裏通路については再度ご検討頂ければと思う。 

事務局（設計）：ステージ裏通路の確保やホール客席数について多くの委員から意見を頂いた。費用の

面を含めて、事務局とも協議を行い実現に近づけるように設計を進めていきたいと思

う。 

横澤委員：防音室は、調弦等を行うことも考慮しピアノ庫の位置に移動をしたほうが良いのでは

ないか。また、会議室の位置は中ホール横に移動した方が機能的ではないか。 

事務局（設計）：防音室等の位置については断面的・立体的にも検討を進めていく上で総合的に判断し、

決定していきたいと思う。 

髙橋委員：検討案では廊下の空間(フリースペース)がホールを一周囲う形となっているがこの廊

下形状となっている理由についてご説明頂きたい。一周囲うのが不要であればステー

ジを舞台位置北側に変更するなど検討を行って頂ければと思う。 

事務局（設計）：廊下形状については回遊できる構成となっていることで、来館者が自ら居場所を探し、

自然に身をおけることを意識している。来館者が気兼ねなく過ごせる場所の必要性は

ワークショップ内でも多く意見があり、フリースペースの使い方を膨らますための空

間であるといえる。ホールの向きを変えることも含めて総合的に検討させて頂きたい

と思う。 

米倉委員：ホールの使い勝手・仕様については基本構想の時点では細かく定められてはいなかっ

たが、検討案では断面形状も含めてホールの形が示されてきた。検討案にあるような、

気積の確保、機械室を設置、専用空調の整備を行った場合、予算と合致するかという

ことに疑問を感じている。本日、回答を頂く必要はないが色々な意見が出ている中で、

事務局側でも可能か否かということをついて次回委員会までに試算として出して頂

いたほうが協議・議論の参考になるかと思う。また、特殊空調は 10 年程度で更新が

必要になることもあり、維持メンテナンスの計画も重要である。長い目で計画を見据

え、基本設計を進めて頂ければと思う。フリースペースの空調を考えると、展望テラ

ス下部に設備置場の設置となっているが EHP（電気エアコン）を想定すると空調の

ゾーニングが困難であるかと思うので検討を進めて頂きたい。基本設計ではあるが、

間仕切りなどの線を図示して頂き、設備計画等についても事務局より指し示して頂け

ればと思う。 

事務局（設計）：空調方式についてはステージの客席数や気積などによって大きく影響を受けるため

試算を示していきたいと思う。フリースペースの空調については空間を分割すること

も考慮し、計画を進めていく。 

土本会長：多目的作業室と図書館の境は点線表示で示されているが何を示しているのかご説明

頂きたい。 

事務局（設計）：多目的作業室の間の点線は、開閉が自由な可動間仕切りを想定し検討している。 

事 務 局 ：多目的作業室と図書館の境の壁については壁面とし、本棚とすることで内部の本棚の

高さを下げることも検討している。多目作業室とフレキシブルに使用できるのは良い

が、臭いや音の問題もあるため壁面にすることも検討していきたいと思う。 

事務局（設計）：ワークショップ通じて設計として重要だと考えていることに、「多様な活動の繋がり」

という点がある。多目的作業室で過ごしている利用者が、図書館の活動に触れるなど、

他の活動に接点を持てる場を提供したいと考え設計を進めてきた。多目的作業室と図

書館の境については、お互いの活動に接点を持てる貴重な場であると考えているので、
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この点については引き続きご審議頂ければと思う。 

