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第３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 5日（金）  15：00～17：30 

    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 

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 

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 

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 

㈱アーキディアック （設計共同企業体）  面川 行夫 
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(3) 配布資料 

1) 次第 

2) 資料 1 検討案 2（事前配布資料） 

3) 資料 2 前回案(検討案)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 ホールの比較検討（事前配布資料） 

6) 資料 5-1 空調方式の比較検討①（事前配布資料） 

7) 資料 5-2 空調方式の比較検討②（事前配布資料） 

8) 資料 5-3 空調方式の比較検討③（事前配布資料） 

9) 資料 5-4 空調方式の比較検討④ (当日追加資料) 

10) 前回案 

 

(4) 議事 

1) 開会（15：00） 

 

2) あいさつ 

 

3) 議題 

① 検討資料の説明（前回案（スタディ案②）からの主な変更点）（15：03） 

資料 1・資料 2・資料 3・資料 4・資料 5‐1・資料 5‐2・資料 5‐3・資料 5‐4 について、

事務局より説明を行った。 

 

② 検討案 2について（15：20） 

  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。 

髙橋委員：資料 3で工事費が約 9憶 6600万、特殊設備が約 2億円と示されている。当初の予算

からかけ離れているが予算に対する事務局の考えについて伺いたい。 

事 務 局 ：前回委員会で町としての予算の考え方を示して頂きたいという意見があり、町側でも

検討を行ってきた。提出させて頂いた検討案 2は 2年間、多くの方々が積み上げてき

た結果であると認識している。前回の検討委員会の中でも数十年後を見据えた建物を

つくるべきというご意見も頂いた。事務局としては現在の案で答申を行って頂ければ

と考えている。現在の案は予算が厳しいという点をご理解頂いた上でご検討頂いた結

果といえるため、そのままの形で町長に答申をして頂きたい。具体的な予算の決定に

ついては答申後となるが宜しくお願いしたい。 

横澤委員：玄関と車寄せの部分については道路からの交通量が多いため安全面について位置等

に配慮して頂きたい。また、ホールについては様々な演目に対応できるように性能の

良いものにして頂きたい。防音室については通路を挟んだ位置となっているが楽屋と

して利用することも考えられるため、袖舞台 倉庫の位置にするべきである。また、

会議室は中ホール部分と一体とし西側を整理して頂ければと思う。 

事務局（設計）：入口の位置については商業等活用エリアや町の繋がりに配慮し、現在の位置に計画し

ている。新しい道路から車寄せに車が入ることになるが、歩道を整備し車寄せを横断

することなく建物に入れるように計画している。ホールの仕様については、議題の比

較検討にて詳細を説明するのでその後、議論を進めて頂きたいと思う。会議室の位置

についてだが、会議室や作業室などの活動するための部屋は従来型の施設ではまとめ

て計画することも多かった。今回の計画では、会議室等を分散的に配置し、諸室の間
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に居場所となるフリースペースが設けることで交流センター全体を活性化していく

