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はじめに 

１．計画の背景及び目的            

本町では、つながり総合センターの老朽化・耐震性不足による閉鎖により、学童保育の拠点を三宅小学校に仮移

転し継続実施している中、公共施設等について、長期的な視点をもち、財政負担の軽減・平準化するとともに、最

適な配置を実現することを目的とした、「三宅町公共施設等総合管理計画」を平成28年度に策定した。 

 

一方、本町では、教育・福祉・保健が連携した総合的な子ども支援施策を展開し、子どもの健全育成ができる地

域、子育てを支えることができる地域づくりを進めるためには、子どもから大人まで共に学べる生涯学習の場、地域で

子どもを育てる子育て支援の場、町民が笑顔で交流できるふれあいの場、これらが一つになった拠点づくりが必要と考

えるに至った。 

 

これらのことから、特定の目的・機能を持った一般的な公共施設を個々に整備するのではなく、様々な機能を効率

的、効果的に連携させ、「地域課題の解決につながる場所」、「生涯愛される場所」、「住民が活躍できる場所」とし

ての役割を担う町の代表的な施設として複合施設を整備することとし、「三宅町複合施設整備基本構想」を平成

29年度に策定した。 

 

本計画は、「三宅町複合施設整備基本構想」において記されている導入機能等の詳細を取りまとめるため、町民

の意向や庁内での検討を踏まえ、計画地の選定及び導入機能の選定と適正な規模設定等を行う。 

 

なお、町民意向の把握においては、新しい施設に対する意見や要望についてを話し合うため「町民プロジェクト会議」

を開催する。また、それらの意見をまとめ、町民の方々に愛着を持ってもらえるような施設となるように計画を取りまとめ

る。 
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Ⅰ章 各種会議の実施 

本計画策定においては、町民で構成する町民プロジェクト会議、庁内の課長級職員で構成するワーキンググループ

部会（ワーキング部会）、副町長や教育長・部長級職員で構成する三宅町複合施設整備基本計画策定委員会

（策定委員会）の３つの会議で協議を行い（次頁フロー図参照）、三宅町複合施設整備基本計画を策定した。 

 

 

図 三宅町複合施設整備基本計画策定体制図 
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図 各種会議開催フロー 
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１．町民プロジェクト会議             

（１）実施概要 

三宅町で熱心に活動をされている方や三宅町に想いを持たれている方を対象に、町民が使いやすく、まちの拠点とな

るような複合施設の実現を目指し議論するプロジェクトチームを立ち上げ、意見を把握した。 

なお、参加者は一般公募により募集し、町民 13 名に参加いただいた。 

 開催日 参加者 内容 

第１回 ７月 12 日（木） 

19：30~21：30 

12 名 ●キックオフ（顔合わせ） 

●これまでの町民意見と複合施設整備基本構想を共有 

●プロジェクトチームの活動について協議 

第２回 ８月 20 日（月） 

19：00~21：00 

13 名 ●町民参加の施設運営を学ぶ（他都市の事例紹介） 

●運営方針を考える＜機能別の班ごとに＞ 

（活動内容、利用者属性、利用時間、年間スケジュール、利用人

数、運営に必要な人材と設備、機能間連携の可能性など） 

第３回 ９月 27 日（木） 

19：00~21：00 

８名 ●地域の魅力となる施設について学ぶ（他都市の事例紹介） 

●地域の魅力となる施設のあり方について考える＜班ごとに＞ 

ワーク①：「地域の魅力を創出するデザイン」 

ワーク②：「もっと三宅町を好きになる」 

第４回 10 月 25 日（木） 

19：00~21：00 

11 名 ●運営目線から施設の機能配置を考える＜班ごとに＞ 

●複合施設オープンにむけて、ひろがりのつくり方を考える＜班ごとに＞ 

第５回 11 月 15 日（木） 

19：00~21：00 

10 名 ●運営方針（素案）について意見交換 

●複合施設のあり方をみんなに伝えるためのキャッチコピーを考える 

●平成 31 年度の活動について考える 

●タウンミーティングについて（意見交換） 

※会議結果については資料編 30 頁参照 
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（２）町民プロジェクト会議の運営方針（案） 

町民プロジェクト会議において、複合施設を運営していくにあたってのポイントや運営体制をまとめた運営方針（案）

を作成した。 

 

 

  

三宅町 複合施設 運営方針（案）

さがす、みつける、

あ る か も
町民プロジェクトチーム会議

平成３０年１１月

遊びがあるかも？

学びがあるかも！

      が
あるかも！

       
     るかも 

  もも  も
   るかも！

 の みが
あるかも…
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運営のチェックポイント：町民が集い、参加の輪が広がっているかどうか
町の内外から事業者が集い、賑わいが生まれているかどうか
施設が広く知られ、町の外からも人が集まっているかどうか

あ

１．運営の目的

目的１

町民が集い
参加の輪を広げる

目的 

町の    
   が集い
  いが   る

目的 

  が広    
町の    
 が集 る

私たちは、次世代も三宅町が元気でいきいきとしたまちであるために、
次の３つを目的として複合施設を運営することが大切だと考えています。

       
い い      町

●平日・休日ともに開 て る
●朝か 夜まで開 て る
（朝は8：00頃～モーニングができて、
夜は21：00頃まで仕事もできる）

 世代がつ が    の  が   れる 町民 と  と の   

２．ソフト・運営上大切にしたい６つのポイント

 いつも いている

●毎週末  定期的に活動 展開する
（マルシェ、フリーマーケット、野菜市  ）
●小さくても長く続   る活動 継続的に
展開する

②定期的・継続的に
活動が行われている

● ろん 世代がそ ぞ の感性で   る
ものがある（お年寄りに 気の講座、こ も

に 気の体験  ）
●時間帯・曜日によって使 方が変 る
（朝や平日はお年寄りが健康づくりに使う、
夜は仕事帰りの が休憩する、
休日はこ もや親が集まる  ）

 い   世代の
 し がある

●   や  体  にま の      する
（  の  ント、お   、    、  
の   で   て る  グ      ）
●  が くように  する
（   ンの    シ    に  る、
       リント て   にする  ）

●  は ットと  で   、   世代に
とって使 やすくする

④まちの情報が集まっている

●地域の  が得意分野 活か  
教室 開く（ 作教室や料理教室）

●ボ ンティアの活動の場  げる
● ごとの活動 町全体に げる
●既存団体の  共有や交流の場にする

⑤まちの人・団体が
ネットワークしている

  どもがもっと
三宅町を きに る

●オー ンするまでも、オー 
ン  後も、  も  が関 
る仕掛   くる

                                   

複合施設の将来像

複合施設の将来像を  するために、ソフト 運営上で大切 ことは、次の つのポイントです。
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  ー ンするまで

・こ も  か   や 場（ 場）  のア  ア   する 

・   ェ ト ー か 小・ ・   に  て、こ か の 

 町や     の     で  る 

・      学 と   てオリ  ルの    作する 

●オー ン  後

・   と小学  まきこんで、  や   に るよう  り 

み する （   作、 き      ）

・小学 ～  までのこ も  が 体と って     て  

できるグルー   くる 

２．ソフト・運営上大切にしたい６つのポイント 〜 どもがもっと三宅町を きに る工夫〜

複合施設が三宅町民 と  と の   に るには、 に、 どもたちが ー ン から複合
施設に わることで  をもち、もっと三宅町を きに ってもらうことが大切です。

 世代がつ が   の  が   れる町民 と  と の   

                    計       6      

複合施設の将来像

● 々と  空間 自由に仕切って
使うことができる
●環境の変 に  できる
（暑さ、寒さ、雨天  ）

３．ハード・空間を設計する上で大切にしたい６つのポイント

 使い方によって
自由にスペースを変形できる

●  の外か 、気軽に入りやす 
●  の に、仕切りが  

②  的で行き来し すい

 い   活動の拡が を
支える設備がある

●  町の 々  と り  る
（   、     、  ）
● ー ィ ー ーが る
（  町 、町外との交流）

●  て世代が集まりやす 場である

④まちの人と 会う がある

●  感じのソファがある
● ょっとお茶ができる
●気軽に休憩できる

⑤ 心 がいい
   の  を
  するデザイン

●   ンに革  り入 る
●古墳  る展望スペース  くる
● 場  心と   体的 景   くる
●空か   形も意識する

●もっと町 が交流できる
●もっと に親  る
●もっと仕事が やすく る
●もっと  ・  に  て  る
●もっと町 の活動がさかんに る
●もっと 外で活動 やすく る
●もっとこ もが 気に遊 る
●もっと健康に  る

複合施設の将来像を  するために、ハード 設計上で大切 ことは、次の6つのポイントです。
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３．ハード・空間を設計する上で大切にしたい６つのポイント 〜 心 よくする工夫〜

 心 よい施設にするためには、デザイン性が高く、おしゃれ 空間づく が大切だと考えます。

２

１矢吹町第一自治会感（ 典：株式
会社ヌー ：http://neuob.com）

２矢吹町中町第一災害公営住宅
（ 典：スタジ ・クハラ・ヤギ：
http://www.s-k-y.jp/index.htm）

３Airbnb（ 典 フィスデザイン紹介
メディアWALL：

https://wall.ac/interview/153）
４直島町民会館
5GoodJobセンター香芝

１

３

３

４

４
５

５

３．ハード・空間を設計する上で大切にしたい６つのポイント 〜い   活動の拡が を支える設備〜

 もっと町民が交流できる

・   で料理ができるよう 調理スペース、調理器具

・ き勝手に書けるホワイトボード 壁

・得意 人に教われる木工教室用の工作道具、材料

・情報が共有できる掲示板

・三宅町のグローブの余 生  どで作ったおもちゃ

・   が使えるテーブル、いす

 もっと本に親しめる

・こどもから大人まで しめる本

・本棚

・気軽に買える自動販売機

・ちょっとお茶ができるコーナー

 もっと仕事がし すく る

・デスクとチェア

・ええ感じのソファ

・Wifi

・パソコン

・コピー機

・ ロジェクター

 もっと産業・農業について知れる

・三宅町の 産品が分かる展示スペース

 もっと町民の活動が か に る

・ イクとスピー ー どの  設備

・フ ー ー ットにも使えるテント   

・２４ 間 でも使えるトイ 

・大 テ  

・ メラ

 もっと 外で活動し すく る

・  道

・  気（  ）

・     （ スト、 外用クーラー）

・ ちょっと れる ンチ スペース

・   の方の    

・    

 もっとこどもが元気に  る

・  れる ンチ スペース

・ブランコ どの 具

・     、   どの設え

・ 芝生

・  ワー

 もっと  に れる

・    具

・   がい くても体を動か る教材 デ 

町民のい   活動の拡が を支えるために、細 か 設備が充 していることが大切です。
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４．運営方針  のために機能配置で配慮す きポイント

 １ ：人が集まる づく 
・外からも施設内の  が える。
・軽 を しめる フェ どがある。
・ 書スペースは目的に合わ てつくる（  的 スペー
スと かに めるスペース、本の テ  ー と ど）
・調理室で作ったものが販売できるように、   営業 
    業の  がとれるよう つく にする。

 広 ：施設と一体的で、

安全に  る づく 
・施設と広 はつ げて、デザイン的にも一体感を
 す

・広 は どもたちが  るよう スペースにする
（施設のテラス どから どもを 守れる、 ど
もたちは安全に  る ど）
・人の導線と の導線は分ける
・広 と駐  は別で設け、駐  はできるだけ
 スペースにする（立体駐   三宅町商工会
の駐  の利用 ど）

３ 

２ 

１ 
広 

  上： 上を活用した いの づく 
・ でも  るように  を設置する。
・ 上  にする。

 上
 ２・３ ：仕事   の づく 
・  室  か  書スペース ど仕事   に ち
 める 。

・  のスペースを 分  する。

私たちが考える運営方針を  するために、複合施設は  とに使い方の目的 テー を決めて
機能を配置すること、広 と建物はつ がっていてデザイン的にも一体感があることが重要と考え
ます。

  の維持管理

行政

５．運営体 イメージ

    

 
 

 
 

官民連携

ア  ア 
 す、使う

 民 専門
家

連携、交流
する

既存
団体

連携、交流
する

  

事業
者

  
 

次世代へつ げる

こども会議

幼
児

小
学
生

中
学
生

高
校
生

         
     

         
        

 石見
 小柳
 上但馬
 但馬

              
           
         
     

              
   

        

専門的   グ   
 ー ィ ート

外部 企画コー
ディネーター

  とつ がる

地元 企画コー
ディネーター

 町民と         
 既存   横      

   

 有名講師  幅広いネットワ  
 カフェ運営   ノウハウ
 集客力  プロモ ショ 力

B.プログラム  

 元と外 からのコーディネーター、 ども会 から る  コーディネート 門が複合施設の  運営を い、
 ログラ  施を う町民   団体、事業者 どを き   がら、運営の輪を町内外に広げていき、まち全
体で複合施設を運営します。

    みんな    外    

お父
さん

お母
さん

子ども
  

学生

お年寄
り

  
 民

近隣地
区 住
民

近隣地区
 
事業者

観光
客

A.企画コーディネー 

C.参加・利用

 世話好き
 顔 ひろい
 料理 でき 

  場産業 従事してい 
        って  い

 教え   好き
 様々 知識   

 伴堂
 東屏
風
 屏風
 三河
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STEP1
(平成31年度頃）

     
 平成  年度頃）

STEP3
(平成33年度頃〜)

   コーディネーターを決め、 ログラ
  施のコアメン ーを き  、運
営 体の  をつくる。

 複合施設の ー ンと同 に 
 コーディネーター中心にまち全
体で運営のスタートをする。

７．今後の進め方イメージ

   イ ント ど 践を行い がら、
運営  をブラッ ュアッ して詳
細 運営計 ・ルールをつくるとと
もに、一般住民の き   理解
を広げる。

複合施設OPEN複合施設の設計・整備

    ハ         

・公募条件
を整理
↓
・募集
・選定

・              
            

・ ども会   （専門  ポート）
・ ログラ  施のコアメン ーを
  ・ き  。

巻き込み

・子ども会議（  コ ディネ タ によ
る自主   
・プログラム実 メンバ  本格的な巻き
込みと、一般町民へ 理解(騒音、交通
量、    へ アクセ  )
・  コ ディネ タ とプログラム実 
メンバ によるプレイベント を実 し、
一般市民へ広く知らせる。

ソフト 企画 運営 

連携

巻き込み

平成  年度の複合施設 ー ンに けて、平成  年度に  コーディネーターを公 ・決定し、町
民 どを き   がら運営体 づく を進めていくことが大切です。

・プログラム  メンバ  本格的
な巻き込み
・若い世代でも関わり すい工夫
（WEB上で意見  

・プログラム アイデアを募集・選定・実 
（子ども     を   

B
.

プ
ロ
グ

ラ
ム
 
施

A
.

 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

C
.

