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１ 設計基本方針策定の趣旨

（仮称）三宅町複合施設は、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施設であり、特

定の目的を持った一般的な公共施設とは異なり、様々な機能が効率的、効果的に連携する町の代表的

な施設としてふさわしいデザインである必要があります。

このため、この設計基本方針は、（仮称）三宅町複合施設の ①コンセプト ②基本方針 ③導入機能

④前提条件 ⑤配慮事項など同整備方針が示す複合施設の機能を利用する町民や設計者に具体的に示

すことを目的として策定するものです。
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２ 計画地の概要

（１）所在地 ：奈良県磯城郡三宅町大字伴堂 689 番地

（２）用地面積 ：6,120.09 ㎡（三宅町役場敷地内）

（３）用途地域等

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

（４）接道状況 ：東側 町道三宅 81号線（認定幅員 3.7ｍ～4.7ｍ）

南側 町道三宅２号線（認定幅員 6.9ｍ～7.2ｍ）

西側 町道三宅３号線（認定幅員 6.5ｍ～6.5ｍ）

※詳細については、三宅町まちづくり推進部 産業管理課に問合せのこと。

（５）備 考：敷地内には庁舎、文化ホールがあり、複合施設の建設は「増築」とし、単独施設と

しての整備を想定する。

建設予定地の西側の中央公民館については複合施設の整備後に解体し広場及び駐車

場を整備する予定。

建設予定地内は現在、三宅小学校児童の通学路となっている。

（位置図）
 

庁舎敷地境界

【複合施設整備予定地】

庁舎敷地南側（駐車場）

約 1,700 ㎡

【広場及び駐車場整備予定地】

中央公民館敷地

約 1,840 ㎡

庁舎玄関脇の植栽を身障者

用駐車場、来客用駐車場と

する場合の位置

通学路
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３ コンセプト

●将来像

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”

●コンセプト（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。

４ 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、設計を進めるものです。

（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、フレキシブルな空間を提供します。

（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

うな空間を提供します。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しま

す。

（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します。

（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します。

（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します。
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５ 導入機能及び前提条件・配慮事項

機能 詳細 内 容 面積

共有

スペース

機能

フリースペース
・下記機能コーナーとともに、住民が自由に集えることができる、多目的

利用が可能な交流スペースとすること。

窓口

コンシェルジュ
・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こと。

330 ㎡

程度

情報発信

コーナー

・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こと。

フリーキッチン

コーナー

・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

ーを確保すること。

・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こと。

図書コーナー
・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

ーを確保すること。

自主学習

コーナー

・共有スペース内のオープンな空間で自主学習できるようテーブル・椅子

を配置すること。

コワーキング

コーナー

・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

供すること。

期間限定

ショップ

コーナー

・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こと。

多目的ルーム

・会議・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こと。

・舞台、放送設備（映画上映対応）、鏡、防音機能を確保すること。

・机や椅子の収納スペースを確保すること。

240 ㎡

程度

スタジオルーム ・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こと。
30 ㎡

程度

生涯学習

機能

会議室

・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こと。

・各部屋に簡易流し台スペースを設置すること。

・大会議室１部屋、小会議室２部屋を確保すること。

120 ㎡

程度

埋蔵文化財

作業ルーム

・発掘された文化財の洗浄・調査・修復を行える空間を確保すること。

・洗浄や日干しができる専用の屋外スペースを確保すること。

・文化財を展示するスペースを確保すること。

30 ㎡

程度

図
書
ル
ー
ム

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こと。 60 ㎡

程度
自主学習

コーナー

・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こと。
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機能 詳細 内 容 面積

子育て

支援機能

子育て支援

ルーム

・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こと。

・授乳スペースやおむつ換えスペース、事務室、相談室を確保すること。

・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、備品

等を格納する倉庫を確保すること。

・フロアクッションを敷設すること。

・防音対策を施すこと。

・幼児向け手洗い場を設けること。

80 ㎡

程度

多機能活動

ルーム

【学童保育】

・学童保育の活動拠点として、活動の自由度の高い、生徒 100 名程度ま

で対応できる広い空間を確保すること。

・空間内では可動式家具等で空間を仕切れるようにすること。

・簡易キッチンスペースを確保すること。

・安全・安心の面から、子育て支援ルームとは別フロアとすること。

・フロアクッションを敷設すること。

【別用途】

・昼間時や夜間時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こと。

185 ㎡

程度

相談室
・不登校相談や子育て相談等の場として相談室を確保すること。

・防音対策を施すこと。

20 ㎡

程度

事務室 ・学童保育指導用の事務室と静養室を確保すること。
20 ㎡

程度

執務機能 執務スペース
・各種機能の担当職員が常駐する執務室、書庫、ロッカー、倉庫を確保

すること。

150 ㎡

程度

共用部

・各階に男女トイレ、多目的トイレ（オムツ交換台含む）、給湯室を確保す

ること。

・１階に授乳室を設けること。

・階段、廊下、エレベーター等を設けること。

・子どもと一般利用者の動線に配慮すること。

-

屋外施設

機能

（一体利用

が可能であ

ること）

駐車場

・身体障害者用駐車場及び来場者駐車場を確保すること。但し、庁舎玄

関脇の植栽を身障者用駐車場、来客用駐車場とする提案も可とする。

・庁舎、文化ホールの来場者用駐車場も兼ねて整備すること。

・歩行者の安全確保の為、分離を図った動線計画とすること。

・駐車場の進入路は複数確保すること。

・バイク、自転車の駐車スペースを確保すること。

・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

が行うことができる配置とすること。

32 台

程度

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）を整備すること。

・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こと。
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機能 詳細 内 容 面積

・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。

全体

・庁舎玄関の視認性を確保すること。

・既存の庁舎、文化ホールとの全体のデザインバランスに配慮すること。

・誰もが支障なく、利用しやすいユニバーサルデザインを採用し、車椅子やベビーカーの利用に十分配慮

した施設とすること。

・施設のライフサイクルを考慮し、建設コストと維持コストの最適化により総合的に経済的な施設とすること。

・周辺景観との調和に配慮すること。

・自然エネルギーの有効活用や、低環境負荷材料の使用により環境に優しい施設（グリーン化技術、消費

エネルギー削減等）とすること。

・災害時に一次的な避難場所としても利用できる空間を想定すること。

・災害時の非常電源等の確保（防災機能設備）を想定すること。

・奈良県地場産業材の活用も考慮すること。

・耐震構造とすること。

・室温環境（温度、湿度、照明、採光、防音等）を快適に保ち、照明及び冷暖房の経費節約となるよう工夫

すること。

・屋上の活用を提案すること。

・全フロアにて飲食可、Ｗi-Fi 使用可とすること。

・前面道路からの視認性にも配慮したデザインとすること。

・中央公民館敷地との敷地境界については構造物や植栽、タイル等で明示すること。

・敷地東側沿道部については歩行者の安全性、見通しに配慮した計画すること。
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６ フロアイメージ

※機能イメージであり、配置を決めるものではありません。

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㎡

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㎡

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

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㎡〈コーナー例〉
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
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７ スケジュール（予定）

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 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

文化財発掘調査

中央公民館解体

外構工事

移転

（５月）施設運営開始