ことを考えている。また、会議室については楽屋・準備室としても使用できるため現

在の位置が望ましいと判断した。防音室の位置については、倉庫の位置に計画を行っ

た場合、防音の問題でホール使用中には使えないということも考えられるため、実際

に防音室を使用する団体に意見を伺い位置を決定していきたい。 

薄井委員：楽屋については会議室を使用するものだと理解しているが、現在の防音扉の位置では

扉を介さないと裏通路に入れないため、修正して頂きたい。 

事務局（設計）：防音扉の位置は修正を行う。 

薄井委員：搬入口については間口を最大限確保し、作業がしやすいように壁を取り止めて頂きた

い。楽屋は男女別々にないと不便であるため会議室(楽屋)を分ける仕切りがあれば良

い。会議室(楽屋)には可能であればトイレの設置を検討して頂きたい。前回案と比べ、

図書館からトイレが無くなってしまったのでトイレの位置については前回案の良か

ったのではないかと感じた。また、親子交流室には子ども専用のトイレが必要である。

親子交流室が小さくなっているが子育ての中心となる場所であるため、ある程度の広

さを確保して頂きたい。親子テラスは北側に計画しているが日当たり等に配慮して西

側とし、親子交流室と出入り可能にすれば良いと思う。 

事務局（設計）：ワークショップや検討委員会の意見を受けてその都度プランが変わってきているが、

最後の検討委員会までに意見を整理し、案をまとめていきたいと思う。実施設計を担

当する機会を得られれば再度意見を頂き、検討を深めていきたい。予算的には厳しい

面もあるため縮小・削減していくという考えが設計側にもあるが、満足して頂けるプ

ランとするため知恵を絞っていきたいと思う。 

中山委員：親子交流室については薄井委員と同意見である。親子交流室については子育て支援と

いう意味で大きな意味を持つので、前回案と同程度の大きさを確保して頂きたい。多

目的作業室について２つの部屋が図示されているが、この部屋同士は行き来が可能な

のか教えて頂きたい。 

事務局（設計）：多目的作業室は可動間仕切りを使用し、分割利用可能なように計画している。 

中山委員：多目的作業室については図書館側に扉が設けられているがこれをどう考えるが難し

い所である。図書館側の使い勝手を考えると扉があっても良いと思うが、多目的作業

室側で作業音がでると図書館側の利用に支障がでないか心配である。この点について

は図書館の職員と話して頂き、検討を進めて頂きたいと思う。 

事務局（設計）：多目的作業室と図書館と入り口については、図書館のイベントを多目的作業室で行う

ことも考えられるため、扉は必要であると判断した。セキュリティについては、図書

館のイベント等で利用する際は、フリースペース側の扉を閉めるという運用を徹底し

ていくことで実現可能である。 

湯田委員：図書館側に親子テラスは不要なので、前回案と同じようにして頂きたい。 

事務局（設計）：親子テラスの位置については再度検討させて頂く。 

薄井委員：図書館の閉架書架が３万冊となっているがこの量が本当に必要なのか。なるべく多く

の本を開架書架として頂きたいがいかがか。 

事務局（図書館）：なるべく多くの本を開架にしたいとという要望があることは理解している。しかし、

本の入れ替えや書籍の保存を考慮すると、全ての本を開架とするというのは難しい。

本を目一杯入れてしまうと取り出しづらくなってしまい、利用率が低くなることも考

えられる。図書館では本が傷むため本の入れ替えが必要になるがすぐに入れ替えを行

うことはできない。入れ替えをしていくために必要なのが閉架書架のスペースとなる。

閉架書架の面積については実施設計の段階で面積の増減がいくらかあると思うが、あ

る程度閉架書架のスペースを確保していくとは必要であるので、その点についてはご

理解頂ければと思う。 

横澤委員：中ホールについてだが、最大 100人程度が利用可能という理解で宜しいか。また、ホ

ールを使わないでイベントのようなことはできるのか教えて頂きたい。ホール・中ホ
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ールには映画の鑑賞をはじめとした視聴覚利用の要望があるが、その点についてどの

