
第 3 回 高森町女性活躍子ども子育て拠点施設 建設委員会 

会議記録 

平成 29 年 1 月 26 日（木） 

施設視察 13：00～ 

記録者：経営企画課 髙田 光祐 

１．開会 

 

 

２．委員長あいさつ 

 お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。前回は現場を見ていただいた。そ

の様子を基にした図面の説明もある。今日は医療法人ゆりかごの施設の視察になるので、

どのような施設にしていくかイメージをしていただければと思う。 

 

３．協議事項 

（１）駒ヶ根高原レディスクリニック等視察 

▼あそびの森視察 

山田 思鶴 先生より概要説明。 

・3 年前に増改築。当時産後ケアが厚生労働省の課題になっていた。いち早く手掛けた。 

・工夫したのは屋根付きの入り口、雨に濡れないように車で降りて直に入ってこれるも

の。入口をクリニックと分けた。入口出口をどうするかは安全管理。「顔が見える事」、

証明書を確認し年齢別の区分け、「管理」をしっかりしないといけない。 

・2 箇所から入れるのは管理上危険。事件、不審者などへの対策。入口の数、流れ、仕

様には気をつけなければならない。公園の側だから自由な出入りというのは管理が

できないのではやめた方が良いのでは。 

・防火対策。スプリンクラーと、火が出ると薬剤の落下による消火設備。 

・防犯対策。SECOM 導入している。外までほぼ四角がないようにカメラを設置し、動画の記録

が残るようにしている。 

・暖房。クリニックでは暖炉を使用。 

・床。シート。衛生面への配慮（清掃、ノロウイルス）が必要。掃除のコストは思った

以上にかかる。クリニックでは管理コストを抑える素材を使用。インフルエンザ対

策に壁吸着、保湿器による対策。 

・周りには無いおしゃれな、来る方に心地のいいものを作った。自分で孫を見ていても

楽。ただ高森で真似をする必要はない。壁に地力を育てる遊具、外の緑が見えて、

外からは見えないようにした。 

・カフェ用に机などを置こうと考えたが、小さいお子さんは地べたですわってご飯を食

べたりするので、そうはしなかった。 



・トイレ。大人子どもの物が１つ、女性１つ。トイレトレーニングには人件費かかる。 

・お母さんも含め、授乳を含めてお昼寝できるスペースもある。 

・小さいがある程度の機能がある。 

・小さいプールを作ったがあまり使用はしていない。 

・子育て支援と観光開発をミックスして、川、公園、野菜を売るところ、子育て拠点を

含めたビジネス戦略を駒ヶ根市に提案したが、大手企業は動かなかった。 

・（川遊びが安全にできるところを駒ヶ根市で整備してもらった。子ども、高齢者が増

えている。観光につなげて言ったらと思っているが、利用の仕方がわからない人が

多い。住んでいる人は活かし方がわからない。駒ヶ根は３世代交流の稀な場所に中

心になるはず。地域住民の過去の確執が疎外要因になっている。総合的に業者が集

まって協力していけば変わっていくと思う。 

・産後ケアセンターが何を目指したか…地域包括支援センターという高齢者の物はある。

子どもについてはない。子どもについてもあるべき。 

・H29 厚生労働省予算。出産子育てから高齢者まで統一して相談の場所を作ることに対

して予算化された。この計画は 2.3 年前なので、時代に遅れないように、時代に合う

ものにした方が良い。 

・活動について、地域包括子育て支援拠点認定してもらっている。駒ヶ根市は市とこそ

施設と２箇所。新生児訪問は助産所とこの施設でやっている。新生児の訪問だけで

なく、妊娠から出産子育てまで多岐にわたる相談機能をつけなければいけない。 

・企画はいろんなものをやっている。卒乳教室、中医学的な子どもの体質改善など様々。 

施設スタッフ 

・利用者は 1 か月 300 人強 

・兄弟がいて下の子がまだい小さい方など、外に行くのが大変な方の利用が多い 

・中川、松川、飯田からの利用者もいる 

・教室やイベントはブログなどで発信している。週に 1.2 回イベント、勉強会の開催を

している。 

山田 思鶴 先生 

・医療機関なので、ただ遊びに来るというよりも、養育を含め発信・指導・コーチング

によって、お母さんたちに勉強してもらって子育てをしてもらうことを目的として

いる。 

・50 坪で小さいが、理論的に指先を使う、頭を使うものを入れた。 

・高森はもう少し広い、年齢層も広くなるので、知育、体力など、身体機能を延ばすよ

うな遊び方やおもちゃをを提案したい。 

・お母さんが子育てが楽になる、地域の人と友達作りができることが大事。 

 