横澤委員：予算の問題はあるかと思うが自由に色々な事ができる場所があるということが元の

案の魅力なのでそれを一番重視して案をまとめて頂きたい。 

中山委員：前回委員会では、社会資本整備事業の申請面積に近づけていくという方針に決定した。

当初の町の予算に納まるようにしていくことを前提に話を進めてきており、縮減に関

して様々な提案をして頂いた。意見によっては面積増に繋がるものもあるが共感する

点も多いため、設計者には専門的な立場から再度検討して頂きたい。多目的作業室と

図書館の境についてはイベント等を考慮すると検討案のままか、多目的作業室の 2

室の半分を壁面に変更していくことも考えられると思う。また、事務室についてだが、

公民館事務室・図書館事務室が一元化されたが、不都合はないのかお聞きしたい。 

事 務 局 ：一元化を行ったことで特に不都合は発生していない。事務室は個人情報を預かる場所

となるため、一般利用者の対応は応接室・相談室で対応し、個人情報の保護を行って

いく予定である。 

事務局（設計）：多目的作業室やフリースペースについて委員の方々から意見を頂いたが、交流センタ

ーがひとつの建物として運営されていくということをご理解頂き、図書館と公民館が

融合した意味が運営上でも現れてくると良いのではないかと思う。事務室については、

事務局と打ち合わせを進め、検討していきたい。 

三澤委員：前回委員会ではなるべく縮減を行っていくという方針となったが、面積の増に繋がる

意見も多くあり、夢のような案となってしまわないか不安である。事務局は設計側と

しっかり議論を重ねているのか、委員会で出る意見を全て受けて入れていいのかとい

う点について非常に心配している。夢を広げる事は大切であるが、それを現実にする

ことは非常に難しいと思うので、建設が確実に行えるように検討を進めて頂きたいと

思う。 

土本会長：今日頂いた意見も含めて様々な観点より面積等を検討して頂き、次回に望むという形

が良いかと思う。資料 3 に現段階のイメージパースが示されているが、植栽計画につ

いてご説明頂きたい。 

事務局（設計）：ワークショップでは外部で活動できる場所が必要であるとの意見を多く頂いており、

建物周囲にできる限り植栽を計画したいと考えている。外部の道路面から囲われたよ

うに植栽を施し、緑の中で過ごせる空間を整備していきたいと考えている。資料 3

のイメージパースは建物の大きさを検討しているものである。北側の敷地が一部小さ

くなり、中ホールが南側に移動したことで、南側の屋外空間やフリースペースが小さ

くなってしまった。別事業とはなるが、南側に計画する歩道を少し広くし、植栽を施

して頂けると交流センターにとって非常に良いのではないかと勝手ながら考えてい

る。中ホールと歩道の間に緑の空間ができ、外部を利用してもらうきっかけとなるた

め、行政側で可能性があれば検討して頂ければと思う。 

中山委員：検討案では、客席数が 300 席と示されているが、ホール全体の面積と現公民館講堂の

大きさと比較すると 400 人程度でも収容できるのではないか。 

事務局（設計）：ステージと最前列の客席にはやや余裕があるため、1 列分増設することは可能性があ

る。客席の通路の位置など、消防法上で客席や通路幅が規定されており、規定に準じ

客席数を検討した場合 300 席程度の客席となる。交流センターではステージの奥行

きのスペースを広く確保し、バックスペースの充実を図っているが、ステージ奥行き

を公民館と同程度にすれば 400 席を実現することは可能である。そういった状況を

踏まえ、費用の問題が発生するが昇降式のステージの検討をしている所である。 

土本会長：ホールに車椅子用の席は整備するのか。 

事務局（設計）：客席はスタッキングチェア（重ねて収納できる椅子）を使用する予定である。そのた

ため、席数を減らすことで対応可能である。 

薄井委員：将来的に太陽光発電パネル等を設置できるように構造的な配慮をして頂きたいと思

うがそのような対応が可能なのか。 
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事務局（設計）：費用検討が必要であるが太陽光発電パネルの設置については実現していきたいと考

えている。また、設置が難しい場合でも将来的な設置は可能なように計画していきた

いと思う。 

土本会長：基本設計の検討という議題の中でたくさんのご意見を頂いた。次回では、より具体的

に議論を進めていきたいと思う。 

 

4) その他（16：45） 

① 第３回検討委員会の開催日時について 

第３回検討委員会 2 月 5 日（金）15:00～ 

 

② 第４回検討委員会の開催日時について 

第４回検討委員会 2 月 29 日（月） 

 

③ 町民説明会の開催日時について 

第４回検討委員会後 実施予定 

 

④ 商業等活用エリアについて 

横澤委員：商業等活用エリアの動きについて伺いたい。本日の会議でも飲食スペースや飲食販売

などについて意見があったが、交流センターにも関係すると思うので、具体的な動き

があれば教えて頂きたい。 

桂川委員：商業等活用エリア検討委員会で検討を進めてきたが、商業等活用エリアには銀行が県

道側に出店する方針となった。銀行に打診を行っている状況のため、その他の部分に

ついてはその後の決定となる。商業等活用エリア委員会では、運営面等を考慮すると、

大きな施設を建てるべきではないという意見が多数を占めていた。現時点においては、

フリースペースとし、野外イベント等で使えるスペースを整備していく予定である。 

事務局（設計）：計画に携わってきた関係者として、町に対する要望となるが既存の蔵については町の

財産として残していって頂ければありがたいと思う。また、西町川を境に商業施設が

整備されることになると思うが、駐車場等として整備を行う場合は川際から３ｍ程度

の範囲に植栽を施して頂ければと思う。勝手な要望ではあるが、可能性があるなら検

討して頂ければと思う。 

 

⑤ 予算及び概算について 

横澤委員：検討委員会も残り少なくなっており大変な時期にあると思うが、次回検討委員会では

概算等の資料を提示して頂きたいと思う。 

事 務 局 ：検討案を元にした概算費用に関しては、坪単価よりある程度算出することが可能であ

る。正式な予算については、次回検討委員会時に示させて頂きたい。予算について増

減は可能であるが、町の財政計画・時間の問題・資材の高騰を考慮すると非常に厳し

い状況にあるということをご理解頂きたいと思う。 

 

5) 閉会（17：00） 

 

17：00 終了 

 

以上 
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