ような想定を行っているか伺いたい。 

事務局（設計）：中ホールについて約 100名程度が利用できる広さを確保している。ホール以外の部分

でのイベントについてだが、ホール周囲のフリースペース(廊下空間)壁面を展示コー

ナーとしギャラリーのように使って頂くことを想定している。映画の件については、

ワークショップなどでも要望が多かった場所ではあるが、上映レベルや中ホール・大

ホールの設備の有無・プロジェクターの仕様などによっても費用面で全く異なるもの

となるため、その点についてはご意見を頂きたい。 

横澤委員：可動式の席は将来対応も含め設置を行わないとの事だがステージの高さについては、

できる限り、後方からでもステージが見えるようにして頂きたい。 

事務局（設計）：現在は、80cm という高さで想定を行っている。ステージの見え方についてだが今回

のホールは平土間形式であるため仮にステージを高くしても見えにくい部分が出て

くることになるのでその点はご承知頂きたい。ステージ高さについては見え方と使い

勝手の両面を考慮し、適正な高さを設定したいと思う。 

 矢口委員：検討案２を拝見させて頂き、前回検討委員会で議論されたことが上手く盛りこまれて

おり感心した。ホールの席数も 350 席+20 席が確保されており非常に嬉しく感じて

いる。トイレの位置について委員の方から意見が出ているが、検討案２では図書館入

り口前に子ども用トイレが計画されているため図書館内にトイレが無くても良いの

ではないかと感じた。 

事務局（設計）：検討案２ではメインのトイレとは別に授乳室の付近にトイレを計画している。前回案

では子ども閲覧室内部にトイレを計画していたが、親子交流室・図書館の双方の利用

を想定し、現在の位置とした。トイレの位置については前回案の方が良いという意見

も多いため再度検討させて頂きたい。 

 矢口委員：現在の位置が子ども用専用トイレであれば今回の案の方が良いのではないか。トイレ

の部分に関しては設備費用の問題もあるため集約を考えるべきである。子どもの利用

は、図書館・交流室に限らないため、フリースペース側でも良いかと思う。子ども専

用トイレが現在の位置にあるのは非常に魅力的である。 

高林委員：中ホール側のトイレについてだが入り口が男女共通になっている。公共の施設となる

ため入り口は分離して頂きたい。また、図書館のメイン入り口が建物の奥となってい

るため入り口がわかりやすくなる工夫をして頂きたい。また、親子交流室が曲線形状

となっているがその理由についてご説明頂きたい。 

事務局（設計）：親子交流室の形状についてだが、前回案より柱位置の変更を行っている。柱にあわせ

て、壁を計画すると空間が狭くなってしまうため、面積を確保するため曲線形状で提

案をさせて頂いた。トイレの位置については、再度再検討を行っていく。 

有川副会長：現計画で外部トイレの計画はあるのか。 

事務局（設計）：現在は外部トイレの整備は想定していない。 

有川副会長：ホールの利用時に内部トイレが足りなくなることも考えられるのでその点について

もご検討頂きたい。 

薄井委員：親子交流室のトイレについてだが、やはり親子交流室にトイレは必要なのではないか。

トイレについては総合的に検討して頂きたいと思う。キッチンについては穂高交流セ

ンターのようにカフェができるように整備をして頂きたい。多目的作業室については、

なるべくフリーの空間として開放して頂き飲食可能とするなど運用を考えて頂きた

い。縁側テラスについては、雨の日の利用度も下がるためできればサンルームのよう

に利用できるように検討して頂きたいと思う。 

事務局（設計）：縁側テラスについては面積・予算の問題があるため雨の日で出られない時でも居心地

の良い居場所となるように、デザイン面で配慮していく。トイレについてはもう一度

精査させて頂きたい。 

土本会長：次回検討委員会まではどのように案をまとめていくのか。 
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事務局（設計）：次回の委員会では答申を行う予定であるため今回で検討については終了ということ

になる。設計をどこで終着させるかということについては、検討委員会とワークショ

ップの意見を改めて見直し、事務局側にも相談させて頂き最終的に答申という形にさ

せて頂きたい。事務局から伺っている予算想定と委員の方々の要望には大きな開きが

ある。そういった現状を踏まえ、次の議題であるホールの仕様について皆さまのご意

見を頂きたい。 

 

③ 比較検討について 

(１)ホールの仕様について（16：07） 

資料 4について事務局より詳細の説明を行った。 

 

ホールの仕様について以下の意見が出された。 

山﨑委員：街の中で重複する機能も持った建物は避けるという話があるが、創造館の基本データ

について教えて頂ければと思う。 

事務局（設計）：創造館は可動席を設けた客席数 約 240 席のホールである。電気音響には頼らずに生

音を用いて演奏等を行っている。音響的には良い環境とは言えず、イベント時に音響

が必要な際はその都度、専門家に仮設の音響設備を入れてもらい対応している。残響

時間が短く、良くないため利用団体によっては反射板を自作するなどして対応してい

る。舞台照明についてはスポットライトが用意されているが、ステージの立つ位置に

よって影ができてしまうなど十分とはいえない仕様である。 

薄井委員：資料 4に示されている、残響時間を調整する音場支援システムについては資料 3の工

事費概算書に含まれていないと考えてよいか。 

事務局（設計）：音場支援システムについては工事費概算書に含まれていない。 

薄井委員：音場支援システムを採用した場合の工事費はいくら程度なのか。 

事務局（設計）：約 1400万である。 

薄井委員：良い音響環境を作るには客席部分に大きな気積(容積)が必要とのことであった。仮に

音場支援システムを採用した場合でも効果がでないことが心配である。 

事務局（設計）：音場支援システムは音響用のスピーカーを多く設置し、側面・天井反射板を設けるこ

とで講演やコンサートなど幅広い演目に対応していくシステムである。従って、シス

テムを採用する場合は、反射板の設置が必要となるため、費用が多くかかることなる。

音場支援システムの効果についてだが、近年のホールでは客席容積が確保できないケ

ー図でシステムの採用実績が多くなっている。必要に応じて業者に実績を提示して頂

く。 

横澤委員：個人的な意見となるが、皆で考えた立派な機能を持つ建物を若い方に残していきたい

と願っている。その中で音響は非常に重要な要素となる。創造館では外部団体などに

音響について意見を頂くことも多かった。良い表現の場を整えることは若い人たちを

育てる上で重要な意味を持つ。今の段階では、全ての設備を入れることは困難である

と思うが、将来的には反射板を含めて整備を行えるようにして頂きたい。数年後に音

響環境が整うように計画し 50～100 年間大事にしていける施設になって欲しいと思

う。 

事 務 局 ：面積や仕様が当初の想定より予算規模が膨らんできているのは事実である。今一度考

えて頂きたいのは一番大切にするベースがどこにあるのかという点である。設備関係

においても優先順位を決める必要があるかと思う。設計者としても方向付けをしてい

かないと案をまとめることができないのでベースを決めて頂きたい。当初より、ハイ

レベルなクラシックコンサートや公演を行う想定があったのかということについて

疑問がある。想定としては日常的な町民の発表の場とその技能が向上する場が求めら

れていたと理解している。徹底的に良いものをつくっていくという方針ももちろんあ

るが、その場合ホールをしっかりと活用していけるかが気になる所である。使用頻度
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を考慮して、限られた予算を施設に割り振るべきだと感じている。 