参
加
・

利
用

・    に基づき、    
者が町民と一緒にプログラム 
  、調整、  を実 する。

  ・コアメンバ 
 巻き込み

周知・理解

・コアメンバ    ・巻き込み

 ．三宅町複合施設町民 ロジェクトチー の活動の流れ

          
・キッ オフ（顔   ）
・こ までの町 意 と    基 構  共有する
・   ェ ト ー の活動に  て  る

8 20日      

●町 参加の  運営 学ぶ（他都市の事例紹介）
●運営方針   る＜機能別の班ごとに＞
（活動 容、利用 属性、利用時間、年間スケ ュール、利用 数、
運営に必要  材と 備、機能間連携の可能性  ）

    日      

●地域の  と る  に  て学ぶ（他都市の事例紹介）
●地域の  と る  のあり方に  て  る＜班ごとに＞
 ー  もっと  町  きに る と

 地域の     する   ン に  て

     日

11 15日

11 25日   ン ーティング ・ く町 のみ さんと 緒に  る

     
●運営  か   の機能     る＜班ごとに＞
●    オー ンに  て、 ろがりの くり方   る
＜班ごとに＞

     

●運営方針（  ）に  て意 交 
●    のあり方 みん に  る  のキ ッ   ー   る
●   年 の活動に  て  る
●  ン ーティングに  て（意 交 、  分 ）

10

平成30年7 から11 にかけて、「 世代がつ が   の  が   れる 町民 と  と の   」と る
複合施設  に けて、三宅町複合施設町民 ロジェクトチー 会 を5回 催しました。
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２．ワーキング部会              

三宅町複合施設整備基本計画策定委員会の下部組織として専門的な視点から議論するワーキング部会(課長級

職員で構成)を開催し、導入機能や規模、配置イメージ等を検討した。 

 

 開催日 内容 

第１回 ９月５日（水） 

10：00~12：00 

●プロジェクト会議の意見報告 

●複合施設事例紹介 

●各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

テーマ① 敷地・駐車場・広場 

テーマ② 学童保育・子育て支援施設 

テーマ③ 生涯学習施設、オープンスペース 

第２回 10 月 11 日（木） 

10：00~12：00 

●計画地の報告 

●各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

テーマ① 諸室面積の検討 

テーマ② ゾーニングの検討 

第３回 10 月 30 日（火） 

15：00~17：00 

●各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

テーマ① 諸室面積の再検討 

テーマ② フロアイメージの精査 

第４回 12 月７日（金） 

13：30~15：30 

●プロポーザル提示条件の検討（ワークショップ） 

① 屋外施設機能 

② 子育て支援機能 

③ 共有スペース機能 

④ 生涯学習機能 

⑤ 執務機能 

⑥ 共用部 

⑦ 全体 

※会議結果については資料編 50 頁参照 
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３．三宅町複合施設整備基本計画策定委員会          

三宅町複合施設整備基本計画策定委員会（副町長・教育長・部長級職員で構成）を開催し、計画の内容につ

いて協議を行った。 

 

 開催日 内容 

第１回 ９月 20 日（木） 

13：30~15：30 

●策定の流れについて説明 

●プロジェクト会議の報告 

●第１回ワーキング部会の報告 

●計画地の協議 

第２回 10 月 17 日（水） 

15：00~17：00 

●プロジェクト会議の報告 

●第２回ワーキング部会の報告 

●事業スケジュールの説明 

●諸室面積の協議 

先進地

視察 

11 月６日（火） 

13：00~14：00 

●大阪府守口市 

「守口市東部エリアコミュニティセンター」 

第３回 11 月６日（火） 

15：00~17：00 

●プロジェクト会議の報告 

●第３回ワーキング部会の報告 

●諸室面積の協議 

第４回 12 月 20 日（木） 

９：00~11：00 

●プロポーザル募集資料について協議 

①募集日程について 

②評価の方向性について 

③配点方法について意見交換 

第５回 平成 31 年 

３月 27 日（水） 

10：00~12：00 

●三宅町複合施設整備基本計画（案）の確認 

●プロポーザルの結果報告 

※会議結果については資料編 61 頁参照 
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４．タウンミーティング             

（１）実施概要 

基本計画の方向性が固まった段階でタウンミーティングを開催し、町民へ報告を行った。 

 

開催日 平成 30 年 11 月 25 日（日）10：00～12：00 

開催場所 三宅町中央公民館１階集会室 

参加者 21 名 

プログラム 

内容 

１．開会 

２．町長からのプレゼンテーション 

テーマ：三宅町複合施設の整備について 

３．プロジェクトチーム会議からの報告 

４．町長との意見交換会  

５．役場からのお知らせ 

６．町長よりお礼の言葉 

※参加者意見については資料編 75 頁参照 
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多世代が繋がり地域の魅力が創出される
町民ひとりひとりの“居場所”

   

 ン プト

・各種機能を持たせ、利用者が出入りし、賑わいや魅力が創出される中枢（ハブ）
拠点として整備する

・町内での“しごと”の拠点として、地域産品の販売やコワーキングスペースを整備する

・共用スペースを中心として各機能を配置することで、子どもから大人までの町民が顔
を合わせられる施設とする。

・住民に趣味等の気軽な楽しみ方や日常生活を充実させることができる”自分の居
場所”と思われる三宅町の中心的施設とする。

          

ス
テ
ー
ジ

文化ホール

複合施設

車両動線
（ 庁者用）

１．      

庁舎

駐車場

広場

 定プラン案
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155㎡

執務室
（教育長室）

（教育総務課）

（社会教育課）
（書庫、ロッカー、倉庫）

150㎡

図書ルーム
（図書室）

（自主学習コーナー）
60㎡

 階〔600㎡〕

１階〔600㎡〕  階〔600㎡〕

フリースペース

330㎡

スタジオルーム
30㎡

埋蔵文化財
作業ルーム

30㎡

170㎡

多目的ルーム
（集会室200名定員）

240㎡

多機能活動ルーム
（学童保育100名定員・

ダンス・ヨガ等）
185㎡

広
場

210㎡
テラス

事務室
（学童保育事務室）

（静養室）

20㎡

子育て支援ルーム
（スマイル）
（事務室）

80㎡

会議室
（大会議室35名定員）60㎡
（小会議室17名定員）30㎡
（小会議室17名定員）30㎡

相談室
（不登校相談室等）

20㎡

 定プラン案

〈 ーナー例〉
窓口コンシェルジュ・情報発信

フリーキッチン・図書
自主学習・コワーキング

期間限定ショップ

… 共有スペース機能

… 生涯学習機能

… 子育て支援機能

… 共有スペース及び子育て支援機能

※各階円の余白部分は
共用部とする。

（㎡…下線数値）

（１）過疎地域の指定について
〈経緯〉

平成２９年４月 … 過疎地域として指定される。
平成２９年９月 … 三宅町過疎地域自立促進計画策定

〈対策〉
① 国の補助金のかさ上げがある。
② 過疎対策事業債の発行が可能となる。

（２）過疎対策事業債の活用
〈充当率〉

１００％（うち、交付税による財政措置が７０％）
〈要件〉

① 過疎地域自立促進計画に基づく事業
② 平成３２年度末までに事業完了
③ ソフト事業のみ３５００万円まで
④ 公用施設は対象外

資金計画について
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過疎対策事業債対象部分

交付税による財政支援
【過疎対策事業債対象部分の７０％】

事業費全体

交付税による
財政支援
【各々】

※実質の町の負担部分

その他の
地方債
の対象
部分国や県の補助金

対象部分

資金計画について

（３）補助金と地方債の活用
施設の建設については、

・ 第１に、国や県等の補助金等をまず充てる。
・ 第２に、上記の差額に過疎対策事業債を充てる。
・ 第３に、上記の差額にその他財政的に優位な地方債を充てる。

〈イメージ図〉

（４）イニシャル スト（初期経費）

〈概算事業費〉

項 目 事 業 費

     築費  ５億４千 ６０万円

 央   解体 事費   千４５０万円

外構造成費   千４４０万円

調査 計費   億 ５０万円

  什器備品費  ５千４００万円

計 約７億２千８００万円

（注意）
※あくまでも施設の延床面積規模を１８００㎡と仮定し、現時点のそれぞれの項
目の基準単価等を利用し算出したものであり、正確な事業費とは異なります。

資金計画について
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（５）ランニング スト（維持管理経費）

〈既存施設の延床面積〉
・ 複合施設に機能を持たせる予定部分 … １７９３．２９㎡

〈既存施設の建物維持管理経費〉
・ 複合施設に機能を持たせる予定部分 … 年間約５４０万円
※平成２５～２９年度の決算を参考に算出しています。

〈複合施設の建物維持管理経費〉
①役場庁舎の規模を基準として按分等により算出した場合

… 年間約１千３００万円
②あざさ苑の規模を基準として按分等により算出した場合

… 年間約１千８００万円

※①、②は、平成２９年度の決算を参考に算出しています。
※参考延床面積…役場庁舎：2287.24㎡・あざさ苑：3638.14㎡

資金計画について

（６）後世の負担（５７年間）について

〇中央公民館及び旧総合 ンター（上但馬東地区集会所を含む。）や人権 ン
ターを、それぞれの耐久年度ごとに建替えを行い、施設運営を行った場合

…５７年間で約１５億９千７００万円
（建替総費用：約11億2千100万円・維持管理総経費：約4億7千600万円）

〇複合施設を建設し、施設運営を行った場合

①建物維持管理経費を役場庁舎の規模を基準として按分等により算出
…５７年間で約１２億４千８００万円

（建設総費用：約5億5千800万円・維持管理総経費：約6億9千万円）

②建物維持管理経費をあざさ苑の規模を基準として按分等により算出
…５７年間で約１５億７千２００万円

（建設総費用：約5億5千800万円・維持管理総経費：約10億1千400万円）

※上記費用試算には人件費は含みません。
※建替総費用及び建設総費用は、建築費と解体費のみ合算となります。

資金計画について
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（２）町民周知 

「三宅町複合施設だより」を発行し、複合施設の内容についてタウンミーティングへ参加できなかった町民への周知等

を行った。 
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Ⅱ章 施設の基本的な考え方 

１．基本 ン プト             

「三宅町複合施設整備基本構想」において、下記の通り将来像及びコンセプトを設定しており、本計画においても、

これら将来像等に則り計画を策定する。 

 

●    

 
 

● ン プト（骨格となる考え方） 

・各種拠点機能（子育て支援、生涯学習、産業振興、町民交流、情報発信）を持たせ、常時利用者が出入

りし、賑わいや魅力が創出される中枢（ハブ）拠点として整備する。 

・町内での“しごと”の拠点として、地域産品の販売やコワーキングスペースの整備、隣接する商工会と連携した支

援を行う。 

・機能連携による公共サービスの質を高めるとともに、効果的な施設運営（公設民営、町民主体の施設運営等）

に取り組む。 

・共用スペースを中心として各機能を配置することで、子どもから大人までの町民が顔を合わせられる施設とする。 

・住民に趣味等の気軽な楽しみ方や日常生活を充実させることができる”自分の居場所”と思われる三宅町の中

心的施設とする。 

 

 

多世代が繋がり地域の魅力が創出される町民ひとりひとりの“居場所” 
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２．基本方針             

複合施設を整備するにあたっては、日常生活で「普段使い」できる“自分の居場所”として、住民に趣味等の気軽な

楽しみ方や日常生活を充実させることができる場所を実現するため、次の基本方針に基づき、設計を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①使い方によって自由に変形できる空間 

利用目的によって広々とした空間を自由に仕切って使うことができ、また、時間帯によって別用途でも

利用できるよう、自由度の高い空間を提供する。 

 

②町民が笑顔で交流できるふれあいの場 

施設の外から気軽に入りやすく、館内での活動の様子が来館者にも見え、常に賑わいが生まれるよう

な空間を提供する。居心地が良く気軽に立ち寄れ、自然と町民同士の交流が生まれる施設とする。 

 

③子どもから大人まで共に学べる生涯学習の場 

全ての町民の“居場所”として、リラックスできる読書環境や静粛な読書・自習学習スペース、設備の

整った空間等、多世代が共に学べる生涯学習の場を提供する。 

 

④地域で子どもを育てる子育て支援の場 

子育て支援ルームや学童保育、図書ルームなど、地域の子育て教育の拠点とするとともに、子どもと高

齢者の交流機会を創出し、地域で子どもを育てる子育て支援の場とする。 

 

⑤地域の魅力を創出するデザイン 

既存の三宅町庁舎、三宅町文化ホールとの一体的な空間デザインとするとともに、三宅町の魅力をア

ピールできる施設とする。 
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Ⅲ章 施設整備基本計画 

１．計画地の概要             

複合施設の計画地については、前述の計画の目的を実現させるとともに、三宅町役場と文化ホールとの一体的な空

間形成を見据え、役場前駐車場に建設を計画する。なお、中央公民館跡地には広場及び駐車場を整備する。 

（検討経緯） 

「三宅町複合施設整備基本構想」において建設候補地として整理した①中央公民館敷地、②役場前駐車場、

③商工会裏役場駐車場の３敷地から、ワーキング部会及び三宅町複合施設整備基本計画策定委員会において

検討し、空間プラン、視認性、安全面等を踏まえ、「②役場前駐車場」に複合施設を「①中央公民館敷地」に広場

及び駐車場を整備することに決定した。 

○協議内容 

 

○第１回ワーキング部会 

開催日時 ９月５日（水）10：00~12：00 

敷地候補 
(パターン１) 中央公民館敷地   (パターン２) 役場前駐車場 

(パターン３) 商工会裏駐車場 

意見 

・建築確認や法手続上は実現可能なのか。 

・１つの敷地だけでは難しいのではないか。敷地案を組み合わせたほうがよい。 

・建物 2000 ㎡+施設駐車場（30 台では少ない）+地上の広場を 1 つの敷地に整備すること

は難しい。 

 

○第１回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

開催日時 ９月 20 日（木）13：30~15：30 

敷地候補 
(パターン１) 中央公民館敷地   (パターン２) 役場前駐車場 

(パターン３) 商工会裏駐車場 

意見 

・パターン１ではポケットパークが離れてしまう。パターン２のほうが一体的に広場として使うことがで

きる。 

・パターン１でポケットパークを敷地に含めると、開発許可や境界明示が必要になる。 

・建物の形状を工夫して庁舎正面の視認性確保、圧迫感の解消を条件に提案を求めればパタ

ーン２でよい。 

・パターン２だと工事期間中は役場の駐車場は利用できないのでその対応が必要。 

・パターン２しかない。大きな施設が建つイメージをしながら、どのような施設にするか中身だけでは

なく、出来上がった際のイメージも含め計画する。 
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○敷地候補地の現況 

 

位置図 

 

敷地候補 ①中央公民館敷地 ②役場前駐車場 ③商工会裏駐車場 

用途地域 
第一種住居地域 

（20ｍ高度地区） 

第一種住居地域 

（20ｍ高度地区） 

第一種住居地域 

（15ｍ高度地区） 

容積率／ 

建ぺい率 
200％／60％ 200％／60％ 200％／60％ 

 

 

 

①中央公民館敷地 

②役場前駐車場 

③商工会裏役場駐車場 



 

23 

 

図 計画位置図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地 

所在地 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地 

用地面積 6120.09 ㎡（三宅町役場敷地内） 

用途地域 

① 用途地域 ：第一種住居地域 

② 建ぺい率 ：60％ 

③ 容積率 ：200％ 

④ 防火指定 ：なし 

⑤ 高度利用地区 ：なし 

⑥ 日影規制 ：４時間-2.5 時間 

⑦ その他の指定  ：20ｍ高度地区 

 

 

