
第 4 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 2 月 8 日（水） 

施設視察 13：30～ 

記録者：主事 髙田 光祐 

 

１．開会 

壬生 経営企画課長 

 お集まりいただきありがとうございます。本日は委員長の山田副町長、副委員長の

北城商工会長、医療法人ゆりかごの山田先生、髙木先生が欠席になっています。この

あと飯田女子短期大学で運営されている支援センターの概要説明と施設見学になり

ます。本日より白子建築設計事務所デザイン室長の白子暁子様を委員としてお迎えし

た。また、地方創生の案件を含めて、町では平成 28 年度から早稲田大学マニフェス

ト研究所の支援をいただいており、本日は事務局長の中村健先生に同席いただいてい

る。 

 

２．協議事項 

 

（１）飯田女子短期大学施設「地域
ち い き

響流館
こうるかん

 わいわいひろば」視察 

 

【飯田女子短期大学 松長様より説明】 

・わいわいひろば設立の経緯について、学内にあるという珍しい施設だが、前身は

「わいわいルーム」として実施していた。幼児教育学科での保育者育成において

実際に子供と触れ合って活動できる環境を作りたい、保育者保育指針の改正によ

り保育者にとって保護者に対する支援が新たに加わったことで、将来的に学内に

子育て広場を作りたいという考えに至った。そこでまず平成１９年から月に１度

イベントの形で開催した。短大会館の茶道の畳部屋にて 0～2 歳の子どもが遊べる

ところを作ったり、グラウンドや体育館を使って、みんなで遊ぼうをテーマに遊

びの場を提供した。就学前の子と親を対象に物作りや集団遊び、文化財を使って

の遊びなどをして、そこに学生も関わっていた。短大には看護学科もあり、体の

健康相談も行って、利用者もたくさんいて賑わっていた。平成２１年まで実施し

た。 

 ・続けていく中で運営の厳しさもあり、どうやって継続していくか検討した。学内

に、学科内に国が提唱する子育て広場を作りたいというかねてからの思いと、地



域に開かれた地域響流館ができ場所が確保できたことで、飯田市の委託を受けて、

わいわいひろばが平成 22 年 7 月にオープンした。学生とのかかわりとして、週に

１回子育て支援という授業で学生が実際に子供と接する実践の場としてや、それ

ぞれのゼミナールの発表の場やボランティアの受け入れなどを行っており、学生

も子どもと接して学べるようになっている。 

 

【わいわいひろばについて 主任 宮内様より説明】 

 