浅原委員：事務局よりご意見を頂いたが、私も同意見である。良いものをつくろうと考えればい

くら予算があっても足りなくなってしまう。私達が地域交流センターをどのような想

いで新築しようとしていたか今一度考える必要がある。ホールは町の方が気軽に使え

発表などが自由に行える場所として期待されてきた。小・中・高の学生達が発表でき

たりするなど、日々の生活の中でできるだけ活用できるという考えで建築されなけれ

ばならないのではないか。どうしても発表の場という側面に重きを置くとホールの仕

様が過剰となってしまう。町民が日常使いやすいという視点に立ち協議を進めるべき

である。 

 

 

(2)空調形式の比較検討について（16：43） 

資料 5－1、資料 5－2、資料 5－3、資料 5－4について事務局より詳細の説明を行った。 

 

空調形式について以下の意見が出された。 

薄井委員：資料に示されている EHP方式とは空気熱源方式は同じと考えて良いか。 

事務局（設計）：同じものと考えて良い。 

薄井委員：池田保育園では地中熱を採用しており比較検討の資料があるが、地中熱よりも空気熱

源の方がライニングコストが倍近くかかるというデータがあると聞いている。提案資

料で地中熱を採用する方式では地中熱の維持費が高い数値となっているがもう少し

抑えられるはずではないか。その点についてご説明頂きたい。 

事務局（設計）：資料 5‐3 にて提示させて頂いた③案はホール以外の部分に全て EHP を採用した場

合の試算となる。④案についてはフリースペースと親子交流室のみを地中熱で行い、

それ以外の諸室を EHPとした案である。維持費の差が出ていない理由としては③・

④案共に EHPを採用する面積が多いため、違いがあまり出ないということが挙げら

れる。提示させて頂いた資料は同条件で運用を行った場合の比較検討となっているた

め、池田保育園のデータを確認させて頂き、精査をしていきたいと思う。 

矢口委員：資料 5‐3 の中で概算維持費が示されているが、どのようなことを維持費として想定

しているのかご説明頂きたい。 

事務局（設計）：今回の検討では電気を用いた空調方式で比較検討を行っている。従って、維持費とし

ては、電気基本料金・電気従量料金を想定している。メンテナンス料金については現

在は試算には見込んでいない。また、資料 5‐4の概算維持費はホールの空調部分を

含まない維持費となる。ご理解の程宜しくお願いしたい。 

矢口委員：機器の耐用年数を考慮し機器更新の費用を考慮すると更にお金が掛かると考えられ

る。その点について現段階で分かる範囲でご説明頂きたい。 

事務局（設計）：お見込み通り設備機器は 10年～20年程度で更新が必要になる。ランニングコストと

しては多少の違いが出てくるかと思うが、この場でお答えできる資料が揃っていない

ため後日資料として提示させて頂きたいと思う。 

薄井委員：資料に示されている EHP方式の電気量について、概算については冬季の気温変動も

想定して作成した資料という理解で良いか。 

事務局（設計）：お見込みの通り年間の電気量を想定している。比較検討資料はある一定の条件で比較

を行っているため、気候や電気の条件によって実際の値とは異なってくるということ

をご了承頂きたい。 

薄井委員：冬季の外気温度を考慮すると EHP 方式とすると費用が非常にかかるのではないか。

その点について想定はあるのか。 

事務局（設計）：池田町の外気温度・最低温度を考慮し、維持費は算定を行っている。 

事 務 局 ：地中熱の採用に関しては、行政側でも比較を行っているが示されている導入費用は桁

が違う数値となっている。①案と③案の維持費は実際データと異なるのではないかと
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感じた。地域交流センターではエネルギー対策や環境対策を行っていく必要がある。

概算の見積もりということで資料を出して頂いたが、事務局としてももっと詰めてい

きたいと考えている。冷房・暖房についてはしっかりと環境を整えていくという方針

であるので、今後検討をさせて頂きたいと思う。 

 

 

④工事費概算について 

 