庁舎敷地境界 

【広場及び駐車場整備計画地】 
中央公民館敷地 
約 1,840 ㎡ 

【複合施設整備計画地】 
庁舎敷地南側（駐車場） 

約 1,160 ㎡ 
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２．導入機能             

Ⅱ章で示した基本方針を具現化するため、複合施設に導入する機能としては、次のような機能が考えられる。 

（１）共有スペース機能 

①フリースペース        【面積目安：330㎡】 

住民が自由に集えることができる、多目的利用が可能な交流フリースペースを整備する。 

●窓口 ンシェルジュ 

・共有スペース内に、施設の案内や予約ができる窓口を配置する。 

●情報発信 ーナー 

・共有スペース内に、行政情報・産業情報・地域活動情報、イベント情報等の各種情

報を発信するコーナーを配置する。 

●フリーキッチン ーナー 

・共有スペース内に、自由に利用できる営業許可が取れる程度のキッチンを設置し、時

間帯や期間で住民や民間事業者でも使用できるコーナーを確保する。 

・広場でのイベント時の利用も想定し、屋外へのアクセスに配慮する。 

●図書 ーナー 

・共有スペース内に、図書や新聞・雑誌に気軽に触れられる図書コーナーを確保する。 

●自主学習 ーナー 

・共有スペース内のオープンな空間で自主学習ができるよう机・椅子を配置する。 

● ワーキング ーナー 

・共有スペース内に、コンセントや個室空間等、必要な設備を備えたコワーキングコーナ

ーを確保し、町内外の方の働く場（打合せの場）として提供する。 

●期間限定ショップ ーナー 

・共有スペース内に、期間限定で三宅町の農産物や加工品、工芸品等の販売を行え

るコーナーを確保する。 

②多目的ルーム        【面積目安：240㎡】 

・会議やイベント等で最大 200 名が利用できる空間を確保し、利用目的や人数に応じ

て間仕切りを変更できる仕様とする。 

・舞台、放送設備（映画上映対応）、鏡、防音機能を確保するとともに、机や椅子の

収納スペースを確保する。 

 

③スタジオルーム       【面積目安：30㎡】 

・楽器の練習等のために、防音設備の整った空間を確保する。
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（２）生涯学習機能 

①会議室      【面積目安：120㎡】 

・利用目的や人数に応じて間仕切りを変更できる仕様とし、簡易流し台スペースを設置

する。 

・大会議室１部屋、小会議室２部屋を確保する。 

②埋蔵文化財作業ルーム    【面積目安：30㎡】 

・発掘された文化財の洗浄や調査、修復を行える空間を確保するとともに、洗浄や日

干しができる専用の屋外スペースも確保する。 

・文化財を展示するスペースを確保する。 

③図書ルーム        【面積目安：60㎡】 

●図書室 

・共有スペース内の図書コーナーとは別に、静粛な環境での閲覧スペース、

蔵書スペース、配架スペース、サービスカウンター、書庫を備えた図書ルー

ムを確保する。 

●自主学習 ーナー 

・共用スペースとは別に、静粛な空間で自主学習ができるよう、図書ルーム

内に自主学習スペースを確保する。 

（３）子育て支援機能 

①子育て支援ルーム       【面積目安：80㎡】 

・未就園児と親が安心して遊べ、職員と落ち着いて相談できるよう、多機

能活動ルームとは別のフロアに確保する。 

・授乳スペースやおむつ換えスペース、幼児向け手洗い場、事務室、相談

室を確保する。 

・親子イベント等に対応できるよう、遊具や玩具を配置するとともに、フロアク

ッションを敷設し、防音対策を施し、備品等を格納する倉庫を確保する。 

 

②多機能活動ルーム       【面積目安：185㎡】 

・学童保育の活動拠点として、活動の自由度の高い、児童100名程度ま

で対応できる広い空間を確保し、空間内では可動式家具等で空間を仕

切れるようにする。 

・簡易キッチンスペースを確保する。 

・安全や安心の面から、子育て支援ルームとは別フロアとし、フロアクッション

を敷設する。 

・昼間や夜間の学童保育に利用しない時間帯は、講座や趣味の場として

一般に貸し出すことができる空間とする。 
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③相談室      【面積目安：20㎡】 

・不登校相談や子育て相談等の場として相談室を確保し、防音対策を施す。 

④事務室      【面積目安：20㎡】 

・学童保育指導員事務室と静養室を確保する。 

（４）執務機能 

①執務スペース        【面積目安：150㎡】 

・町職員が常駐する執務室、書庫、ロッカー、倉庫を確保する。 

（５）共用部 

①共用部         

・階段、廊下、エレベーター等のほか、各階に男女トイレ、多目的トイレ(オムツ交換台含む)、給湯室を確保し、授乳

室を設ける。 

・子どもと一般利用者の動線に配慮する。 

（６）屋外施設機能 

①駐車場           【面積目安：32台程度】 

・身障者用駐車場及び来場者用駐車場、バイク、自転車の駐車スペースを確保するとともに、庁舎、文化ホールの

来場者用駐車場も兼ねて整備する。 

・歩行者の安全確保の為、分離を図った動線計画とし、駐車場の進入路は複数確保する。 

・通行スペースのバリアフリー化、身障者用駐車スペースを施設に近い位置に整備する等雨天時の不便を解消し、誰

もが駐車場から円滑に移動することができる配置とする。 

②広場       

・催しが開催できるイベントスペース（臨時駐車場兼用）を整備する。 

・子どもから高齢者まで地域住民が日常的に利用できる遊びを重視したオープンスペースとして整備する。 
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３．施設利用イメージ            

導入機能とフロアを整理すると、次のような複合施設の利用の仕方がイメージされる。なお、各フロアの床面積は約

600 ㎡を想定しており、各機能の面積は前述のとおりである。 

（１）フロア１ 

多世代の住民や町外の人々が自由に出入りでき、常に賑わいが創出される空間を想定する。 

 

 

（２）フロア２ 

多機能活動ルームと多目的ルームを配置し、学童保育のスペースや大人数の集会が開ける空間を確保する。 

 

広場

テ
ラ
ス

スタジオルーム

埋蔵文化財作業ルーム フリースペース

〈 ーナー例〉
窓口コンシェルジュ・情報発信・フリーキッチン・図書・

自主学習・コワーキング・期間限定ショップ

事務室
（学童保育事務室）（静養室）

多目的ルーム
（集会室200名定員）

多機能活動ルーム
（学童保育100名定員・ダンス・ヨガ等）

… 共有スペース機能

… 生涯学習機能

… 子育て支援機能

… 共有スペース及び子育て支援機能

… 共有スペース機能

… 生涯学習機能

… 子育て支援機能

… 共有スペース及び子育て支援機能
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（３）フロア３ 

子育て支援ルーム、会議室、町職員の執務室など、特定の目的で利用する諸室を配置する。また、フロア1に設けて

いる図書スペースとは別に、静かに読書や自習ができるスペースを設ける。 

 

 

 

 

 

 

相談室
(不登校相談室等)

会議室
（大会議室35名定員）
（小会議室17名定員）

（小会議室17名定員）

子育て支援ルーム
（スマイル）（事務室）

執務室
（執務スペース）（書庫、ロッカー、倉庫）

図書ルーム
 図書室  自主学習コーナー 

… 共有スペース機能

… 生涯学習機能

… 子育て支援機能

… 共有スペース及び子育て支援機能
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４．事業実施に向けて            

本事業のスケジュールについては、2019 年度末までに基本・実施設計を終え、2020 年度には本体工事に着手、

翌年度の 2021 年度の施設運用開始を目指す。 

また、現時点において想定する複合施設の整備に要する事業費には次の金額を見込んでいるが、施設整備にあたっ

ては、その財源として過疎対策事業債等を有効に活用し、一般財源の抑制を図るとともに、今後の設計段階において

事業内容を十分精査し、本町の将来の財政運営への影響を見据えながら、可能な限り事業費の縮減に努める。 

（１）整備スケジュール 

 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

 4  6 7  9 10 12 1  3 4  6 7  9 10 12 1  3 4  6 7  9 10 12 1  3 

基本・実施設計             

工事             

その他 

            

（２）概算事業費 

項   目 規模 
単

位 

単価 

（円） 

概算事業費 

（千円） 
備   考 

解体工事費 中央公民館解体工事費 803 ㎡ 17,980 14,438  

建物建築費 複合施設建築費 1,800 ㎡ 302,000 543,600 鉄筋コンクリート造(ＲＣ造) 

外構造成費 外構費  1,158.6 ㎡ 6,540 7,577  

 駐車場舗装費  800 ㎡ 8,380 6,704  

 （小計）     14,281  

調査設計費 遺物散布地発掘調査費 1 式  11,418  

 敷地測量調査費 1 式  1,360  

 地質調査費  1 式  1,620  

 建築基本・実施設計費 1 式  59,479  

 外構工事設計費 1 式  2,872 解体工事費＋外構造成費の 10％ 

 建築工事監理費 1 式  21,236  

 解体設計費  1 式  806  

 解体工事監理費 1 式  2,555  

 （小計）     101,346  

複合施設什器備品費  1 式  54,360 建物建築費の 10％ 

合  計    728,025  

中央公民館解体 文化財発掘調査 

外構工事 

移転 

（５月）施設運営開始 
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資料編 

１．町民プロジェクト会議            

（１）第１回町民プロジェクト会議結果 

①三宅町複合施設整備基本構想について意見交換 
 

 質問 回答 

１ 公民館や生涯学習施設に関して「利用したことがな

い」と答えた町民が多いということだが、どのような調査に

よって得られた結果なのか。公民館や生涯学習施設は

何を指すか。 

公共施設等総合管理計画策定時に町民を無作為

で抽出し、アンケートを 2000 部配布し、返答は 3～4

割であった。公民館とは中央公民館を指し、生涯学習

施設は体育館、文化ホール、人権センター（上但馬団

地解放会館）、児童館等を指す。 

２ 基本構想に挙げられている問題以外の課題があると

考えられるが、この会では、追加の機能について検討す

る余地はないのか。三宅町の独自性をもう少し引き出

すような機能がないか検討したい。 

導入する基本的な機能は基本構想で確定してい

る。今年度、プロジェクトチームでは基本構想に記載して

いる機能のより詳細を考えていきたい。独自性を引きだ

す工夫としては、施設名をプロジェクトチームで考えるなど

が考えられる。そこについてもご意見をいただきながら検

討していきたい。 

３ 複合施設を検討するにあたり学童機能は入る予定と

なっているのか、再度検討するという意味か。 

H29 年度のヒアリング調査などを踏まえて、複合施設

に学童保育施設を入れた方がいいという基本構想を確

定した。 

４ 議会では、学童保育の建設について、アンケート結果

を踏まえたうえで、住民に十分に説明をしていくことが必

要だと町長は言っていたと記憶している。複合施設に学

童保育機能が入ることは決まっているのか。 

子どもたちの学習機能、保育機能と一緒になった賑

わいづくりも考えているので、複合施設には学童保育機

能を入れたいと考えている。 

20 年後には文化ホールやあざさ苑も耐用年数を経

過するが、一般的に今後公共施設を新築することは難

しくなると考えられており、三宅町においても同様に、新し

くなにかを建てることが困難になると予想される。また、三

宅町に移住されてきた方々の移住の理由は、「子育て

環境が整っているから」という意見が多い。これらを踏まえ

て、人々が交流できるような未来の施設を考えていきた

い。 
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（２）第２回町民プロジェクト会議結果 

①グループワーク（施設の運営方針を考える） 

プロジェクトチームメンバーがそれぞれ検討したい機能を選んで 3 班に分かれて、グループディスカッションを行った。 

＜ワーク１＞ 

・複合施設でやってみたいプログラムの内容、運営時間帯を考える。 

・プログラム参加者の属性と人数、参加してみての感想も考える。 

＜ワーク２＞ 

・それぞれのプログラムの実現に向けて、必要な人材、もの、課題を挙げる。 

 

Ａ班： ミュニケーションスペース            

●交流×食 

 項目 内容 

① 内容 朝ごはんが食べられない子どもたちに食事を提供するこども食堂 

ターゲット 小さい子ども、年配の方 

人数 30 人 

未来の感想 こども食堂では、みんなで遊び、学習で絆を深める。 

時間帯 休日：10～15 時 

② 内容 三宅町で採れる農作物を使って、三宅町や奈良県の伝統食を学ぶ。年配の方に食に関する知

恵を教えてもらったり、時短ごはんの工夫を参加者で共有する。参加した方が発信して三宅町外

の方にも広まっていくといい。 

ターゲット 三宅町民、三宅町外の方 

人数 最大 10 人 

未来の感想 みんなで食べるって楽しい！「食べる」ということを通して仲間を増やす。 

時間帯 休日：昼間 

■もの 

・調理スペース 

・調理器具 

・机、いす 

■ひと 

・有識者（教える方） ・習いたい方 

・ニーズと有識者をつなげるコーディネー

ター、事務局 

■課題 

・コーディネーター 

・人をつなぐ 

・広報 

●交流×多世代 

 項目 内容 

① 内容 現在行っている伴堂のおかげ会館のモーニングを複合施設でも行いたい。 

ターゲット 子育てが終わった母親、三宅町に引っ越してきてまだあまり慣れていない方、年配の方、三宅

町外の方 

人数 50 人 

未来の感想 色々な方達とお茶などをしながら先人の知恵などをお互いに話したい。 

時間帯 平日・休日/10～15 時 

■もの 

・調理室     ・ホワイトボード 

・机、いす 

■ひと 

・伴堂おかげ会館女性部 

・色々な知識を持っている方 

■課題 

・お金をかけずに講師（知識のある

方）を呼ぶ 
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●交流×学び、町内外の交流の場 

 項目 内容 

① 内容 若い世代から年配の方まで興味を引くような面白くて行ってみたい内容のクラス（講座）を開

く。たまに目玉になるようなゲスト講師にも来てもらう。 

ターゲット 三宅町民 

人数 5～15 人 

未来の感想 色々なクラスがあって楽しい。 

時間帯 平日・休日/昼前～夜まで 

② 内容 魅力的な講座を行う。 

ターゲット 40～60 代の三宅町民、三宅町外の方 

子育てが終わって一息つくと自分の時間が持てるようになるので、講座に参加できるようになる。 

人数 5～15 人 

未来の感想 ほかの地域で流行っている遊び、学習などお互いに共有して仲良くできた。 

時間帯 平日・休日/10～17 時 

■もの ■ひと 

・講師 

・人集めのコーディネーター 

・ちょっと詳しい三宅町の方 

■課題 

・集客 

→目玉になるような講師をたまに招く 

・情報発信 

→広報誌よりも WEB のほうが見る。

広報誌に折込チラシのように 1 枚の案

内を同封する 

●図書スペース 

 項目 内容 

① 内容 子どもが遊べる屋内のスペースと、誰でも気軽に入れるように自動販売機のある休憩スペースが

あって、保護者は外の広場で遊んでいる子どもたちの様子を屋内から見守っている。 

子どもはどうしても大きな声を出したりするので、静かにしなくてはいけない図書館ではなくて、許

容してもらえるような図書スペースがあると、子育て世代も使いやすい。 

ターゲット 小さい子どもとその保護者、年配の方、ゆっくりしにきた方 

人数 15～20 人 

未来の感想 世代交流ができる。安心して子どもも遊べる。知識を吸収できる。 

時間帯 平日/12～17 時・休日/9～11 時 

■もの 

・本 

・自動販売機 

・おもちゃ 

 →三宅町のグローブの余り生地等で

作れないか？ 

■ひと ■課題 

・入りやすい空間デザイン 
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●レンタルオフィス・ ワーキングスペース×手づくりカフェ 