【質疑】 

委員長 

 この施設は床暖房か 



山田 思鶴 先生 

 床暖房ではないが、地熱の温風が入っている。床暖房が良いかもしれない。 

委員 

 スタッフの体制は 

山田 思鶴 先生 

 保育士が常勤 1 名、非常勤 1 名、助産師 非常勤 3 名。いつもここに来れば保育士

と助産師がいるのですぐ相談ができる。病院の小さい部屋での相談はあまりない。外部

からの栄養士がいる。 

委員 

ベビーマッサージは。遊んでいる子もいる所でやっているのか。 

山田 思鶴 先生 

 裸になるものはここではしていない。カーテンなどをつけていないので、それはクリ

ニックの方でやっている。運動遊びは理学療法士が今はいないので、相澤病院でスポー

ツリハビリテーションをしていてそのスタッフが地域に来ているので、そこへ頼んでい

つの時期にどういうことをすればいいか専門的にトライできないかと考えていたり、ま

た中医学的に、子どものツボ押しで健康になるという教室を健康科学大学の教授に来て

もらっているが非常に評判がいい。 

委員 

 授乳とオムツ替えはどこでしているのか。 

施設スタッフ 

 オムツ替えはトイレに別途があり、お昼寝している子がいなければ畳の部屋でおこな

う。 

山田 思鶴 先生 

 畳の部屋は授乳室になっていて、それで困ったことはない。駒ヶ根の施設は昼寝スペ

ースと遊びのスペースが近い。遊んでいることお母さんが気をつけているが、作る際に

配慮が必要。 

施設スタッフ 

 早い利用者は 11 時くらいから利用者は食事を始める。その場所はテーブル、必要に

応じてもう一台出したりする。低い台の方が使いやすい 

 

▼駒ヶ根高原レディスクリニック視察 

  

 

（２）施設計画について 

 

▼駒ヶ根高原リゾートリンクスにて 

事務局 

 前回丸山公園の現地を確認。建物規模の確認、外からのアプローチ、クリニックとの



動線などから考えた方が良いというでしょう事と、公園とのつながりをどうするかとい

うかと言うところの話し合いを進めるという事だった。本日の資料に建物内については

ないが、太陽などの明かりのとり方や、動線についての図面になっている。 

桂建築設計事務所 

 概要のイメージを図面化してきた。 

・町道と建物の間が駐車場。建物側に駐車スペースを配置。道路側には車路。駐車スペ

ースから直接通路に。1 個のスペースを大きくとり、ベビーカーや乗り降りに対応。 

・出入り口は図面の赤い 3 角形。クリニックと融合したような統一感を持った建物を考

えたい。 

・外回りの関係、公園の一部に建てる関係で、南側にテラス。なるべく広くとってテラ

スの中に樹木を残すことで公園との一体感を出す。平らな面白みのないテラスでは

なく、波状に段をつけ、そこに座ったり本を読んだりステージ代わりにしたりとい

ったいろんな使いかたと、危険性もあるかもしれないが遊びの延長にと考えた。 

・建物の東側をイベント広場とする。割りと緩やかな芝生となっている部分はあえて遊

具おかず、イベントなどに使えるよう広い広場にしたい。その先に遊具を置く。こ

こにイベント広場を持ってきたのは、テラスとのつながりもあるが、支援センター

に来づらい人も、道から中やっているのが見えて、なるべく気軽に来られるような

スペースとしてはどうかと考えている。 

・芝生の遊び場としてちょっとしたスペースを。砂場でもいいかもしれないが、スペー

スとしていろんなことに使えるように。囲いで囲って小さい子の管理もできるスペ

ース。動物とのふれあいとも書いているが、そういったこともあるといいかとも思

う。 

・安全面として、テラスの周り、遊び場の周りをフェンス、柵で囲んでいる。出入りに

ついては扉を何カ所もではなく集中して設ける。木のフェンスなど、見合うものを

設ける。 

・日当たりについては駐車場に並行して建物は設置していない。南側の角をとることで

1 日日が当たる。テラスの樹木やブラインド・ルーバーや庇で西日など日光の調整。

建物の３面が南向きで日当たりがよい建物になる。 

 

事務局 

 道路に対して平行ではなく若干角度がついたものになっている。南に向けることで日

の確保、庇の長さで夏の日をカット。冬は日を入れる。天窓をつけても調整できそう。

人の管理について、フェンスのようなものは必要。イベント広場はテラスがステージに

なるようなことは考えてもいいかと思う。ほぼ平らな状態のイベントスペースの先に遊

具を設置。芝生の遊び場は駐車場側なので心配があるが、植栽などのスペースとして利

用はできると思う。クリニックとのつながりについては、クリニックの設計士と調整を

している、この形が入りやすいか。何らかの目隠し的なものは必要かとは思うが、今後

詰めていく。町の意向としてはもう少し道路側に寄せたいとは思うが、概ねこの形で設



計を進めたいがいかがか。 

 

委員 

 場所について異論ない。道からも正面でないので、入口の真正面に立った時の印象。

デザインが大事。どう見せるか。 

 

委員 

 クリニックと新施設は近くていいのか。 

 

委員 

 問題はない、入口を話すか、クリニックとの関係性など、運営の問題。 

 

事務局 

建物自体は縁が切れているので問題ない。 

 

委員 

 位置はお任せする。検討してほしいのは母親の利便性。天気の悪い時の迎え方。車の

上に屋根が理想だが費用は掛かる。通路の屋根など。ベビーカーの置場や屋根のような

もの。また凍った時の転ばないように地面の素材をどうするか。 

 

