
中央公民館改築整備基本計画づくり 第３回ワークショップ 

日時：令和2年11月21日 10:00～12:00 

場所：中央公民館別館3階 大研修室 

次  第 

１．あいさつ 

２．前回のふりかえり（事務局） 

・意見まとめ、アンケート 

・資料の説明（イメージ・部屋の規模・配置の考え・メリット/デメリット） 

３．ワークショップ 

・進め方の説明（事務局） 

・各班でのワークショップ（役割分担／意見交換） 

・各班より意見の発表 

４．その他（次回日程、ふりかえりシートの提出） 

全体スケジュール  ～ いつ、何について話し合うのか ～ 

◆第１回ワークショップ：８／22（土） 

・自己紹介、意見発表 

◆第２回ワークショップ：10/３（土）

・各班で役割を決めていただきます 

・設定したテーマを中心に意見交換をお願いします 

◆第３回ワークショップ：11/21（土）：今回  

・第 2回ワークショップ結果を踏まえたイメージ、規模、部屋の配置（案）の提示 

・配置計画の具体化に向けた意見交換 

◆第4回ワークショップ：R3.1月中旬ころ 

・第3回ワークショップの結果を踏まえて、基本計画（素案）の提示 

・修正とりまとめ方針について意見交換 

◆第５回ワークショップ：R3.3 月上旬ころ 

・基本計画（案）、イメージ図について説明 

・今後の検討課題（積み残し）や運営へ参加について意見交換 

※ 新型コロナウィルス感染拡大状況により、開催形式を変更する可能性があります。 

※ スケジュールや内容は、意見交換の進み方等に応じて適宜、見直していきます。 

※資料３のみ、当日の配布となります 



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ記録

【 Ａ班 】
司 会 進 行 役：幸山 由佳
発  表  役：柳沢 正康
議 事 メ モ 役：三宅 桂子
タイムキーパー役：木野本 真理
Ａ班メンバー  ：山口 允己

【 Ｂ班 】
司 会 進 行 役：皆川 朋枝
発  表  役：長砂 佐紀子
議 事 メ モ 役：全員
タイムキーパー役：井上 和世
Ｂ班メンバー  ：中田 貞之
        ：百田 茂雄

         ：池田 廣子

【 Ｃ班 】
司 会 進 行 役：中村 新吾
発  表  役：長砂 伸也
議 事 メ モ 役：全員
タイムキーパー役：長尾 凛太朗
Ｃ班メンバー  ：大池 景子
        ：中島 敬子

【 Ｄ班 】
司 会 進 行 役：永易 秀人
発  表  役：柳沢 哲太郎
議 事 メ モ 役：全員
タイムキーパー役：柳沢 香保理
Ｄ班メンバー  ：田口 久美子