 項目 内容 

① 内容 自分の家では集中できない仕事や勉強が捗る
は か ど

場所。図書スペースも近くにあって、調べものもで

きる。 

ターゲット 三宅町民（自営業の方など） 

人数 10～20 人 

未来の感想 スタートアップできた。家ではなく集中して仕事ができた。 

時間帯 平日/昼間 

② 内容 自分の仕事だけではなく、クライアントとの打合せにも使えるような、ちょっとした打合せもできるス

ペースがある。カフェもあってコーヒーが飲める。 

ターゲット 三宅町内外の方 

人数 10～20 人 

未来の感想 商談スペースが出来て嬉しい！仕事の間に休憩が出来て嬉しい！！ 

時間帯 平日・休日/午前中～夜まで 

■もの 

・机、いす  ・Wi-Fi  ・コピー機 

・ええ感じのソファ    ・プロジェクター 

■ひと 

・カフェの店員、スタッフ 

■課題 

・カフェの運営 

 

●交流×農・地場産業 

 項目 内容 

① 内容 三宅町のグローブなどを買いたい方と製作している方をつなぐ場。小さな展示スペースもあればい

い。 

ターゲット 三宅町外の方 

人数 3～5 人 

未来の感想 良いグローブを作ってくれる所を紹介してもらえた。打ち合わせができた。 

時間帯 休日/昼間 

■もの 

・展示スペース 

■ひと 

・地場産業を良く知る方 

■課題 

●A班全体としてのまとめと課題 

・使用する年代や目的、声の大きさ等にも配慮しつつ、細かく機能別に分かれたスペースよりも、本が読めて、休憩できて、

仕事ができる大きなスペースと、町民が講座等で使える調理スペースのある部屋があればよい。 

・今も公民館で講座を開催していたり、各地域の公民館でイベントがあったりするが、情報がバラバラでわからない。 

⇒本が読めたり、仕事ができたり、子どもと遊べる「いつも開いているスペース」で、各地域で行っていたイベントや講

座の情報が分かるようになっていて、そのイベントや講座も同じ施設で受けることができれば、興味を持ちやすくな

り、友達も誘いやすい。 

・情報が届いてこない。WEB はスマートフォンなどを使いなれている世代には効果的だが、年配の方には情報が行き届か

ない。広報誌も情報が多すぎて全て読むのは大変。 

⇒スマートフォンを使いなれている世代にメルマガ形式でイベント情報などを流し、広報誌としては、月間スケジュール

などが分かる 1 枚の案内を折り込む。デザインも目を引くようなものにして、時々子どもが描いた絵などに変更する

と、見る人が増えると思う。 

・交通手段は検討が必要。 
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Ｂ班： ントロール ンター             

●拠点の活動 

 項目 内容 

① 内容 空き家対策（空き家使い隊） 

休耕田対策 

観光案内所（町の案内人による町歩き） 

野菜販売などの定期市 

地場産品の展示・出品ブース 

時間帯 平日・休日の昼 休日の昼 

ターゲット 三宅町外の方 

人数 10～20 人 

未来の感想 わかりやすい！楽しかった！また来たい！・・・そして住んでみたい。 

その他 空き家が増えているので、空き家を活用したゲストハウスなどあってもよい。 

② 内容 町民八百屋 

時間帯 平日・休日の朝から昼（毎日） 

ターゲット 農や野菜に興味がある方 

人数 約 15 人 

未来の感想 三宅町の良さが出ていて美味しかった。手軽に出店しやすくなった。 

③ 内容 観光案内所 

時間帯 平日・休日の朝から昼 

ターゲット 三宅ボランティアガイドの会が、町内外問わず誰にでも。 

人数 三宅ボランティアガイドの会のメンバーは約 30～50 人 

未来の感想 ここに来てよかった！ 

●情報の一元化 

・ 三宅町の住民活動に関わるポータルサイトが必要。各自治会がお祭りなどやっていても知らないことが多い。ちょっ

とした情報でも交流につながる。 

・ WEB サイトだけだと年配の方など見ない方も出てくるので、毎月プリントアウトするなどして壁新聞にするといい。 

・ 体育館や文化ホールなど、施設の空き情報と予約がバラバラで使いにくいので、一元化できると便利。 

・ 住宅情報やゲストハウス情報も集約されていると、外から人が来やすくなるのではないか。 

・ 三宅町全体の交流会を開催するのも情報交換の場になる（各自治会同士、各スポーツ団体など）。 

●新たな官民連携組織の立ち上げ 

・ 三宅町の既存団体（三宅ボランティアガイドの会、みやけまちづくりの会、愛の花 あざさの会、体育協会、総合

型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団など）を横につなぐ、コントロールセンターのための新しい組織を官民協働

でつくるべき。 

・ ボランティアが活躍できる仕組みも大切。 

・ 行政の縦割りも改善できないか。 

●活動を支える備品 

・自由に書けるホワイトボードや壁 ・マイクとスピーカーなどの音響設備 ・パソコンと Wi－Fi 

・台車 ・大型テレビ ・掲示板 

・カメラ ・DVD とプロジェクター ・シャワー 

・24 時間誰でも使えるトイレ   
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●営業時間 

・ コントロールセンターは、平日も休日も、年末年始以外は毎日運営しているほうがよい。 

・ 営業時間は、朝から活動できるように 8：00～20：00 がよい。 

 

Ｃ班：広場              

●子どもの遊び場 

 項目 内容 

① 内容 子どもの遊び場（休みの日や学校終わりに遊べる場所） 

ターゲット 小さい子ども 

人数 80 人 

未来の感想 年の差関係なく遊べる。 

時間帯 平日（昼：学校が終わった後の夕方）、休日（昼） 

■もの 

・ 座る場所（ベンチ） 

・ 遊具（ブランコ） 

・ 広場の設え（土管、小川・噴水） 

・ 芝生 

■ひと 

 

■課題 

 

●交流×学び 

 項目 内容 

① 内容 工作、木工など 

ターゲット 幼児園、小学校、中学校の子ども 

人数 50 人 

未来の感想 ものづくりの知識を持てる。 

時間帯 休日（朝、昼） 

■もの 

・ 工作道具 

・ 工作材料 

■ひと 

・ 子どもが好きで、教えるのが好き、

知識がある方 

・ 顔が広く、世話好きな方 

・ 講師 

・ ボランティア 

■課題 

・ 知らせる方法、使う方法 
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●健康づくり 

 項目 内容 

① 内容 ヨガや筋トレなどの簡単に誰でも参加できるプログラムを継続的に実施する。 

健康遊具などを配置して人が集まる場所になればよい（現在でも高齢者の方が早朝から歩い

ているので、そういう方が集まる場になればよい）。 

ターゲット 三宅町内外の方 

人数 − 

未来の感想 色々な体操が経験できる。 

時間帯 平日（朝）、休日（朝） 

■もの 

・ 健康遊具 

・ 教材ビデオ 

■ひと 

（継続のために） 

・ 責任者 

・ 実行委員会 

（スポット的に） 

・ インストラクター（求心力のある方）  

・ 有名選手 

■課題 

・ 広報 

・ 継続的な運営 

 

●フリーマーケット 

 項目 内容 

① 内容 町の内外の方が集まるようなフリーマーケットを開催する。 

ターゲット 三宅町内外の方 

人数 − 

未来の感想 − 

時間帯 休日（朝、昼） 

■もの 

・テント 

■ひと 

 

■課題 

 

●その他 

 項目 内容 

① 内容 三宅フェス 

音楽ライブや踊りを披露する場。町民文化祭のような形で色々な方が参加でき、参加する方も

聞いている方も楽しめるフェス。 

ターゲット 歌ったり、踊ったり、演奏したりするのが好きな方 

人数 30～100 人 

未来の感想 気分転換になった。人前で歌うのって楽しい！等 

時間帯 休日（昼） 

■もの 

・音響設備（スピーカー、マイク等） 

■ひと 

・裏方スタッフ 

■課題 

・騒音対策 
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●その他 

 項目 内容 

① 内容 お見合いの会 

恋人の聖地があるので週末に定期的にお見合いの会を開催。 

ターゲット 町内外の若い方 

人数 50 人 

未来の感想 − 

時間帯 休日（朝～夜） 

■もの 

・うちとけるための材料 

■ひと 

 

■課題 

・行政主体でないと難しい 

●広場全体に関わること 

■もの 

・ 水道 

・ 電気（街灯） 

・ 暑さ対策（ミスト、屋外用クーラ

ー） 

・ 座る場所 

・ 休む場所 

・ 喫煙所 

■ひと 

・管理運営者（手入れする方） 

■課題 

・ お金（整備費、維持費：収益を

生み出す仕組み） 

・ 安全性 

・ 維持費 

・ 近所の方への理解を促す 

・ 騒音対策（夜のプログラムは特

に） 

・ ネタ不足 

・ 単発イベントではダメ。 

・ 広場全体をトータルでどんな風に運

営していくか。 

●C班のまとめと課題 

・ 子どもの遊べる場所としての機能が求められる。芝生など学校のグラウンドとは違った場所にできると良い。 

・ 子どもに向けて、地域の大人（特に年配の方）が得意な分野を活かした工作教室などのプログラムを提供するよう

な仕組みができれば、世代間交流の機会、子どもの学びの場ができて良い。 

・ スポット的な賑わいイベントとしては、音楽を切り口にした三宅フェスや、フリーマーケットの案がでた。 

・ 健康づくりは、平日は年配の方、休日は若い世代や子どもが集うプログラムとして、誰でも参加しやすくやりやすいので

はないか。 

・ 広場ができて終わりではなく、その後どのように継続的に使っていくかが重要である。小さなことでも毎日、毎週継続し

ていくことによって、広場が人の集う場になっていく。個々のプログラムの検討だけではなく、年間、月間トータルでどんな

運営にしていくかが重要である。また、そのための管理者や管理費をどうするかを検討していく必要がある。 
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（３）第３回町民プロジェクト会議結果 

①グループワーク（地域の魅力となる施設のあり方について考える） 

２班に分かれて、グループディスカッションを行った。 

＜ワーク１＞ 

●「地域の魅力を創造するデザイン」 

・三宅町らしいデザインとは？ 

・三宅町に馴染むデザインとは？ 

・三宅町民の誇りになるデザインとは？ 

＜ワーク２＞ 

●「もっと三宅町を好きになる」 

・オープンするまでの関わり方？ 

・オープン後の関わり方？ 

Ａ班               

＜オープン前＞ 

・みんなに三宅町を好きになってもらうきっかけとして、町民から複合施設に関するアイデアを広く募集してはどうか。建

物やモニュメント、砂場などのデザイン募集をしてもよい。子どもからもアイデアをもらって施設に反映すれば、愛着につ

ながる。 

・複合施設の家具をオリジナルで奈良県立高等技術専門校の生徒の方に製作してもらったらどうか。木工の高等技

術専門校は全国でも２か所しかない。植栽のデザインや手入れなども手伝ってくれると思う。 

＜オープン後＞ 

・子どもの記憶や想い出に残るよう、小学校や幼児園を巻き込んだ取り組みをするべき。例えば小さな池があれば夏

場の水遊び場になり、そこにあざさが咲いていて記憶に残るというのも三宅らしくてよい。 

・とにかく町民が使いやすくあるために、施設の使用料は無料がよい。 

・集まりやすく使いやすい施設利用ルールが必要。 

・防災や避難スペースを確保してはどうか。普段から炊き出し訓練などしていると施設にも愛着がわき、いざという時にも

活用しやすい。消防団など関係者の意見をよく聞いて計画に反映すべき。 

＜デザイン＞ 

・三宅町らしさといえばグローブ。グローブ製作の過程で出た皮の端材を使って、複合施設の壁などに毎年小学校の

卒業生が記念品を制作するのも楽しい。大きくなって町に戻ってきて「これが自分の作ったところだ」となれば嬉しいは

ず。 

・三宅町らしさの一つに古墳もある。三宅町内に古墳を見るスポットがないので、複合施設の屋上に古墳を見渡せる

展望スペースをつくるのはどうか。そこに恋人の聖地の鐘を持ってきて新しい名所にすればよい。 

・広場で結婚式ができれば、三宅町に愛着がわく。 

・広場を中心とした複合施設近辺の「眺め」をよくするために、町役場や小学校、文化ホール、あざさ苑、幼児園など、

エリアを一体的に計画する必要がある。 

・このプロジェクト会議で色々と議論していることがきちんと設計に活かされるべき。入札ではなく、高いデザイン性や柔

軟な設計が可能な設計業務の公募プロポーザルが望ましい。設計と施工は別発注にすべき。 
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Ｂ班               

ワーク１ 地域の魅力を創造するデザインとは 

・行きやすい、入りやすい見た目が大切。 

・「何もないのが良い」と言われる三宅町の雰囲気を活かせないか。 

・「なんだろう？行ってみようか？」と思えるような、気になる見た目が大切ではないか。 

・三宅町章のマークはおしゃれだと思うので、活かせないか。 

・空から見た時の建物の形も意識してほしい。 

・グローブの形を取り入れられないか。 

・室内のデザインは、多用途に使う事を意識して、あまり凝らないでもいいのではないか。 

ワーク２ もっと三宅町を好きになるには？ 

●全体を通しての意見 

・これからの将来を担っていく子どもが好きになるような複合施設であるべき。 

・子どもが好きになれば、大人も一緒に好きになる。 

●オープンするまでの関わり方 

・子どもも大人も楽しいことが大切で、子どもからも運営やデザインを吸い上げる仕組みが必要ではないか。 

・これからも三宅町に住み続けてもらえるように、子どもの関わり方を中心に考える大人のグループをつくる。 

・小学校、中学校、高校、大学の年代別の縦のつながりをつくって、子どもが自分たちで複合施設について考えられる

グループをつくる。 

・自分が関わると愛着も沸き、経験や思い出として子どものなかにも残る。 

・大人は子どもが関われるようにきっかけを与える。 

・子どもが興味を持つよう、年配の方から小学生や中学生に向けて、これからの三宅町に対する想いを手紙で伝える。 

・子どもが集まるイベントで、複合施設に対する意見を集める。 

●オープンしてからの関わり方 

・複合施設ができたら、壁に町民の手形を押す。 

・1 年に 1 回でも、子どもが主体となって考えたり集まったりできるイベントを行う。1 年を通してそのイベントに向けて準

備をすることで、チームの団結力も強まるのではないか。イベントを継続的に続けることで、教えられていた子どもが来

年は教える側にまわるなど、縦のつながりもできる。 

・少林寺拳法や柔道などができる道場のようなスペースがあれば縦のつながりができる。 
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（４）第４回町民プロジェクト会議結果 