・設立より６年半。週 5 日、年間約 230 日開館している。 

・国の定める地域子育て支援拠点事業にある４事業と、高齢者や学生など地域の多様

な世代との連携を実施している。 

・職員は１日３人体制、常勤１名、パート２名、イベント時などはスタッフの増員や

ボランティアで運営している。保育士、幼稚園教諭２種を持った職員が当たり、

他にも子育て支援士 2 種・１種、子育て広場全国連絡協議会基礎研修・応用研修、

子育て支援員、保育心理士１種、乳幼児のメディアアドバイザーなど職員もスキ

ルアップを図りながら対応している。 

・利用者は平成 27 年度は 13,212 人、市内が 11,687 人、市外が 1,525 人、１日あた

り 57,4 人。平成２８年度上半期で 6,469 人、市内 5,964 人、市外 505 人、１日あ

たり 56,2 人の利用者数であった。 

・市内の子育て支援センター利用者の約 1/4 の数字である。近場の松尾、鼎、伊賀

良の利用者が多いが、他地域からの利用もある。里帰り中の人の利用や、市立病

院が近いという事もあり、妊婦さんの健診中に家族による利用もある。 

・お父さんや祖父母など、また養育支援の方も利用されている。 

・スペースが大きい広場ということもあり、お母さんの友達同士の待ち合わせての利

用や新規の利用者が２回目に友達を連れてくるなど、利用が広がっている。 

・大学に併設しており、場所がわかりやすい。転勤族の方が場所を調べて来る場合も

ある。 

・２人・３人目の出産後に上の子を連れてくる利用もある。 

・利用者アンケートでは、市街地から近い、わかりやすい、駐車場が広い、室内が広

い、外でも遊べる、安全に遊べる芝生や砂場がある、広いのでお父さんも居やす

い、車の出入りがなく安全、遊具がきれい、消毒行き届いている、体調の悪い子

がいない、学生に遊んでもらえる、講習会時など学生に託児をしてもらえるなど

好評をいただいている。 

・専門家による講習会、親子で楽しめる講座、お母さんのリフレッシュができる講座、

世代を超えた交流、お母さんの社会復帰支援、日常的相談業務（H27 年度約 500

件）をしている。 

・休日会館による父親の利用の増加している。 

・地域子育て支援拠点事業に基づいた活動を行っている。NPO 法人子育て広場全国連



絡協議会への加入と、そこでの研修にも積極的に参加している。 

・飯田市とは日常的に相談や連携を密にとっている。飯田市内 12 カ所のほかの集い

の広場とも月に１回のミーティングを行い連携をとっていて、合同研修も実施し

ている。 

・いろんな研修会への参加や、短大の先生に講義をお願いしたりして意識改革など図

っている。 

 

▼高森町で施設を設計するにあたり気をつけた方が良いと考える事 

 