         ：永田 正明
         ：安田 義明

資料１



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ記録

必要な機能
第１回ワークショップ・ふりかえりシート

の意見を踏まえた整理
追加する意見・具体的な内容

（追加する利用・機能、優先する内容）

みなさんが運営に参加・協力できる内容
（教える・手伝う・提供する・協力する

／人手・物・技・知恵）

目安となる大きさ・機能など 
（利用人数・面積・設備）

新しい機能

・多世代が交流できる場所

・天王山の景色を見ながらお昼をたべる場所

・居心地のよいカフェスペースや

共同のリビングルームのような場所

・気軽にランチや散歩の途中に

一休みしたくなる空間

・家の外の居場所として仕事や学習の場所

・フリーに使えるミーティングスペース

・テラスとの行き来が自由なオープンな建物

【 個人利用 】

〇パーソナルスペース（小部屋）

〇いたるところにイス・テーブルを配置

【 交流・共有 】

〇屋上の芝生広場、テラス

〇ギャラリー

〇マルシェ（町の中心に向かって開く）

【 店舗 】

〇チャレンジショップ、テナントスペース

〇カフェ、バー

〇子ども食堂

〇コワーキングスペース

〇子ども食堂のボランティア（実施中）

〇マルシェボランティア、土曜市の運営

〇壁の塗り直しボランティア

〇ボランティアで手伝う運営の場をつくる

（シルバー世代等）

〇人材発掘の仕組みが必要

〇開放的なロビーを中核とする建物に

〇いろいろな目的の部屋がつながる壁のない

シームレスな空間、柔軟に使える場所

〇広く見渡せる景色の良いテラス

〇屋上を緑化（芝生）してイベントにも利用

〇芝生と部屋を一体的に利用

〇公民館機能を絞り、建物の高さを抑える

〇風通しが良く、夏は涼しい場所

〇オープンスペースにミーティングスペース

〇木材を使い、木の香りが漂う空間

図書機能

・中高生が利用できる自習室

・レファレンスサービス（調べものサポート）

・こどもが自由に利用できるスペース

・読書会、読み聞かせ会、映画鑑賞などの交流

〇レファレンス機能（独立したカウンター）

〇図書の充実

〇Kidsスペース／静かなスペースの仕分け
〇視聴覚室（視聴覚資料）

〇学習スペースの充実

〇ＰＣ（調べもの用）、コピー機の設置

〇散歩時の図書運搬（UVER図書館）
〇読み聞かせ、劇のボランティア（実施中）

〇夜間開館のお手伝い（ボランティア）

〇中高生利用に対するボランティア

〇図書館ボランティア（本の修復・整理）

〇企画会議への参加

〇現状の 2～3倍の大きさが必要
〇庭をつくる（緑・砂場）

〇テラス席をつくる

〇分館機能を考える（自治会館等）

〇夜間利用、運営の体制（正規職員の有無検討）

公民館機能

・発表の場としての大ホール

・コロナ禍でも集える場所

・子育て世代にも使いやすい場所

・レンタルワークスペース（テレワーク対応）

・放課後に中高生がギターやダンスを

習ったり教えたりできる場所

・部屋の区切りを一部ガラスにする（一体感）

・小学生の放課後の居場所

〇レファレンス機能（子どもの利用など）

〇ゆめほっぺ（子育て、ベビー利用）

〇防音室（ピアノ・音響機器の常設）

〇陶芸施設、芸術室

〇和室（畳の広間、茶室）

〇調理室

〇パソコンを教える

〇町民プロフェッショナルの話を聞く

〇ヨガ教室、料理教室、茶室文化

〇夜間利用

〇大ホール：250～300人程度
〇和室：20畳以上（分割できる利用）
〇ゆめほっぺ：屋外との一体利用

〇アプローチの利便性（趣味の機材持ち込み）

保健センター機能

・各種健康診断等の場所

（臨時利用中：ゆめほっぺ）

〇子育て相談、健康相談の窓口

〇多用途利用（健康診断時以外に貸部屋）

〇簡易ジム運動施設

〇複合化しない

〇親子サロン

〇保育、ママさんリフレッシュのボランティア

老人福祉センター機能
・長寿苑を複合化する必要性は無い(ご意見) 
（大広間・貸し室・ビリヤード・浴室）

〇複合化しない  ：Ａ班、Ｃ班、Ｄ班

〇複合化する   ：Ｂ班

〇高齢者サロン

その他の視点

・芸術文化のまち、シンボル化、コンパクト化

・コロナ後の利用に対応するスペース