事務局 

 ベビーカー置場は図面にある。通路の関係も予算内であればアーケードを作ることは

問題ない。これから地盤調査するが、地盤の関係と排水、汚水を田沢川に抜く費用が掛

かる。個人的にはアーケードまで費用が出るかどうか微妙な線だと思う。 

 

委員 

 面白い案だがテラスの段差、子どもが走って行ったとき、お母さんやスタッフがかけ

る保護のエネルギーは大きい、段差をつけると大変かと思う。クリニックの施設ではお

母さんが寝ていても子どもが安全に遊べるものを目指した。 

 

事務局 

 テラスは法面の上に張り出している。階段の設置を決めてしまうのであれば、テラス

を平らなものにして、下から支えることも可能かと思う。テラス下もちょっとした遊び

のスペースになるか。 

 

委員 

 子どもとお母さんを朝に受付、区分けに管理するための利用カードなど、帰りに返却

してもらうようなかたちの利用になる。自由に出ていくのは難しい。タダで遊ぶ施設で



はない。そう考えると入口は一つの方がよさそう。 

 

事務局 

 町民は無料でと考えている。町民用のカードを持ってきてもらう。 

 

委員 

 無料の子と有料の子の線引きして管理はできない。 

 

委員 

 駒ヶ根市の場合はどこの施設を使っても一律の料金を取っている。公的な援助を運営

者としている。 

 

委員 

 利用料はあっても町で補助する形は。 

 

事務局 

 その予定。 

 

委員 

 一階外に出て、戻ってくるのはあまり概念として考えづらい。 

 

事務局 

 中は土足の方がよくないか。囲いをつくって、靴を脱ぐスペースを用意して、その他

は土足の方が利用が楽な気がするが。 

 

委員 

 クリニックは土足だが。衛生面でははだしの方が良い。 

 

意見 

 赤ちゃんもいるので脱いだ方がよい。土足の施設はほとんどない。 

 

事務局 

 イメージとしてはイオンのイメージ。スペースを区切って裸足になる。 

 

委員 

 子どもの動き上で、靴を脱いだり履いたりはない。好きなところに走って行ったり転

んだりする。 

 



事務局 

 そうなると下駄箱の靴のある場所から外に出ていく事になる。 

テラスははだし。階段をつけず、公園へ行く際は入口から出て行ってもらう形。 

 

委員 

 公園のエリアまでをこの施設の管理にするとすればそこまでフェンスなどで囲って

しまう。はだしでも良さそう。 

 

事務局 

 はだしで行けるような芝でない。高森は洋芝が合わない。 

 

委員 

 施設で小さいこの靴を用意して、出て行けるようにしては。 

子ども用の遊具を置くと丸山公園はすごく見た目が良くなる。大きい子と分けて、小さ

い子が遊べる遊具を用意しては。 

 子どもの水遊びの場所は作れないか。 

 

事務局 

 ここは水がなく、井戸も設置できない。芝生の遊び場はプールにするか。 

 

委員 

 コンクリートで簡単に掃除できるもので良い。 

 

事務局 

 プールとなればコンクリートではできない。きちんとしたシートを張る。 

 

委員 

 夏だけの利用であればビニールプールの大きいものがある。 

 

事務局 

 足を洗える地流しなどは必要。 

 どこまで区画を持っていくかは別として、これで平面を入れ、機能的なものや動線計

画を入れる。入口はイベント広場に近い方がよさそうだが、もう一度検討する。どうい

う動きをしていくかを計画し、入口の位置や下駄箱の配置などを入れて計画していきた

いと思う。 

 

委員 

 フェンスの高さの検討が必要。今は何が起こるかわからない。大人が子どもをもって



投げられないものを設置が必要では。透明なプラスチックのようなもので高いものを設

置しては。 

 

事務局 

 外周の作りも含めて、まだ素材まではいけないがお示ししたいと思う。テラスをフラ

ットにした場合に、高さを出してもらう。高いところから低いところまである。それに

よってフェンスの高さも変わる。 

 

委員 

 テラスにパラソルを置くととてもおしゃれになる。 

 

事務局 

 外にテーブルがあるといい。 

 

委員長 

 外の道路。スピードも出ている。駐車場と道路の間に植栽を入れて欲しい。車が見え

ないだけでも安心感が出る。 

 

委員 

 通路と駐車場の安全性の確保も必要。ここまでフェンスで囲ってもよいか。 

 

事務局 

 そういったものも検討してみる。 

 

４．その他 

  （１）第 4 回建設委員会について 

     ・飯田女子短期大学施設視察  

         13：30 役場前出発 

 

  （２）今後の日程について 

      第 4 回  平成 29 年 2 月  8 日（水）13：30～15：30 

            ⇒飯田女子短期大学施設見学 

      第 5 回  平成 29 年 2 月 21 日（火）13：30～15：30 

            ※その後未定 

５．閉会 

副委員長 

 だんだんイメージがわいてきたと思う。見て触って分かることは多い。是非会議に来

ていただいてと思う。 