工事費について以下の意見が出された。 

事務局（設計）：資料 3で、工事費（特殊設備費を除く）で約 9憶 6600万という金額を示させて頂い

た。先ほど事務局からもホールの仕様について話が出たが、施設のグレードを最上に

上げるという話ではないと設計者としては考えている。約 9憶 6600万という金額に

ついてどう考えていくのか方針を決めて頂き、検討委員会の中で予算としてお認め頂

きたいと思う。検討委員会として予算を抑えるという方針であればそれに合わせる形

とするのでご意見を頂きたい。 

土本会長：設計側からの問いかけがあったが委員の意見を頂ければと思う。 

三澤委員：以前から感じていたことだが町の予算がどれくらいあるのか示された中で進んでい

ればこのように時間がかかることもなかったのではないか。最高の建物をつくるとな

ると際限なく費用がかかってしまう。最低限建物が機能するという範囲で空調や舞台

設備の検討を行って頂きたい。我々素人が何をいっても細部については妥当性を判断

できないため、その点については基本となる部分を検討して頂き、最低限かかる費用

をお示し頂きたい。最低限、建物として成り立つレベルが現状では妥当だと感じる。 

桂川委員：皆さんの意見をお伺いすると、音響に対する色々な意見が出ている。創造館が中途半

端な施設となってしまっているのは予算が無かったからというお話を以前伺ったが、

この計画で創造館程度の音響となってしまうのであればそもそもホールをつくる意

味がないのではないか。優先順位を考える中で皆さまの意見を聞いているとある程度

の音響設備は必要になってくるのではないかと感じた。設備については後付としても

良いのではないかという意見も合ったが長期的に計画を考えると予算が増えてしま

う。音響設備は少なくとも創造館より良いものものを整備し、空調・照明については

最大限費用のかからない形としていくのが着地点ではないか。 

 

 

4) その他（17：10） 

土本会長：その他、全般的にでもご意見があればお願いしたい。 

薄井委員：資料 3 の中に太陽光発電が 10kW という想定で記載されている。停電時の対応を考

えると少ないのではないか。また、10kWの金額が 1400万という想定は高すぎるの

ではないか。 

事務局（設計）：電気設備容量については、設備スペースで設置場所を確保できる範囲が確定できてお

らず、設置が可能だと思われる範囲で試算を行っている。金額についてはもう少し詰

めることが可能か検討を行いたい。 

薄井委員：現役場にも防災の観点から 20 kW の太陽光発電パネルが計画されているのでそちら

も参考にして頂きたい。停電時のことを考えるなら中途半端は避けて頂きたい。 

土本会長：次回は案を固めた形で答申という流れになるが、今後の予定について説明して頂きた

い。 

事務局（設計）：次回検討委員会では、委員長から答申して頂く形となる。29 日の内容については事

務局と打ち合わせをさせて頂き、現実的に建設が可能な点を探し出し最終案としてま

とめ、委員会で確認を取り、答申という形にさせて頂きたい。本日のご意見を持ち帰

り事務局に確認しながら進めさせて頂く。 
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薄井委員：検討についてはこれで最後になるが、もう一度検討会議を行うことはできないのか。

本日の状態をみると色々な意見が出ているためもう一度検討の場が必要だと感じた

がいかがか。 

事 務 局 ：検討委員会をもう一度行いたいということだが、今後の工程の問題もあるため可能で

あれば最後の検討については今回で終了とさせて頂きたい。今回の意見を盛り込んだ

修正案をお配りし答申という形とさせて頂きたい。ただし、検討委員会全体で検討が

不十分という認識があるのであれば配慮をしていきたいと思うのでご意見を頂きた

い。 

土本会長：設計側としてはどういった状況か。 

事務局（設計）：設計側としては 3 月末までに実施設計に問題なく移れるように基本設計を取りまと

めていく必要があり、3月迄に案をまとめるだけで手一杯な状態である。私達の都合

で申し訳ないが設計側としてはそういった状況にある。 

土本会長：現状を踏まえ、検討のための委員会は今回が最終ということで良いか。 

一 同 ：宜しい。 

中山委員：次回委員会で案の内容について委員会の中で変更・修正の要望等があった場合どう対

応していくつもりなのか確認したい。 

事 務 局 ：ワークショップや検討委員会を経て案には多くの意見が詰まっている。次回について

は、予定通り答申をして頂き、補足意見・付帯意見という形で文書としてまとめさせ

て頂き、答申案の中に盛り込みたいと思うがいかがか。 

一 同 ：宜しい。 

 

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） 15：00～ 

 

 

5) 閉会（17：30） 

 

17：30 終了 

 

 

以上 
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