・災害避難場所／バリアフリー（※次回以降）

・使用料（※次回以降）

・アクセス利便性（※別途）

〇インターネット環境（Wi-Fi）、掲示板
〇駐車場の充実

〇緑化、省エネ、地下水利用

〇町民の持ち込み企画を行政が支援して実現

〇ジェンダーフリー

〇多世代交流の具体化方法を検討

〇施設利用料ではなく、ワンコインのコーヒー

 軽食への支払い（お金の回し方）

〇自己実現（小さなことからつながる場）

〇コミュニティバス（※別途）

〇町の人口に応じた規模

〇デザイン性の高い良質な建築物

〇しっかりした空調、換気の重視

〇メンテナンスの重視

〇予算とスケジュール（目安の設定）

意見まとめ



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ記録

必要な機能
追加する意見・具体的な内容

（追加する利用・機能、優先する内容）

みなさんが運営に参加・協力できる内容
（教える・手伝う・提供する・協力する

／人手・物・技・知恵）

目安となる大きさ・機能
（利用人数・面積・設備）

新しい機能

・子ども食堂をする

・（大山崎町限定の）商売が出来るスペース（お金がまわる）

・フリースクール教育センター

・児童館

・インターネット環境

・中高生が自習以外に使える場所

・家や職場の機能にもなり、誰でも集える場所

・高額なピアノが置き去りになっている

・大ホールはダンスや太鼓の練習の場

・子ども食堂のごはんをつくる

・大山崎町民のプロフェッショナルな人の話を聞く

・パソコンを教える（タブレット・ネット環境など）

・中高生が関われる様、教育委員会・各ボランティア協

力

・ホール３００～４００人（ホールらし

く！）

・町民の規模に応じたもの

・メンテナンスをしっかり

・完成はいつを考えている？

・有効な土地を使った低層階

・予算は総額いくらか？（調査費、設計費、

工事費含む）

・メンテナンスの充実

・使用者のマナー基本

図書機能

・情操教育ができる

・勉強スペース

・多機能な世代交流可・飲食やおしゃべり可

・図書フリースペース

・若年層を呼び込める

・図書室を図書館にする点が曖昧

・図書館と図書室の区別をして考える

・読書会、読み聞かせ会

・図書ボランティア

・庭が欲しい（砂場や緑）

・空調をしっかりして！

・木材をふんだんに使った建物

公民館機能

・部屋使用料を区分設定する（１ｈ毎など）

・認知症予防関係

・空きスペースのシェア

・保護者相談室

・コロナの自粛期間、お年寄りの受けたダメージは大きい

・ハード・ソフト面で「使い易い」公民館

・人材探し

保健センター機能
・ゆめほっぺの中庭使用

・保健センター機能を含める必要はない

・親子サロン

老人福祉センター機能
※改築対象に含めるか・含めないか

・保健センター・老人福祉センターを含める必要はない。現状維持でいいのでは？

・高齢者サロン

その他の視点

・新素材を使ったデザイン性のある建物

・建築としての魅力！ある施設

・ゆったりとした空間

・赤ちゃんからお年寄り、身体障碍者を含めバリアフリーは必須（ジェンダーフリーも）

Ａ 班



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ記録

必要な機能
追加する意見・具体的な内容

（追加する利用・機能、優先する内容）

みなさんが運営に参加・協力できる内容
（教える・手伝う・提供する・協力する

／人手・物・技・知恵）

目安となる大きさ・機能
（利用人数・面積・設備）

新しい機能

・各地域自治会館に分散型施設をつくる ・巡回移動図書館カー

・町民チャレンジショップ（テナントや空物件が少ないので飲食を公募、格安で起業）

・５Ｇなど強い通信ｗｉｆｉ

・カフェでお酒がのめる（イベントとしてでも）

・ギャラリー（絵・写真等の展示）、屋上芝生広場（地球温暖化対策で屋上緑化）

・「交流」だけでなく、一人で居ることも許されるような場

・紫波町はテナントなどで「稼げる」公共施設だった。そういう追及があっても良いかも？

・町民の考えた企画・アイデアを実現できる（行政が相談に応じバックアップ）機能が欲