①グループワーク（運営方針をより実現しやすい施設にするために配慮する点を考える） 

３班に分かれて、グループディスカッションを行った。 

Ａ班               

・学童保育と多目的ルームを同フロアに配置しているが、学童保育に 100 人の子どもが入るとしたら狭いように感じる。

多目的スペースは子どもが使えるようにして、3 階は子どもだけのスペースにしてしまってはどうか。諸室の規模を考える

際には、実際の現場の声を聞いた方が良い 

・屋上を活用したい。土を敷いて庭園のようにすると温暖化対策にもなるのでは。 

・1 階が狭いように感じる。色々機能を詰め込み過ぎているので何が特徴かわからない。何かに特化した方がよいので

はないか。例えば、本をテーマにするならば「図書館×環境」として、環境の本に特化して集め、身体にやさしいお茶が

飲めるなど。 

・1 階の調理室はそこで料理したものが販売できるよう、飲食店営業や菓子製造業の許可がとれるようにしてほしい。 

・図書スペースは開放的なスペースと静かに読めるスペースの 2 か所に分けてほしい。 

・今のイメージでは広場の中を車が通れるようになっているが、子どもが遊ぶことも考えて園児や児童が通る動線と車の

動線は分けるべき。 

・現在の中央公民館前のあざさの花の池は駐輪場で区切られてしまっているので、一体感が出るように活かせないか。

水辺もあったほうがよい。 

・人が集まる動線を考えたほうがよい。 

・今の役場の東口の段差が危険だ。 

Ｂ班               

・室内に関しては、移動式のパーテーションで区切れるようにするなど、自由度のある使い方をできるようにした方がよ

い。 

・広場については駐車場兼広場とあるが、子どもが自由に遊べるように芝生広場をイメージしていた。駐車場兼広場で

はなく広場がよい。駐車場はなしで全面広場でもよいと思う。 

・駐車場は必要か、または省スペース化できないか（立体駐車場、三宅町商工会の駐車場を活用するなど）。 

・施設と広場の配置については、道路などで分断するのではなく、施設と広場がつながった配置とするべき（施設のテ

ラスなどから子どもを見守れる。子どもは安全に遊べる。）。 

・年配方は何もしなくても集まってくるので、子育て世代が集まりやすい場づくりが必要。 

・子どもの動線と自動車の動線は完全に分離するべき。 

・屋根付きで天候に関わらず子どもが遊べる場所があった方がよい（施設の屋上を遊べる場として屋根付きにするの

がよい。）。 

・屋外ステージには屋根があった方がよい。 

・学童保育スペースは面積が十分確保できるのか。 

・複合施設を拠点として周辺地域への遊歩道などを整備する。 

・シャワールームがあってもよい。 

Ｃ班               

・全体的に事務局がイメージしている機能配置で問題はないが、階ごとに使い方の目的やテーマを決めて機能を配置
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した方がよい。例えば、1 階は「遊び」を目的とした「賑やかで誰でも入れるスペース」、2 階は「コツコツ自分に打ち込

むこと」を目的とした「静かなスペース」、3 階は「学び」を目的とした「専門的なスペース」として機能を考えてはどうか。 

・図書スペースは 1 階にまとめるのではなく、カテゴリーごとに階を分けてはどうか。2 階は勉強に使用したい方や静かに

読みたい方に合わせて専門書などを配置する。1 階は今流行りの本や子ども向けの本をメインに配置し、賑やかにし

ても構わないオープンな空間で読書が楽しめるようにする。 

・1 階の共有スペースでは、ふらっと立ち寄ることもできるようなお話し会が開催できるとよい。パーテーションで区切って

入りにくくするのではなく、外からも見えるようにしたい。 

・1 階に調理室とは別に、休憩する人が軽食を楽しめるようなカフェが欲しい。 

・3 階の学童保育機能の中の不登校相談は、学童保育の時間帯でも行けるように学童保育機能とは別にした方が

よい。 

・3 階の学童保育はスペース的に狭くならないようにしてほしい。 

・学童保育に通う子どもが遊べるよう、屋上か複合施設の前の広場を使えるようにした方がよい。 

・広場と施設はデザイン的に統一感のあるものにしてほしい。 

②グループワーク（一緒に活動してくれる仲間をどうしたら見つけることができるか考える） 

３班に分かれて、グループディスカッションを行った。 

Ａ班               

・町民や各団体をつなぎながら運営をコーディネートする事務局的な役割は0円では行えない。施設の運営資金が1

年目から町役場から出て、3 年目、5 年目、10 年目など区切りながらだんだんと減らしていくような、長期的な資金

計画がなければ難しい。 

・長期的な運営を見据えて、仕事として関わるメンバーを公募で集めるべき。運営のコアメンバーには高くなくてもいいの

できちんと対価を示せば、熱い想いをもった若い担い手が町内外から来てくれるのではないか。募集は何回かに分け

て行ってもいい。一次募集で集まらなかったら二次募集と徐々に広げてもいい。 

・三宅町に新しく住み始めている 20～40 代の小学生のお母さんたちの働く場所にもなるのではないか。 

・プログラムの運営に参加しても少しだけお金が得られるようにし、「おもしろくてお小遣いが稼げるで」と知り合いなどに

声をかけて運営参加者がひろがっていくといい。 

・子どもや学生にも入ってもらうと、学校を卒業して三宅町を出てもまた戻ってきたくなるようなチームができていくので

は。 

・三宅町のゆるキャラ「みやっぴぃ」「みやぼう」以外に、ヒーローを作ってはどうか。 

・町内でキッチンカーの事業を始められている方も出てきているので、キッチンカーBASE としての設備が施設にあれば、

近隣で営業しているキッチンカーの方たちも集まってくる。 

Ｂ班               

・運営主体は若い世代に入ってもらいたいが、若い世代は仕事があり難しい。忙しい中でなかなか主体になるモチベー

ションが上がらない。 

・若い世代が主体になったとしても、高齢層の世話役は必要だと思う。 

・若い世代が運営に関わるために、WEB上で意見言える場を設けてはどうか（LINE、facetimeなどで会議など）。

一方で、年齢の高い方は会議形式でないと難しい。 

・10代~70代まで多世代が関わる運営がよい。子育て世代に関わってもらうにはPTAの役員、子どもには児童会長

などに参加してもらうようにすれば、色々な年代に確実に入ってもらえる（当て役になるので主体性が課題）。 

・運営主体は外部の方に担ってもらい、どこの団体、個人ともしがらみのない風通しのよい組織とするのがよい。 
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・運営は町外の方だとしても、プログラム、アイデアなどは町の方が出せるようにするのがよい。 

・プログラムなどのアイデアは賞品付きコンテストなどで募ると沢山アイデアがでてくるのではないか。 

・プログラムの採用・選別をする際に、単純な抽選では絶対数の多い年配の方が勝ってしまうため、プログラムの取捨

選択が必要ではないか（子ども優先が望ましい）。 

・各大字や周辺地域と連携して運営していくのもよい。 

Ｃ班               

・運営に関しては継続していくために、ボランティアではなく給与を払って専従者を雇う必要がある。仕事としてお給料が

出れば、モチベーションもやる気も上がる。 

・運営チームを継続していくための収入の仕組みは、①部屋の貸出について賃料を取る（町外よりも町民には安く貸

し出す）、②備品レンタル費用、③プログラムの参加費、が考えられると思う。 

・町民プロジェクトチームのメンバーが、自分の知り合いの中から運営メンバーになり得る方に直接声をかけて仲間を増

やすのはどうか。運営メンバーにはなれなくても、プロジェクト運営などには関わりたい方や手伝ってくれる方はたくさんい

ると思う。 

・運営に関わる子ども会議をつくるのは賛成。初年度は子どもが会議をしやすいように、意見をまとめたり、コーディネー

トするような専門スキルをもった方に入ってもらって、翌年度以降はそのスキルを見ていた町民が代わりを務められるよ

うにしてはどうか。 

・1 階の窓口には、常駐で館内の案内や部屋の予約管理をする町の職員もしくは民間企業がいて、常駐ではないが

観光案内所の機能を担う三宅ボランティアガイドの会の方などがいると、施設に来た方が分かりやすいのではないか。 

・各プログラムの予約受付は、ネット予約と窓口予約ができれば幅広い世代が使いやすいのではないか。 

・各大字の公民館も積極的に使われているので、そこでやっているプログラムの情報なども複合施設で分かるようにして、

後々連携できるといいのではないか。 
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（５）第５回町民プロジェクト会議結果 

①これまでの振り返りと運営方針について意見交換 

・第 4 回の機能配置イメージでは、学童保育は 3 階であったが 2 階へ移動しているのはなぜか。 

⇒3 階は屋上が近いため、子どもが勝手に屋上に上がらないように危険を防止する意味と、子どもが 1 階から３

階まで上がる際に賑やかになり、2 階を静かな空間として使うのが難しいことも考えられるため、3 階に集中した

い機能を移動した。三宅町としては、仮の配置イメージを作成しており、実際の動線は公募予定の設計事務

所からの提案を基に決定したいと考えている。 

・学童保育に通う子どもが遊べる範囲を知りたい。 

⇒現在は、学童保育に通う子ども、学童保育に通っていない子どもの分け隔てなく、広場でも多目的ルームでも

遊べるようにしたいと考えている。 

・広場と複合施設が隣接していることは良いが、前面道路から役場に徒歩や自転車で入りたい時に、子どもが広場で

遊んでいる間を通ることは気が引ける。そういったことにも配慮して役場までの歩行者の動線も検討してほしい。 

⇒検討する。 

・行政のワーキンググループや策定委員会でも議論がなされているようだが、どのようなメンバーで議論されているのか。 

⇒ワーキンググループは、複合施設に関係する各課の課長クラスが入っている。策定委員会は、副町長や教育

長、部長クラスが入っている。 

②グループワーク 

2 班に分かれて、下記の議題についてグループディスカッションを行った。 

＜ワーク１＞ 

複合施設の楽しさやおすすめポイントを伝えるためのキャッチコピー 

＜ワーク２＞ 

複合施設ができるとわたしの暮らしがこんな風に楽しくなる 

Ａ班               

・キャッチコピーを考えるうえで、7 つのカテゴリーに分けることができた。 

・この町民プロジェクトチームで検討してきたことが実現されることで生まれる愛着が、「初めて星 3 つもらえました！」とい

うキャッチコピーに表れている。 

・子どもに響くキャッチコピーが少ないと感じているので引き続き検討をするといいのではないか。 
 

  複合施設の楽しさやおすすめポイントを伝えるためのキャッチコピー 

分類 キャッチコピー 

オリジナル 

・初めて星 3 つもらえました！ 

・三宅に生まれた極上空間（ラグジュアリースペース） 

・三宅にできた 100 人の村 

・初声から老後まで三宅に住む人生が見られる場所 

若返る 
・年を考えずに若くなれる場所だ。 

・わたしはここで若返りました。 
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未来 

・過疎の町に種をまき、新芽が出来ます！ 

・ここから始まる新しい三宅町 MIYAKE 

・三宅の未来はこの建物から！ 

・新しい私を見つけました。 

参加の呼びかけ 

・狭い町三宅にようこそ！！何でも揃った○○です。 

・やってやれない事はない！みんな、何かやってみませんか？ 

・おお～い みんな、ちょっと寄って行かないか？ 

・お茶の時間ですヨ。ちょっと○○へ。 

・ファンタスティック ミヤケ ジャパン そうだ FMJ に行こう。 

・アドベンチャーとロマンティックが湧き出るよ。 

楽しい 

・過疎の町には似合わないけどたぶん楽しいよ！ 

・みんな楽しいひとときを過ごせる場所を作る。 

・アラウンド・ザ・ミヤケ みんなで楽しもう。 

・のびのび遊びが面白い 

出会い 

・いろいろな私に出会える処だ。 

・やりたいことや素敵な出会いが待っています。 

・必ず友達と逢える場所。 

・子どもと大人の出会いの場 

・出会いの場所 

集まる 
・15 万人が集う場所 

・子ども、おとな・・・みんなが集まり仲良くなれる処。 

 

Ｂ班               

・「複合施設では○○ができる」「複合施設には○○がある」と言い切ってしまうと、実際に訪れた方からの批判的な意

見を受ける可能性もあるが、「あるかも」にすることで自ら探しに来て見つけることができるような複合施設になると良い

という思いから「さがす、みつける、あるかも」というキャッチコピーを考えた。 

・あるかもしれないと想像して複合施設を訪れても、実際には希望の結果が得られなかった場合は、その無かったもの

を作っていける場所になるといいのではないか。 

・キャッチコピーを「あるかも」にすることで、「遊び」「学び」など色々な目的と組み合わせることができる。 

 

複合施設の楽しさやおすすめポイントを伝えるためのキャッチコピー  

キャッチコピー さがす、みつける、あるかも 

キャッチコピーに 

付随する目的 

・あなたの楽しみが、あるかも 

・遊びが、あるかも 

・学びが、あるかも 

・集まりが、あるかも 

キャッチコピー 

その他 

・みんなの 

・オトナモ 

・子ども×大人×老師（達人） 

・あそびば 

・みんなで作るたまり場 

・心地よい、おしゃれな居場所 
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建物のイメージ 

・三宅町にまちができた 

・田舎に「まち」ができた 

・次世代公民館 

・三宅の城 

・三宅にイオン（永遠） 

・遊べる館 

・シン憩いの家 

・三宅のアンテナ○○（ショップ等） 

・三宅っぽくない公共施設 

複合施設自体 

の名前 

・MIYAKE ビル 

・MIYAKE NO EGAO（MINOE） 

・トンクラ 

・屯倉（ミヤイエ） 

・place Miyake 

・ミックス 
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（６）町民プロジェクト会議の主な意見及び反映 

居室 意見 
反

映 
対応 

図書 

スペース 

開放的な席と静かな席の２か所に分けてほしい。 ○ 
１階を住民賑わいスペース、２階または３階を会

議室・図書スペースとして静かなスペースにする。 

１階にまとめるのではなく、カテゴリーごとに階を分けて

はどうか。２階は、勉強に使用したい人や静かに読み

たい人に合わせて専門書などを配置する。1 階は、

今流行りの本や子ども向けの本をメインに配置し、賑

やかにしても構わないオープンな空間で読書が楽しめ

るようにする。 

○ 

１階は図書ライブラリーとして雑誌・子どもの絵本

等が自由に読めて、ザワザワした中でも自習する学

生のスペースあり。 

２階または３階は専門書等を置くようにして、静か

に自習するスペースの確保を行う。 

共有 

スペース 

１階が狭いように感じる。色々機能を詰め込み過ぎ

ているので何が特徴かわからない。 
○ 

約300㎡を想定しており、情報発信コーナー、カフ

ェコーナー、図書ライブラリーコーナー、自主学習コ

ーナー、期間限定ショップコーナー、案内窓口等を

イメージしている。 

移動式のパーテーションで区切れるようにするなど、自

由度を持った使い方をできるようにした方がよい。 
○ 

高齢の世代だけでなく、子育て世代が集まりやすい場

づくりが必要。 
○ ― 

１階の共有スペースでは、ふらっと立ち寄ることができ

るようなお話し会が開催できるとよい。 
○ 

机や椅子を移動してスペースを確保することで小さ

なイベント・講習会等が実施可能。 

パーテーションで区切って入りにくくするのではなく、外

からも見えるようにしたい。 
○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

１階に、調理室とは別に、休憩する人が軽食を楽し

めるようなカフェが欲しい。 
△ 

別に調理室があるのではなく、共用のフリーキッチン

を設置し、時間帯や期間で使用できるスペースを

確保して対応が可能である。 

調理室 

１階の調理室はそこで作ったものが販売できるよう

に、飲食店営業や菓子製造業の許可がとれるように

してほしい。 

△ 
共用のフリーキッチンスペースにおいて、設計時に提

示する条件に入れて対応する。 

多目的 

スペース 

多目的スペースは子どもたちが使えるようにして、３階

は子どものスペースにしてしまってはどうか。 
○ 

別の階に移動させたが同じフロアに有るので利用は

可能である。 

学童 

保育 

学童保育スペースは面積が十分確保できるのか。 ○ 
100 名対応用で面積を確保する（担当課のヒア

リングを実施）。 

３階の学童保育機能の中の不登校相談は、学童

保育の時間帯でも行けるように学童保育機能とは別

にした方がよい。 

○ 
相談室は常設して、不登校相談及び子育て相談

と共有する。 

学童保育に通う子どもが遊べるように屋上か複合施

設の前の広場を使えるようにした方がよい。 
○ 

屋上の遊び場については、もう少し議論が必要で

あるが施設前の広場には子どもが遊べるスペースを

確保する。 

屋上 

屋上を活用したい。土を敷いて庭園のようにすると温

暖化対策にもなるのでは。 
△ 

屋上の活用については、危険性の観点から検討が

必要であるが活用の方向で進める。 屋根付きで天候に関わらず子どもが遊べる場所があっ

た方がよい（屋根付きの屋上）。 
△ 
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居室 意見 
反