・子どもが安全に遊べる空間作りが一番大事。 

・ドアの鍵について、普通の扉の位置だと子供がさわって鍵がかかってしまうことが

ある。授乳室の鍵など、子供がさわって鍵が閉まってしまうことが実際にあった。

紙コップでふたをして応急処置している。高いところにつけるとよい。 

・網戸について、落下防止が必要。この施設ではワイヤー性の破れないものを使って

いる。 

・トイレについて、ここは女性用、男性用、子ども用がありお父さんも利用しやすい。

特に子ども用は、家でのトイレトレーニングに行き詰ることもある。こういった

施設だと気分も変わりできたりするのであるとよい。小さい子は足がつかなくて

怖がることもあるので、小さい子用のおまるもおいている。シャワーがついてい

るが、使用頻度は多くないが、泥など汚れた時などあって良かったと思う。 

・オムツ替えスペースはできれば多めにあった方が良い。 

・水道は、低い位置で、手洗いを習慣づけられるようになるといい。お母さんが抱っ

こしているとできない。低い位置で一緒に洗うことが大事。 

・衛生面について、洗濯機のスペースや、水道は自動センサーにするなど、集団感染

を防ぐ対策が必要。特に水遊びの時期など心配。 

・ここでは授乳室やトイレの扉を少し重くして、子どもが誤ってはいらないようにし

ている。部屋の扉は軽くなっている。 

・利用者の荷物置き場について、お母さんたちはたくさん荷物を持ってくる。上着な

ど冬場は特に多い。利用者同士の置場が近すぎるのは良くない。また貴重品の対

応ができるとよい。 

・お父さんが来る施設であると授乳室の確保が必要。 

・食事スペースについて、ここでは一角を片づけてテーブルを用意して使用している。

利用者の食べる時間はまちまち。落ち着いて食べられるようにできるといい。 

・熱中症対策について、水や麦茶などにて水分補給ができるといい。水道水と言うわ

けにはいかない。自動販売機など置くといい。 

・わいわいひろばは床が滑りやすい。お子さんにははだしで過ごしてもらったり、お

母さんに気をつけて利用してもらっている。 

・畳の部屋やマットレスを敷くなど、フローリングでないものがあると利用者が座っ



て落ち着ける。 

・わいわいひろばは部屋がかなり大きい。備え付けのパーテーションで区切ることが

できるので、世代間交流時のサイズや、日常の子どもが落ち着けるサイズに変え

て使っている。 

・子どもは狭いところが好き。落ち着く場面を作れるといい。 

・自動ドアは内側はタッチセンサーが必要。子どもが気づいたら出て行ってしまうこ

とも考えられる。子供の手が届かない高い位置につけるといい。 

・柱や棚の角などは丸いものにするか、柔らかいものがいい。子どもは裂傷しやすい

のでけが防止がる必要。 

・外の水道は子どもが勝手に水を出さないように、止水栓のあるものがいい。 

・外では日差しを避ける工夫。熱中症対策が必要。わいわいひろばでは簡易テントを

建てたりしている。 

・砂場などは公園から無くなっている。あっても衛生上の安全については疑問。ほか

のところでは体験できないことをさせてあげるのが良い。 

・コンセントの穴に指を入れる事故があり得る。蓋つきのものにすると安全。 

 

【質疑】 

事務局 

  利用料は。 

 

宮内 様 

  無料。講習会に際の材料費は場合によってはいただく。飯田市以外の方でも同じ。 

 

事務局 

  開館時間は。 

 

宮内 様 

  月曜日から金曜日までで 10 時から 15 時まで。土日祝日は休館。普段は未就園の

子に限っている。月に一度休日に開館し、その時は上の子でも、どなたでも使える

よう開放している。 

 

委員 

  不審者対策は何かしているか。カメラの設置は。 

 

宮内 様 

 大学の中の施設なので何かあれば大学本部へ連絡を取る。カメラは設置していない。 

 

 



委員 

 わいわいひろばは夏のプールの希望がある。プールがないので違う施設に行ってい

た人もいた。検討はされているか。 

 

宮内 様 

 この施設は建物の周りに日影になるものがない。プールの実施となると利用者にと

って心配ごとの方が大きい。危険性と利用者の希望を比較している。危険があるがや

る、とは言えない。今のところ計画はない。 

 

マニフェスト研究所 中村 健 様 

 利用者の特徴は。毎日される方が多いのか、何日か空けてのりよう多いのか、新規

の利用が多いのか。 

 

宮内 様 

 週２回から週５回利用する人もいるが、週２回くらいの利用者が多い。新規で来ら

れた方は割とすぐ２回目も来る。お母さんのお友達が来ることが結構多い。お友達同

士で呼び合って集まることもある。 

 

マニフェスト研究所 中村 健 様 

  就業相談はどんな内容か。 

 

宮内 様 

 考えようかどうしようか悩んでいる人から、働き口を探している人まで様々。月に

１回女性就業の専門員が来て一人 30 分で、別室を用意してゆっくりと相談を受けて

いる。飯田市の施設では子どもの森公園の「親子で遊ぼ♪森っ子」、千代の「くまさ

んのおうち」でもやっている。 

 

【施設見学】 

 

 

（２）施設計画について 

 

事務局 

・地的なもの、動線については決めていきたい。 

・資料の内容について、それぞれの利用者のプライバシーもあるので、共有スペース

とせず、クリニックと入口は分け、西側に専用の入り口を設ける。入口は一元化

することで公園へ行く子供の管理もしやすくなると思われる。 

・真南を向くので日が強く入る建物。外で遊ぶ際の日蔭として、テントなどを張れる



場所が必要か。 

・フェンスについて、管理上中と外の動線は切った方が良い。前回は公園を大きく囲

うフェンスの提案があり、図面はそういった提案になっている。個人的には、段

差があるようなところにフェンスは必要だが、せっかくの公園との動線をフェン

スできってしまうのは悲しい。例えばテーマパークの腕輪のようなものでの管理

など、やり方はいろいろありそうだが、皆様の考え方もある。 

 

▼フェンスに対する意見 

 

委員 

  せっかく公園に小さい子向けの遊具を設置するので、できれば区切らないほうがい

い。 

 

委員 

  落下防止、危険防止のためのフェンスでよいのではないか。 

 

桂建築設計事務所 

 駐車場など、玄関側の方はフェンスではないにしても子どもが出て行かない対策は

必要ではないか。 

 