しい。例えば、不用品の譲渡掲示板、コンポスト講座、発意が実現されるサポート

・（分館施設）について、散歩ついでに町民が本を運ぶ

（子供の身守・健康管理・ｕｖｅｒ図書館）

・施設の壁は壁紙ではなくペンキにして、ボランティア

で塗りなおす等、メンテナンスをしやすくする

・ロビーを広くして、コーナーを設けて、

多機能的・開放的なスペースが良い

・ミーティングスペースをつくる

・利用人数約２８０名、利用個所（各個別

の部屋、ホール（舞台を含む））

・サークルで和室が欲しい（２０帖以上、

分割できると良い）

・大ホールの屋根はシンボルとして、目立

つ外観、ちょっと寄ってみたくなる施設

図書機能

・学習スペースの拡張化

・書籍の増冊  ・視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ等）と視聴覚室

・コワーキングスペース（強いｗｉｆｉ）

・（マッサージチェアでも）運動しながら聴覚読書

・ｋｉｄｓスペースと静かな空間を分けてつくる

・保健センター・老人センターのニーズを反映した図書コーナー

・レファレンス機能（カウンターをわける）

・コンビニで本返却（ポストをふやす？）

・本の配達サービス ・図書の修復等、手伝いたい

・図書館友の会等、専属のボランティア団体をつくる

・伊丹図書館のように、企画会議があれば参加したい

・小学校で図書ボランティアとして活動中、読み聞かせ

や小さい劇をしているので、お役に立てるかも

・図書室機能は充実して欲しいが、「館」

にして正職を増やす…となると、ジレン

マを感じる

・学童指導員や保育士も足りていないし

…

公民館機能

・防音室（ピアノ・音響機器常設）

・多目的室（フローリング床、壁に鏡、ダンスの練習等）

・サークルの拠点は公民館の各室、またホール・舞台の施設であり、充実を希望する

・日本文化の伝承、普及のためのスペースが欲しい

・掲示板（サークルやボランティアの活動告知）

・陶芸施設をよりオープンに、ものづくり設備の充実

・子育てサークル、ベビーや小さな子供達が活用するスペース

・多世代の交流ができるスペース  ・和室が好ましい  ・調理室も欲しい

・年齢幅、男女幅、共広く利用出来る施設になれば

・理想としては複合施設として出来るだけ機能を備えた箱物になれば良いと思う

・趣味を伴うサークルとして行きたくなる、また動きやすい場所になれば良いと思う

・子育て中の方だけに関わらず、お料理教室や、ヨガ等

のイベント企画

・仕事をリタイヤした人が運営を手伝える場

・茶室空間（待庵）文化の学び

・音楽・芸術施設をつくる、防音スタジオ、ファブラボ

・子育て支援員をして、保育をしたり、ママさん達のリ

フレッシュの場を提供できる（ボランティアとして）

・『スマイルプレイス』子育て支援サーク

ル、 一度のサロン開催で２０組以上の

参加、和室であれば、２０畳くらいほし

い

保健センター機能

・ゆめほっぺ（未就学児が利用）現在場所が無く、保健センターを間借り中

・バンビオにあるような乳幼児が遊べるスペース。コーヒー飲みながら見守れるような…

・常時利用できる場所の確保 ・子育て支援施設（情報交換、相談交流の場）

・健康器具、ジムにあるような、それ目当てで来てくれるように

・簡易のジム運動施設 ・ゆめほっぺは１Ｆで外と中が一帯とな

る

老人福祉センター機能
※改築対象に含めるか・含めないか

・複合化すべき、町民アンケートでニーズや財政状況に見合った内容に見直す意見７０％

・建物、設備等、老朽化更新時期が近付いている（築４０年経過）

その他の視点

・建物を複合する事で、共用スペースが集約され、空間の活用が有効的

・地球・温暖化対策（緑化と省エネ設備）

・適正な使用料、近隣市町、町の他の施設の料金を勘案して決める

・山荘美術館聴竹居のような良質な建築、民芸、ものづくり

・利用すること ・新しい機能の追加で現在の面積と同等

か少なくする

・駐車場の拡大

Ｂ 班



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ記録

必要な機能
追加する意見・具体的な内容

（追加する利用・機能、優先する内容）

みなさんが運営に参加・協力できる内容
（教える・手伝う・提供する・協力する