映 
対応 

屋内 

その他 

シャワールームがあってもよい。 × スペースの関係上優先順位が低いと判断した。 

階ごとに使い方の目的やテーマを決めて機能を配置

した方がよい（1 階は「遊び」を目的とした「賑やかで

誰でも入れるスペース」、２階は「コツコツ自分に打ち

込むこと」を目的とした「静かなスペース」、3 階は「学

び」を目的とした「専門的なスペース」として機能を考

えてはどうか）。 

○ 
1 階は賑わいフロア、2 階は活動フロア、3 階は生

涯学習等のフロアのイメージである。 

広場 

子どもが遊ぶことも考えて、園児や児童が通る動線と

車の動線は分けるべき。 
○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

人が集まる動線を考えた方がよい。 ○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

広場については、駐車場兼広場とあるが、駐車場兼

広場ではなく広場がよい。 
△ 

役場及び文化ホール、そして複合施設を利用され

る方に駐車場は必要であることから、一定の駐車

スペースは確保する。 

施設と広場がつながった配置とするべき（施設のテラ

スなどから子どもを見守れる。子どもは安全に遊べ

る）。 

○ 施設と広場が一体的に利用できる配置とする。 

屋外ステージには屋根があった方がよい。 ○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

広場と施設はデザイン的に統一感のあるものにしてほ

しい。 
○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

中央公民館前のあざさの花の池は駐車場で区切ら

れてしまっているので、一体感が出るように活かせない

か。水辺もあった方がよい。 

○ 
設計時に提示する条件に入れて対応することと

し、一体的に対応する。 

今の役場の東口の段差が危険である。 × 
道路との接続が関係するため、複合施設とは離し

て検討する。 

駐車場 

駐車場は必要か、または省スペース化できないか

（立体駐車場、三宅町商工会の駐車場を活用す

るなど）。 

△ 

役場や文化ホール、複合施設を利用される方、及

びユニバーサルデザイン上必要な一定の駐車スペ

ースは確保する。 

また、立体駐車場や地下駐車場などの省スペース

化は整備費が増大するため平面駐車場とする。 

子どもの動線と自動車の動線は完全に分離するべ

き。 
○ 設計時に提示する条件に入れて対応する。 

屋外 

その他 

複合施設を拠点として周辺地域への遊歩道などを整

備する。 
△ 今後の課題とする。 
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（７）三宅町複合施設プロジェクトチーム設置要綱 



 

49 

 

（８）町民プロジェクト会議参加者名簿 

 

氏名 

植田 肇 

吉岡 裕昭 

西口 久美子 

湯村 稔生 

佐々木 謙一 

吉村 秀一 

久見 昌弘 

川鰭 実希子 

松本 淳子 

梶木 愛之 

置本 貴司 

吉田 大樹 

植村 浩之 

（順不同、敬称略） 
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２．ワーキング部会             

（１）第１回ワーキング部会 

①各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

３班に分かれ、テーマごとにワークショップを行った。 

テーマ① 敷地・駐車場・広場 

テーマ② 学童保育・子育て支援施設 

テーマ③ 生涯学習施設、オープンスペース 

●「敷地・駐車場・広場」 

項目 意見 居室、広さ、規模 

敷地 ・建築確認や法手続上は実現可能なのか。 

・１つの敷地だけでは難しいのではないか。敷地案を組み合わせたほうがよい。 

・建物 2000 ㎡+施設駐車場（30 台では少ない）+広場を 1 つの敷地案に

整備するのは難しい。 

・敷地の組み合わせが

必要。 

・建物 2,000 ㎡+施

設駐車場のスペース

が必要。 

広場 ・広場を誰が利用するのか使い方のイメージが必要。 

・学童保育は広場を使わず校庭を利用するのか。学童保育児童が広場を利用

すると一般住民が利用できない。 

・屋外広場と屋上広場を使い分けてはどうか。 

・屋外広場と屋上広

場（ミニ体育室）の

使い分けの検討が必

要。 

駐車場 ・役場と複合施設の利用者としては駐車場 30 台では足りないと思われる。 

・役場分の駐車場は絶対に確保する必要がある。 

・役場も含め一体的に駐車台数を算出する。 

・駐車場を確保することを踏まえて敷地を考える必要がある。 

・役場と複合施設の利

用者が利用可能な

駐車場。 

その他 ・防犯上、公衆トイレは交番の前がよい。 

・分棟プランも可能性はある（公民館、学童保育など）。 

・公共施設等総合管理計画の考え方をふまえると複合化しても面積を削減する

ことは困難である。 

・公衆トイレ 

 

●「学童保育・子育て支援」 

大項目 中項目 意見 居室、広さ、規模 

学童保育 

スマイル 

現状 ・学童保育 開設時間 14:00～19:00 

 （夏休み 7:00～19:00） 

 利用人数：最大 80 人/日 

 107 名登録 実際 86 人 

・子育て 開設時間 10:00～16:00 

 スマイル利用人数 24 人/日 最大 35 人、93 人/

月、1,120 人/年 

・学童保育：拡張 

・スマイル：同等規模 

空間 共有スペース （必要な設備） 

・多目的トイレ 

・子どもの高さの洗面台 

・多目的トイレ 

・子ども用洗面台 

・相談室 
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大項目 中項目 意見 居室、広さ、規模 

・子育て相談室（パーテーションで区切る） 

・授乳室（パーテーションで区切る） 

・ベビーベッドスペース 

・授乳室 

・ベビーベッドスペース 

子育て支援スペース 〔必要な設備〕 

・フリースペース 

（子育て講座） 

（コンサート・ヨガ・音楽療法・人形劇） 

（親子教室（園に上がっても受けられる）） 

・ピアノ 

・自由なサロンスペース 

・遊ぶスペース 

・食事スペース 

・専用の電話回線有 

・フリースペース 

 

学童保育スペース 〔必要な設備〕 

・静養室 

・事務室 

・キッチン（湯沸かし程度） 

・相談室（子ども向け） 

・生活スペース 

・学書スペース 

・人数分のロッカー 

・机といす（小学生用） 

・事務室 

・給湯室 

・生活スペース 

・学書スペース 

・ロッカー（人数分） 

・机 

・いす 

その他 ・その他施設利用 

・不登校の支援施設 

 

必 要 な 環

境・サービス 

 

子育て支援スペース 

（スマイル） 

・園のサービス機能が受けやすい。 

・地域団体の取組との連携。 

・駐車場（現状の併用や道路を挟む環境は危険） 

・今の環境が良い。 

・園の生活が分かると保護者として安心。 

・室外の遊具 保護者の目が届く。 

・給食試食会を実施したい。 

・子ども目線での検討が必要。 

・一日利用可能なスペース。 

・執務室が別に必要。 

・ふれあいランド遊具の活用が可能。 

・執務室 

・遊具 

 

学童保育スペース ・35 人が最大に対して 43 人が利用しており狭い。 

・小学生の学校からの移動は問題ない。 

・活動自由度の高い空間が必要。 

・駐車場は 10～20 台あるとよい。 

・現状よりも広いスペー

ス。 

・駐車場 10～20 台 
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●「生涯学習施設、オープンスペース」 

項目 意見 居室、広さ、規模 

施設 

全体 

・学童保育スペースとは階を分けるべき。 

・バリアフリー ２階建てでもＥＶは必要。 

・駐車場はどうするのか（屋上利用・地下駐車場）。 

・トイレの空間を広く取る。 

・バリアフリー対応トイレ 

教育 

委員会 

・現在、中央公民館に二つ課がある。 

・現在、16 名の職員が常駐（現状 75 ㎡（40 ㎡+35 ㎡））。 

・教育長室が必要。 

・現在の執務室より広い面積必要。 

・現状 75 ㎡ 

・現在より拡張 

図書室 ・図書室の拡大（室 or 館）。 

・館となると司書が必要になり本の入れ替えもある。コストも掛かるため要検討。 

・読み聞かせをするための座って聞くスペース（絨毯）。 

・自習室は図書室の一角で良い。 

・Ｗi-Ｆi は必要、電子書籍利用も多い。 

・青少年の居場所作り必要。 

・現状よりも拡張（室

or 館）。 

・読み聞かせスペース 

展示 ・文化財などの展示スペースが必要。 

・産業の展示（住民意見）。 

・展示スペースは階段を上がった所や壁などの共用スペースを利用。 

・文化財展示スペース

（共用スペースでも

可）。 

産業 ・グローブ、靴の修理（実演場所）。 

・常設のイベントは多目的スペースがあれば可能。 

・販売となると高価であり難しいのではないか。修理だとメーカーも協力してもらえるの

ではないか。 

 

調理室 ・調理室は利用していない。 

・あざさ苑の同等の調理スペースもしくは、もう少し小さい。 

・料理に関する活動団体はない。 

・地域の公民館には調理スペースないところもある。 

・あざさ苑の位置付けはどうするのか。 

・イベントで調理することもあるので調理室は必要。 

・洗い場は外部でも良い。 

・60 ㎡程度は必要。 

・あざさ苑が今後どうなるのかによる。 

・調理・飲食スペースを分ける方法もある。 

・60 ㎡程度 

・あざさ苑の調理スペ

ースと同じかそれ以

下。 

会議室 ・5 つ部屋を連続して４つのパーテーションで区切る。 

・現状の稼働率は高く、教室が多い。 

・会議室は役場も利用する。 

・独立の会議室とパーテーション利用の室。 

・和室は不要かもしれない（あざさ苑は利用されていない）。 

・５つの会議室 

・独立の会議室 

多目的室 ・現状の運動指導室は手狭。 

・防音設備がないため苦情もある。 

・ミニ体育室程度の広さ。 

・控え室、更衣室は必要（多目的室の一角）。 

・ミニ体育室 
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項目 意見 居室、広さ、規模 

避難所 ・避難場所としての位置づけをどうするか。 

・避難場所ではペットの対応も必要になる。 

・板の間は冷たい。年配の方への配慮必要。 

・畳は軽量のもの。 

・段ボールがあれば良い。 

 

その他 ・文化ホールは電気代など高く、常時開けられない。 

・複合施設ができると更に稼働率が下がるのではないか。 

・埋蔵物作業スペース（現在和室 45 ㎡ 半分でも良い）。 

・朝市ができるスペース（屋根があれば屋外でも良い）。 

・埋蔵物作業スペース

（20 ㎡程度） 

・朝市イベントスペース 
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（２）第２回ワーキング部会 

①各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

３班に分かれ、テーマごとにワークショップを行った。 

＜テーマ①＞ 

諸室面積の検討 

＜テーマ②＞ 

ゾーニングの検討 

●「敷地・駐車場・広場」 

項目 意見 居室、広さ、規模 

広場 ・駐車場と兼用だと子どもの遊び場としては危険。 

・既存ポケットパークとの一体化。 

・幼児用の広場を整備するとした場合、遊具や水遊びができる噴水等があるとよい。 

・イベントステージとなりうる場所に常設の屋根を設置してはどうか。 

 

駐車場 

駐輪場 

・公民館敷地東側に駐車場を整備し、併せてロータリーを整備する。 

・身障者用駐車場は施設のそばに整備する必要がある。条例等を確認する必要が

あるが、最低４台程度は必要ではないか。 

・庁舎裏の職員用駐車場への動線を敷地西側に新しく整備。 

・施設東側及び文化ホール西側に駐輪場を整備。 

・公民館敷地沿いに植栽を設け、歩行者スペースと自動車スペースを分ける。 

 

動線 ・歩行者動線と車両動線を分ける必要がある。 

・施設前のスペースをウッドデッキに整備し、歩道兼休憩スペースとすることで車両動

線と分ける。 

 

その他 ・公衆トイレは施設開館時は室内から入り、閉館時は外から入れるよう時間帯によっ

て動線を切り替える。 

 

●「学童保育・子育て支援」 

大項目 意見 居室、広さ、規模 

学童保育 ・自由時間は多目的スペースを活用 

・学習スペースが必要（最大利用 87 名）。 

・学童保育事務室（20～25 ㎡）が必要。 

・屋上空間は無くてもよい。 

・３部屋は必要 

・時間外時には高校生の自習スペースとして開放する（19 時以降）。 

・特別ルーム：20 ㎡ 

・１～３年生スペー

ス：80 ㎡ 

・４～６年生スペー

ス：60～65 ㎡ 

スマイル 共有スペース ・授乳室、多目的トイレ、ベビーカースペース、相談室、図書スペース

（読み聞かせ）は必要。 

 

専用スペース ・１階に現状と同じ程度（90 ㎡）は必要。 

・乳児用遊具（屋外可）が必要。 

・学童保育と同じフロアだと危険が伴う。 

・高齢者が子育ての相談に乗るなど、多世代交流に期待したい。 

・不特定多数の利用は危険も伴う。 
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●「生涯学習施設、オープンスペース」 

項目 意見 居室、広さ、規模 

執務室 ・窓口業務は必ず１階。他は２階以上でも構わない。 

・受付等はボランティアやシルバー人材センターでも対応可能。 

 

ミニ体育館 ・球技をしないのであれば階高は必要ない。体操、ダンス、吹き矢などの使用

を主とし、基本的には球技は禁止する。学童保育のドッチボールは階高が必

要ないため可とする。 

・球技ができる施設としては、健民グラウンドや小学校がある。 

・高さを抑えることで吹き抜け部分がなくなるため、空いたスペースを他の機能

に活用。 

 

調理室 ・現状は文化祭の時ぐらいでしか利用しない。 

・災害時を考えるとあったほうがよい。 

 

しごと 

スペース 

・しごとスペースの稼働率は悪いと思われるため、会議室として共用。 

・多目的スペースがあれば埋蔵文化財の特別展示もできる。 

・しごとスペースは固定ではなく多目的室のような利用（多用途）。 

 

会議室 ・単独会議室として 60 ㎡程度は必要。 

・会議は 10～15 名での利用が多い。 

 

カフェ ・１階のフリースペースに自動販売機と机やいすを置く。  

その他 ・３階屋外空間の安全性は大丈夫か。 

・災害時にどこまでこの施設で対応するのか。他施設の位置づけとの関係性。 

・机やいすを格納する倉庫が必要。 

・執務室、埋蔵文化財、学童保育等のそれぞれの倉庫や書庫が必要。 

・各階に給湯室が必要。 

・男女更衣室が必要。 
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（３）第３回ワーキング部会 

①各機能諸室の規模、配置等の具体的イメージの検討（ワークショップ） 

３班に分かれ、テーマごとにワークショップを行った。 

＜テーマ①＞ 

諸室面積の再検討 

＜テーマ②＞ 

フロアイメージの精査 

●「敷地・駐車場・広場」 

項目 意見 変更点 

広場  誰が使用する広場なのか。学童保育が毎日使用するための広場なのか。 

 学童保育が他のスペースで遊ぶのであれば、広場のコンセプトが変わってくる。

遊具を広場の真ん中に置くような広場であれば文化祭等のイベントでは利用で

きない。 

 何のための広場か（公園的利用、イベントのための広場）を明確にする必要

がある。 

 イベント時の利用も考慮しなくてはならない。 

 

駐車場  役場玄関まで自動車を寄せられるようにする必要がある。そのためにはロータリ

ーを玄関前に整備するのか、西側から東側道路に抜ける一方通行の敷地内

通路を整備するか、整備方法を検討する必要がある。 

 玄関前ロータリーを整備するためには８ｍ×８ｍのスペースが必要。 

 学童保育やスマイルの利用者には駐車場が絶対に必要。 

 歩行者と自動車の「動線」を絶対に分けることは難しいが、安全対策に考慮し

たプランをプロポーザルで提案してもらう。 

 役場玄関前にロータリ

ー 

屋上  子どもにとっては危険だが、例えば中庭のような建物に囲まれて上部だけオープ

ンになっている形状であれば良いかもしれない。 

 未就学児の遊び場がなく、常時開放された未就学児用の遊び場があれば保

護者に喜ばれると思う。 

 

「学童保育・子育て支援」 

項目 意見 変更点 

多機能 

ルーム 

 学年ごとに部屋を分けているが、ワンルームで可動式家具等でその日によって

間仕切りを動かせればよい。 

 不登校相談支援とあるが、不登校相談室として常設したほうがよい。また、学

童保育の近くよりは執務室の近くに設置したほうがよい。 

 ワンルームの居室 

 独立した相談室 

子育て 

支援 

ルーム 

 プレイルームに関しては子ども向けの催しを開催するなど、多世代交流の場とし

て活用したい。 

 スマイルについては居室（部屋）のほうがよく、２階でも構わない。 

 授乳室が必要。多目的トイレや手洗いについては共用部を使用する。 

 時間外（土日祝）については各種教室（ダンス、ヨガ等）で使用可とする。 

 １階にプレイルーム 

 ２階にスマイル 
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項目 意見 変更点 

屋上・ 

広場 

 管理が大変なため、屋上で遊ばせない、遊ばせたくない。 

 防災訓練やイベントなど以外で常時利用はしない。 

 遊びは基本的に広場を使用し、砂場やブランコ、滑り台等の乳児向け遊具が

必要。 

 オープンな空間で広く目が行き届くほうが良い。 

 乳児向け遊具 

「生涯学習施設、オープンスペース」 

項目 意見 変更点 

図書 

ルーム 

 現在の図書室には 6,000 冊の蔵書があるが、住民より増冊のニーズがある。 

 調べものや読書、自習などは２階の静かな場所を使用し、絵本の読み聞かせ

や新聞雑誌コーナーについては１階でよいと思う。 

 使用シーンによってフロ

アを分ける。 

調理室  30 ㎡は必要。文化祭の時に調理できる設備は必要。 

 災害時にも庁舎近くに調理室があると便利。 

 調理室 30 ㎡ 

防音 

ルーム 

 多目的ルーム全体を防音にすればよい。  

多目的 

スペース 

 学童保育と一般利用者の共有ができるのか。 

 多目的スペースを３階に配置すると空調コストがかかる（暑い）。 

 

会議室  会議室（居室・部屋）は一定数必要。 

 フリースペースでの会議は難しい。 

 

学童保育  長期休暇時には学童保育と自習の利用ニーズが被る。  

しごと 

スペース 

 稼働率が低いと思われる。仕事風景を“見せる”のであれば１階、デスクワーク

をするのであれば２階でよい。 

 作業スペース１階 

 コワーキングスペース２

階 

屋上  屋上広場を整備する費用対効果が見込めるのか。地上空間を活用できない

のか。 

 屋上緑化は管理コストがかかる。 

 

文化財 

作業 

スペース 

 ２~３畳のスペースがあればよい。 

 外部空間に泥を落とせる流し場が必要。 

 保管は施設外のコンテナ等でもよい。 

 ２~３畳（3~5 ㎡）

程度の作業スペース 

その他  居室としての相談室は必要。  独立した相談室 
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（４）第４回ワーキング部会 

①プロポーザル提示条件の検討（ワークショップ） 

３班に分かれ、下記の項目ごとにワークショップを行った後、ワールドカフェ形式で意見を共有した。 

① 屋外施設機能 

② 子育て支援機能 

③ 共有スペース機能 

④ 生涯学習機能 

⑤ 執務機能 

⑥ 共用部 

⑦ 全体 
 

項目 意見 提示条件 

屋
外
施
設
機
能 

駐車場  広場の位置によって駐車場の位置も変わる。絶対条件にするのであれ

ば提示する必要がある。 

 駐車場は道路側にあるほうが災害時にも使いやすい。 

 ロータリー、車寄せは必要。 

 庁舎玄関脇の植栽を身障者用駐車場、来場者用駐車場とする。 

 駐車場の進入路は複数確保する。 

 庁舎玄関脇の植栽

を 身 障 者 用 駐 車

場、来場者用駐車

場とすること。 

 駐車場の進入路は

複数確保すること。 

広場  イベント広場としての使い方を優先するのであれば遊具やベンチは邪魔

になる。 

 乳幼児向けの専用広場は必要。 

 事業者に駐車場と広場の位置関係を提案してもらえばよい。 

 利便性、安全面を

踏まえて駐車場と広

場のより良い配置関

係を提案すること。 

屋上  乳児用遊具の確保が必要。町内でも少ない。 

⇒屋外は危険なため複合施設での利用は難しい。 

 

子
育
て
支
援
機
能 

子育て支援 

ルーム 

 フロアクッションが安全。 

 ピアノを利用するため防音設備は必要。 

 靴箱、荷物、備品を収納するロッカーが必要。 

 授乳スペースはパーテーションで対応。 

 共用部とは別に専用の幼児向け手洗い場が必要。 

 フロアクッションとする

こと。 

 防音対策を施すこ

と。 

 幼児向け手洗い場

を設けること。 

多機能活動 

ルーム 

 フロアクッションが安全。 

 可動式家具で空間を仕切れるようにする旨を記載する必要があるの

か。 

 時間帯別の利用イメージを示したほうがよい。 

 靴箱、キッチンスペース、手洗い場はどうするのか。 

 別用途での利用は必要ないのではないか。他の室で対応可能ではな

いか。 

 フロアクッションとする

こと。 

※利用イメージを提示 

相談室  数名（家族）でも利用できる広さが必要。 

 外に声が漏れないようにする必要がある。 

 別用途でも利用可能とする。 

 防音対策を施すこ

と。 

事務室  静養室とはパーテーションで区切ればよい。  
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共
有
ス
ペ
ー
ス
機
能 

全体  若いお母さんたちのニーズとしては、カフェでゆったりしたいとの意見が多

い。 

 

フリーキッチン  本当に必要か。空間として固定され、狭くなる。 

 イベント時に使用するのであれば、もう少し具体的な設備内容を提示

する必要がある。 

 災害時の利用のための設備として何が必要か。 

 炊事場、イベントごとの仕込みに利用できるのか。下準備のスペースとし

て足りるのか。 

 

図書スペース  電子書籍などもあると良い。 

 乳児・親子でゆっくりと本を読むことが出来るスペースがあるとよい。 

 司書レファレンスは２階？絵本を借りる場合は？ 

 靴を脱いで座って本を読めるスペースがあるとよい。 

 靴を脱いで乳児・親

子がゆっくりと本を読

むことが出来るスペー

スを確保すること。 

多目的ルーム  机やいすを収納するスペースは？  机やいすの収納スペ

ースを確保すること。 

スタジオルーム  多目的ルームの一画に整備できないか？  

生
涯
学
習
機
能 

会議室  部屋に簡易流し台、スペース、給湯室があればよい。 

 イベント時の煮炊きでの大鍋は利用できない。 

 会議室が２階だと熱い鍋を運ぶのは大変。 

 全ての会議室にキッチンスペースは必要ないが、１室ぐらいはあってよ

い。生け花教室等で利用できる。 

 「簡易流し台」のとらえ方は人によって異なる。 

 

埋蔵文化財 

作業ルーム 

 古墳の調査が今後続いていくが、すべての発掘が終了した後に別の使

い方ができるようにしておくべきではないか？ 

 

図書ルーム  パソコン利用も想定したほうがよい。 

 現在の 6,000 冊以上の蔵書は確保したい。 

 

執務機能  教育長室は別途必要（応接スペース含む）。  教育長室を確保す

ること。 

共用部  防犯面から学童保育の出入口は一般利用者と分けるほうがよい。 

 子どもとその他利用者の動線を提示する必要はあるか。 

 防犯設備（防犯カメラ等）の設置についても検討したほうがよい。 

 幼児でも利用できるトイレ、手洗い場が必要。 

 子どもと一般利用者

の動線に配慮するこ

と。 

全
体 

全体  飲食可でよいのか。 

 静粛な環境とするには防音設備が必要。 

 各階に手洗い場、キッチンがあるとよい。 

 

防災  非常用電源の設置とあるが、地域防災計画での複合施設の位置づけ

によって規模や性能（自家発電、蓄電池等）が変わる。複合施設の

ための非常電源であれば、２~３日分の容量があればよいと思う。 

 

その他  あまり具体化し過ぎると設計提案の幅が無くなり、同様な提案となる。 

 同じ空間、スペースを複数の機能で利用する提案もありか？ 

 全館閉館日はあるのか？各機能の開いている時間の提示は必要。 

 



 

60 

 

（５）ワーキンググループ部会員名簿   

 

氏名 役職 

植村 恵美 健康子ども局 次長 

林田 忠男 政策推進課長 

長谷川 淳 総務課長 

堀川 佳則 財政課長 

北村 しのぶ 住民保険課長 

古川 知津 長寿介護課長 

乾 輝男 健康子ども課長 

岩倉 由美 子育て支援センター長 

岸部 美和 幼児園長 

宮内 健吾 土木まちづくり課長 

青木 周造 産業管理課長 

岸部 聖司 社会教育課長 

藤川 一人 教育総務課長 
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３．三宅町複合施設整備基本計画策定委員会          

（１）第１回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

■計画地の協議 
 

分類 意見 

敷地 

中央公民館敷地に整備パターンではポケットパークが離れてしまう。役場前駐車場に増築パターンのほう

が一体的に広場として使うことができる。 

中央公民館敷地に整備パターンでも、西側に寄せてポケットパークのところまでを敷地に含めると、開発許

可や境界明示が必要。 

建物の形状を工夫して庁舎正面の視認性確保、圧迫感の解消を条件に提案を求めれば役場前駐車

場に増築パターンでもよい。 

役場前駐車場に増築パターンであとは配置とデザインの工夫によってより良い建物になればよい。 

役場前駐車場に増築パターンだと工事期間中は役場の駐車場は利用できないのでその対応が必要。 

工期の問題、公民館の使用制限、工夫次第では庁舎、文化ホール、複合施設の３施設の視認性の

確保、広場を広く確保できる等の意見があったが、役場前駐車場に増築パターンが多かった。 

役場前駐車場に増築パターンしかない。大きな施設が建つイメージをしながら、どのような施設にするか中

身だけではなく、出来上がった際のイメージも含め計画する。 

執務室 応接室も必要。 

図書スペース 
図書室機能に専用スペースがないのは問題。図書を共用部に配置するとどう管理するのか。現時点の図

書室のスペースは確保したい。 

会議室 会議室等の利用頻度を鑑みて面積を縮小することも必要。 

防災設備 
災害時に使用するとなれば非常電源は必要になる。今後、中身を検討するにあたっては災害時の使用

方法も考慮が必要。 

庁舎視認性 庁舎の正面玄関はふさがないほうがよい。 

圧迫感 役場と同規模の建物が道路脇に建つとしたら相当の圧迫感になる。形状の工夫は必要。 
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（２）第２回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

■諸室面積について協議 
 

分類 意見 

子どもの関わり 設計の仕様に、子どもが何か関われるような仕掛けづくりの提案を盛り込んでもよい。 

歩行者動線 
歩行者動線があることで自由な提案ができなくなるのであれば、外したほうがよい。教育委員会との協議

が必要。 

庁舎視認性 今の配置イメージでは（庁舎正面玄関が）完全に正面がつぶれてしまっているので、問題ではないか。 

駐輪場 駐輪場に関しては道路に面していないほうがよい（法的な制約もあったように思う）。 

植栽・一体性 
（車両・歩行者の動線を分ける）植栽があると分断されて一体性がなくなるように思う。このような構造

物なしで一体性を持たせる方向で提案を受けたほうがよい。 

エリア一体性 できるだけ複合施設と役場のエリア一体的な提案を求めたほうがよい。 

生涯学習スペ

ース・庁舎視

認性 

生涯学習スペース５つを４つにするなど、今の使用頻度から見て削れるところは削り、かわりに役場の玄

関が見通せるという条件を満たす広さにはできないのか。 

ステージ 複合施設の軒下をステージのように使ってはいけないのか。 

配置 駐輪場をなくし、もっと後退できないのか。 

一体的活用 駐輪場も含め、庁舎の空きスペースを合わせて考えてもらうほうがよい。 

維持コスト 三宅町の場合は、維持コストを考慮しなくてはならない。密閉性があり、電気代も安くなるようにするべき。 

建設後の管理 建設後の管理のことも考えて設計するよう仕様に盛り込む必要がある。 

面積圧縮 後のことも考えて面積はできるだけ圧縮するほうがよい。 

会議室 会議室も多いので、削れる部分は削ったほうがよい。 

構造 
建築費を抑えるのであれば、RC 構造ではなくて構造そのものを軽量鉄骨などにして、中のデザインに凝る

という方法もある。 

学童保育 学童保育の時間外も別で活用していかないともったいない。 

多目的スペー

ス・フリースペー

ス・会議室 

今の施設の利用状況からみて、多目的スペースとフリースペースが両方必要なのか、会議室の使い方を

検討する必要がある。 

キッチン 

（スマイルのキッチンは、専用でなくても）機能があれば問題ない。ただし、１階と３階で行ったり来たりで

きるのかという問題はあるので、そこは運用しやすいように設置しなければならない。使い勝手が悪ければ

利用者がいなくなるので、共有が可能としてもきちんと考えなければならない。 

多目的スペー

ス・会議室 

多目的スペースと会議室を隣接させ、共有することができないか。多目的スペースを 230 ㎡としたうえで、

複数の会議室 120 ㎡とあわせて使い、最大 350 ㎡にできるイメージである。 

学童保育 他の時間に別の用途で使用するには、学童保育用の家具を収納するスペースが必要。 

耐震 耐震等についても条件に入れる。 
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（３）第３回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