／人手・物・技・知恵）

目安となる大きさ・機能
（利用人数・面積・設備）

新しい機能

・小さな防音室（練習室）

・絵をかきたくなる場所、テラス

・一日いれる場所

・取り残さない取り組み（仕掛け、入ってきやすい安心感が必要）

・居場所になるスペース

・あちこちに集まる場所、ゆっくりできるイス・テーブル

・児童館、子どもの居場所・広場

・個人で借りられる小さなスペース

・大山崎に店を出したいと思うスペース

・飲食・物販の出店ができるテナント

・視聴できる場所（映画・音楽）

・テラス、芝生のスペース

・いろんな目的の部屋が空間でつながっ

ている

・真ん中にロビーがある

・壁なしシームレスな空間＋小さなスペ

ース

・風通しの良いスペース、夏は涼しい場所

・パーっと上がると、広く見渡せる屋上

（テラス）

図書機能

・窮屈感のない、入りやすい（いつの間にか図書館）

・自由に使えるＰＣ、本に限らない調べられる機能

・本を通じたコミュニケーションできるスペース（話せる）

・生涯学習のレファレンスサービス

・テラス席のある図書館

公民館機能

・民間が入れるようにする

・発表ができる場所（自由な目的で使う）

・サークルの練習風景が見える

・時間で使える内容を変える、一日中使える

・公民館の夜の利用（もうかる仕組み）、カフェ、バー

・音楽機能を強める（防音のホール等）

・趣味に合わせた荷物、それを持ち込むア

プローチの良さ

保健センター機能

老人福祉センター機能
※改築対象に含めるか・含めないか

・今の長寿苑とのつながりを持たせる（スペースの共有・連結感）

その他の視点

・自分探しの場所にする（小さなやりたいこと、つながってもう少し大きなこと）

・年代のクロスどうするか、どうやってするか

・町の大きな機能としての役割

・部屋のレンタル代を払うのか、ワンコインのコーヒー、食べ物にお金を払うのか（ハー

ドル下げる、お金の回し方）

・コミュニティバスの運行

・コミュニケーションする場所

Ｃ 班



開催日時：令和２年１０月３日（土） １０：００～１２：００

中央公民館改築整備基本計画づくり 第２回ワークショップ 作業記録

必要な機能
追加する意見・具体的な内容

（追加する利用・機能、優先する内容）

みなさんが運営に参加・協力できる内容
（教える・手伝う・提供する・協力する

／人手・物・技・知恵）

目安となる大きさ・機能
（利用人数・面積・設備）

新しい機能

・ｗｉｆｉ

・長岡京バンビオのサポートセンターのようなもの

・コピー機、印刷機

・マルシェ

・テナント機能

・利用しやすい庭、ＯＰＥＮＳＰＡＣＥ

・屋上の有効活用（緑化、テラス等）

・ＯＰＥＮＣＡＦＦＥ、目的なく集う機能

・土曜市等の運営、マルシェボランティア？

図書機能

・長時間読書していられる場所にして欲しい

・蔵書を増やす

・大山崎町の歴史、文化等、資料の充実

・コピー機の設備（コピー代を安く）

・貸出・返却カウンターとは別の相談カウンターを設置

・夜間開館のお手伝い（ボランティア）

・イベント企画の起案・運営の手伝い

・図書館ボランティア（本の修復・整理・お話会など）

・せめて２倍、出来れば３倍

・木の香りただよう空間

公民館機能

・町内イベント、ＮＥＷＳ等の集積所としての機能

・目的なく訪れて、次の目的を発見できる

・防音室（音楽団体に貸せる）

・多少子どもがはしゃいでもおこられない空間

・中高生、社会人が帰りによっても利用できる施設

・ギャラリー、ロビー

・打合せスペース、ロビーの談話スペースでない机・椅子

・部屋ほどではなく、さっと使える机や椅子

保健センター機能
・健康診断等で利用しない時は貸部屋（会議室等）で利用すればよいのでは

・公民館レファレンスとして健康相談窓口を公民館にくみこむ？

老人福祉センター機能

※改築対象に含めるか・含めないか

・複合施設のためには３つ以上の施設が入る必要あり

・含めなくてよい（利用している方の不満はないので）

その他の視点

・地下水利用、井戸利用、人集まる

・駐車場は充実していないと…

・バス（無料）

・バンビオ、１Ｆ、カフェと子どもスペース

・換気、広い空間（ハメ殺し窓はＮＧ）

Ｄ 班




