■諸室面積について協議 
 

分類 意見 

間仕切り 学童保育のキャスター付き可動式間仕切りの安全性の確保については検討してほしい。 

執務室 

教育委員会の執務室と教育長室、相談室の３部屋が必要になる。職員同士少人数で簡単な打合せ

や相談ができる空間があればよい。 

執務スペースに男女で 15 ㎡ずつの更衣室があってもよい。 

防音ルーム 防音ルームは無くし、会議室を防音ルームとするのもアイデアとしてはある。 

埋蔵文化財作

業スペース 

（埋蔵文化財の作業スペースは）教育委員会としてもう一名専門家を雇用する必要があるため、もう少

し広いほうがよい。 

庁舎視認性 限度はあると思うが、出来れば（真南から庁舎正面が）見えたほうが望ましい。 

共有部 工夫次第で小さくできるのであれば、諸室の面積を増やすことは可能。 

子ども向け 

諸室 

全体を見た時、子ども重視は大事だが諸室構成バランスとして子ども向けの諸室が多いのはどうか。昼間

は学校に通っており利用しない。工夫すればもう少しボリュームを圧縮できるのではないか。 

圧迫感 東側道路からは建物の側面しか見えない。垂直な壁として圧迫感の出ないような工夫が必要。 

広場 
広場を遊び場として利用するのであればバリカー止めを配置するなど駐車場と区分しておかなくてはならな

い。 

駐車場 プロポーザルの条件として植栽部分を駐車場にする旨を提示するのもよい。 
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（４）第４回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

■プロポーザル募集資料について協議 
 

分類 意見 

提案条件 安全性の担保なのか、優位的な提案を求めるのか、条件設定の目的整理が必要である。 

提案条件 これまでプロジェクトメンバーから出てきたコンセプトに基づいて施設整備に係る条件を作成している。 

提出書類 ２次審査で経営関係を確認するのであれば書類が必要。 

審査 
10 社に絞ったものを中小企業診断士が確認する。中小企業診断士からは、健全か不健全かのコメント

はもらえる。 

審査 
審査委員は策定委員会メンバーと奈良県立大学、国立奈良女子大学などの学識経験者を予定してい

る。 

審査 
提出書類の統一を図るほうがよい。統一されていないと、比較できず審査が難しい。イメージスケッチだけ

は入れるなどしないと、建築の学識経験者でないので分かりにくい。 

審査 基本方針の条件がクリアできているかは確認できるような採点表が必要。 

事業内容 中央公民館の機能は仮移転とし、仮施設の建設は予定していない。 
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（５）第５回三宅町複合施設整備基本計画策定委員会 

■三宅町複合施設整備基本計画（案）の確認 
 

分類 意見 

施設だより 三宅町複合施設だよりは今後も継続して発行していく。 

町民 

プロジェクト 

会議 

46 頁の「（６）町民プロジェクト会議の主な意見及び反映」の反映の○△×だが、これは町が想定する

導入機能に対する反映・対応であり、プロポーザルでの提案と必ずしも一致しているわけではない。今後、

事業者と協議してプランは最終決定する。 

今後の予定 設計監理については、来年度から外部専門家に２年間委託して監理してもらう。 

 

■プロポーザルの結果報告 
 

分類 意見 

事業費 
住民の意見を取り入れていく中でコスト削減を図るとのことだが、事業者と協議しながら取り組む必要があ

る。 

設備 子どもが使用する階段については安全対策が必要。 

駐車場 駐車台数や位置については今後協議しながら調整する必要がある。 

駐車場 複合施設の開館時間と学童保育のお迎え時間が被ると駐車場が不足する可能性がある。 

諸室 面積を大きく増減することが出来ないが、事業者と協議して最終的に面積を決定する。 
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（６）三宅町複合施設整備基本計画策定委員会設置要綱 
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（７）三宅町複合施設整備基本計画策定委員会名簿 

 

 氏名 役職 

委員長 松浦 功治 副町長 

副委員長 澤井 俊一 教育長 

委員 森本 典秀 みやけイノベーション推進部長 

委員 岡橋 正識 総務部長 

委員 宮内 秀樹 住民福祉部長 

委員 江蔵 潔明 まちづくり推進部長 

委員 東浦 一人 教育委員会事務局長 

 

（８）基本計画策定支援アドバイザー（学識経験者） 

氏名 役職 

神吉 優美 
奈良県立大学地域創造学部 

コミュニティデザインコモンズ 教授 
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４．先進地視察             

（１）Good Job！ ンター香芝 

①施設概要 
 

施設名 Good Job！センター香芝 

運営主体 社会福祉法人わたぼうしの会 

住所 奈良県香芝市下田西 2-8-1 

開館日 開館時間：10:00～17:00 （カフェ・ストアは 11:00～） 

休館日：日曜日・祝日 

施設用途 障害福祉施設 

【事業概要】 

・就労継続支援 A 型事業 

・就労継続支援 B 型事業 

・就労移行支援事業 

・生活介護事業 

②視察概要 
 

実施日 平成 30 年 10 月 10 日（水）12：30~15：00 

参加者 三宅町長、事務局５名、学識経験者１名、コンサルタント４名 

現地写真 

  

施設全景 カフェ 

  

受付 エントランスホール 
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ショップ 縁側テラス 

  

水回りスペース 相談室 

③意見交換 

施設担当者と意見交換を行った。 

⇒40 名想定で施設規模を検討した。現在は 30 名程度が利用しているが、今後も増える予定で別棟が必要に

なると思われる。 

⇒社会福祉法人の施設の建設補助額は低い。 

⇒施設設計はプロポーザルコンペ方式で募集した。最終的には社会福祉法人が決定したが、選定アドバイザーと

して四天王寺大学の学識経験者（福祉デザイン、建築計画、事業計画等）にも選定委員に入ってもらっ

た。 

⇒プロポーザルコンペのテーマを「仕事・人を集める」と設定し、提案期間２週間で事業者を募集した。103 組の

応募があり、書類選考で６組まで絞り、最終的に模型を使用したプレゼンを行い、事業者を決定した。 

⇒応募が多かった理由として、参加条件として実績を求めなかったため、若手建築家も参加できた。住宅しか設

計してこなかった建築家が新たなチャレンジとして参加したのだと思われる。 

⇒選定理由としては、事業者のコミュニケーション能力を高く評価した。提案に対してこちらが共感でき、一緒に作

り上げていきたいと思える事業者に決めた。 

⇒プロポーザルコンペの募集情報については、建築家がよく見る情報サイトに記事を上げるとともに、声掛けやイベ

ントで周知した。 
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（２）守口市東部エリア ミュニティ ンター 

①施設概要 
 

施設名 守口市東部エリアコミュニティセンター 

運営主体 大阪府守口市 

指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス（平成 31 年３月時点） 

住所 大阪府守口市大久保町１丁目南 27-6 

開館日 開館時間：9:00～22:00（ロビー等共用部分は 8:30 よりオープン） 

休館日：年末年始（12/29～1/3） 

施設用途 多目的複合施設 

【諸室】 

●会議室 1～3 

用途：会議、学習会等 

面積：116.0 ㎡（会議室 1：52.0 ㎡、会議室 2：21.0 ㎡、会議室 3：43.0 ㎡） 

●セミナー交流室 1・2 

用途：会議・学習会等 

面積：42.0 ㎡（交流室 1：14.0 ㎡、交流室 2：28.0 ㎡） 

●創作室 

用途：工作・陶芸等 

面積：29.0 ㎡ 

●調理作業室 1・2 

用途：調理実習等 

面積：68.0 ㎡（2 部屋とも 34.0 ㎡） 

●和室 

用途：茶道、華道等 

面積：23.0 ㎡ 

●親子交流室 

用途：おはなし会等 

面積：34.0 ㎡ 一般開放有 

●スタジオ 

用途：楽器の練習等 

面積：15.0 ㎡ 

●多目的ホール 

用途：球技・ダンス等 

面積：690 ㎡（1/3 面 230.0 ㎡、1/2 面 345 ㎡）一般開放有 

●東体育室 

用途：球技、ダンス等 

面積：444.990 ㎡（半面 222.495 ㎡） 
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②視察概要 
 

実施日 平成 30 年 11 月６日（火）13：00~14：00 

参加者 三宅町長、策定委員７名、事務局４名、コンサルタント１名 

現地写真 

  

施設全景 受付窓口 

  

喫茶室 図書室 

  

１階エントランスホール 音楽スタジオ 

  

多目的ホール 児童図書スペース 
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③意見交換 

施設担当者と意見交換を行った。 

 質問 回答 

１ 普段の主な利用者はどのような方々か。 日中は午前午後とも高齢者が多く、サークル活動で使用して

いる。夜間は小学生から高校生までの利用が多い。 

２ 「憩いの広場（共有スペース）」は普段、どのよう

な使い方をされているのか。 

作品の展示スペースや音楽活動の発表会などで使用してい

る。 

３ 諸室の稼働率はどの程度か。 平均で 30％以下。多目的ホールはほぼ 100％。 

４ 催し、イベントは施設側で企画するのか。また、市

民団体からの持ち込み企画はあるのか。 

15 回（市指定事業 13 回（地域福祉、防災等）、指定管

理者独自事業２回）。 

市民からの持ち込み企画については、今後、サークル団体等と

検討していきたい。 

５ 情報図書館の図書はどのように管理しているの

か。 

９時から 18 時までは貸出のみ、18 時から 20 時は閲覧・自

習室として開放している。他館からの図書の取り寄せは可能。 

６ インフォメーションではどのような案内をしているの

か。 

受付窓口、市情報の発信・対応等。 

７ 各階に用途ごとの諸室を配置しており、多くの利

用者が出入りすると思われるが、安全管理はどの

ような対策をとっているのか。 

各階と外構に防犯カメラを設置している。また、吹抜けのため、

声や音が聞こえる。 

８ 開館前の想定と開館後の利用状況で良かった

点、改善点等はあるか。 

使い勝手が悪く来なくなった方もいる。 

市の堅苦しい企画だけではなく、民間ノウハウを活用して利用

率を上げていきたい。 

●その他意見交換 

⇒社会教育施設（社会教育法）として３館を集約してコミュニティセンターを建設した。指定管理者に運営を委託す

ることで、利用者の意見を吸い上げ、運営に反映している。当初、情報図書館は 18 時までだったが 20 時まで延長

し、開館も９時から８時半に早めた。 

⇒ダンスサークルはフローリングの諸室であれば活動できることから、創作室や調理室を使用している。 

⇒子育て世代や女性目線で施設の設備は取り入れたほうがよい。 

⇒施設利用者は近隣住民が主なため、基本的には自転車か公共交通（コミュニティバスなど）で訪れる。自動車で

お越しの方にはコインパーキングを利用してもらう。 

⇒利用料は全て指定管理者の収入となる。ランニングコスト（人件費、光熱費等）については 50％は市が負担し、

残り 50％は利用料や市の収入から支払う。 

⇒特定の設備がある部屋（調理室、和室、創作室等）は稼働率が低い。自由度の高い諸室が好まれる。 

⇒会議室はパーテーションで区切れ、楽器演奏での使用は認めているが、音漏れはする。 

⇒体育館にはスクリーンがあり、コミュニティ祭の会場として使用している。 

⇒スタジオは狭い。バンド練習にはもっと広いほうがよい。 

⇒調理室は両サイドに水回りを配置することで、部屋の真ん中をパーテーションで区切れるようにしている。 

⇒喫茶室では月２回程度、障害福祉施設の方々が飲食販売している。 

⇒備蓄倉庫があり、非常用電源(３日分)や発電機も屋上に備えている。今後、避難所指定されるかもしれない。 

⇒夏季及び冬季休暇の時期は学生の図書室と体育館の利用が増え、利用できない方もいる。自習室は独立したほ

うがよい。 
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５．タウンミーティング意見交換            

・施設に行きたくても行けない方の目線で考え、バスなどを総合的に考えて頂き、誰もが行ける場所であればと思いま

す。また、自治会の繋がりも重要であり、公民館活動の充実も進めてください。 

⇒この施設ができることにより、ご近所で話し合い誘い合わせ頂けるネットワークもできればと思います。今後、行

政はそのようなネットワーク作りを支援していかなければなりません。ものを建てるだけではなく、どう活用するかが

一番大事であると考えています。 

・複合施設の児童館機能に対してどうお考えですか？ 

⇒小学生だけではなく 0 歳から 18 歳までの子どもの居場所が町内には無かったため、児童館機能として持た

せ、多世代の交流を生むところと考えています。また、子どもが来たくなるような仕掛けを作ることで、必然的に

児童館機能を果たせる場所となり、子どもが本当に行きたいと思う場所を作りたいと考えています。 

・コワーキングスペースにおいて、起業支援又は、中小企業がビジネスを展開すれば町の活性化にも繋がります。ただ、

リスクも当然あり、事業の社会性・健全性の確保が非常に重要であり、行政としてどのようにお考えですか。 

⇒コワーキングスペースは町の活性化にも繋がると考えており、有料で貸し出しの中、どのような企業が入るのか

対応すべきと考えます。民間という可能性もある中、行政でどのような対応ができるのかも含め、今後２年間

で中身も踏まえて検討しなければならないと考えています。 

・過疎債の活用も踏まえて複合施設を役場前に建てなければならないのですか。もっと広い場所では考え直すことは

できないのでしょうか。 

⇒広い場所をというご意見ですが、土地の買収には時間も費用も要することから、町有地を利活用する方針とし

ました。また、公共施設を集約化し使いやすくするためにも、この場所に設定させて頂き、過疎債という有利な

財源により、将来の子どもや孫への負担を少なくしたいと思います。 

・学童保育のスペースが 185 ㎡となっていますが、これで本当に学童保育ができるのか不安になります。 

・確かに過疎債が非常に魅力的なこともわかりますが、全体に急ぎすぎではないですか。また、多くの方が納得できるも

のにするためには、決まった内容を広報誌等で特集を組んでもいいと思います。どのような話があり、どのように決まった

のか関心をもって頂き、納得してもらう方がよいのではないでしょうか。 

⇒広さについては色々な会議において想定し、議論をまとめて今回の案を作成したものです。今日はお示しさせ

て頂く段階であり、今日がスタートという位置づけです。 

⇒今後、広報誌の特集等を活用し、経緯や経過も含め広く住民の皆さんに周知を行っていきます。また、色々

な機会を活用し説明責任を果たしてまいりたいと考えております。 

・学童保育は、色々な性格の子どもがおり、目の届かないところは危険であると思います。最近、発達障害を持つ子ど

もも増えていますので、指導員がいるスペースの他で活動されることは不安があります。 

⇒学童保育において、運営の危険性から安全をどう確保するかは当然のことです。しかし、学童保育スペースだ

けでどのようなことができるのか、また、学童保育を利用していない子どもとたちとどう関わっていけるのか、行政と

して児童館機能も含めながら考えていかなければならないと思います。 

・この複合施設の案には、社会教育、教育委員会、不登校対策、福祉なども入っています。フリースペース内には高

齢者の居場所も作るということですが、ここの運営について町長はどのようにお考えですか。 

⇒運営についてはまだ議論が必要です。外部からのコーディネーターを含め、主体的に住民の方々が運営してい

く方法についても取り組んでいければと考えています。 
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