事務局 

 わいわいひろばでは、入口は一つ。その入り口から外の広場へ出て行っている。入

口と公園への出口を一緒にして公園へ行けるようフェンスをずらしたり、入口のすぐ

横くらいに公園へ行くための出口を作ったりなどが考えられる。設計士の方で提案を。

フェンスは危険な個所には当然つける。受付をして、外に行った子などの管理方法を

委員会に提案できるよう町でも研究する。外で遊ぶ際は日陰が必要。テラスの大きさ、

庇の大きさに外で遊ぶ子の熱中症対策が考慮されていなかった。丸山公園には日陰を

作る木がある。伐採を考えていたが、どれを残すかなど、またご意見をいただきたい。 

 

▼平面図の説明 

 

桂建築設計事務所 

・玄関を西に持ってきた。クリニックの利用者のプライバシーなどから。 

・事務カウンターは、役場機能や受付。すべてオープンにし、見渡しをよくするため

壁をなくし開放的に。 

・授乳室は、男性も来る施設なので、部屋にする。 

・お休みルームは、遊ぶスペースと線を引くため壁による部屋。中が見えるよう、壁

で完全に囲わないよう、ガラス、アクリルなどを使用したい。 



・ボルダリング・グラフィックボードとして、トイレの前に天井までの壁を設置。ボ

ルダリングにかかわらず、絵をかいたりなど楽しめるものにしたい。丸みをつけ

てどこからでも見えるように。壁の裏にロッカーを設置する。 

・トイレは、お子さん用のトイレと多目的ブースをいくつか作るような配置。子ども

用ブースにはシャワーと沐浴。オムツ替えスペースはトイレの一角がいいのかト

イレの外がいいのか検討。男性はトイレに入りずらいので、男性トイレを設置。 

・キッチンカフェについて、お湯の問題、衛生上の問題がある。ここで何をするのか

から検討する必要がある。 

・職員の休憩場所は設けていないが、設ける必要があるのかの検討が必要。 

・施設の対象年齢による設備の検討。年齢制限などにより、設置するものも変わる。 

・食事スペースについて、部屋の中で食べるか、広いスペースにテーブルを置いて食

べるのか検討が必要。 

・テラスの利用方法の検討。上下足は基本的に中は裸足、イベント広場は靴など、使

用の方向性の検討。 

・お休みルームへの提案、「置き畳」という、置くだけのもの。いぐさでないのでゴ

ミは出ないが、水気はしみてしまう。柔道畳のようなものができないか検討中。 

 

【意見】 

事務局 

・トイレの中をもっと具体的にしてほしい。対象は主に就学前。キッチンは食育講座、

離乳食教室などに使うとして、交付金申請をしている。そういったものを中心に

やっていきたい。自販機の重要性をお聞きしたので、どこかへ設置の検討をして

ほしい。 

・クリニックの設計士との調整をお願いしたい。離隔や面積など。面積も予算内であ

れば変動可能。外の水道や中の手洗いの場所などを図面化をお願いしたい。 

・ロッカーの位置などを目立つ位置などで検討し図面化をお願いしたい。腰上の窓の

下などでも利用できると思うので検討をお願いしたい。 

・建物の空間を丸く使うという事から考えると、キッチンなどのアールの付け方が逆

になっている。無理してそうしなくても、まっすぐなものでもよいのでは。 

・お休みルームの活用法から、壁の高さや冷暖房の種類、トイレと隣接して居て良い

のかなどの検討を。 

 

委員 

 公園の木をそのままというのはハチの危険などがある。管理要領が必要。施設や公

園の管理を明確にすれば、倉庫の大きさなど、それがおのずと設計に生きてくるので

は。 

 

 



委員 

 トイレ側にロッカーがあるのは、オムツ替えの際など楽で良い。表側からでもどち

らからでもとれるようなロッカーはどうか。 

 

委員 

 感染症への対策がこの図面からだと見えない。管理部門をまとめた方が管理をしや

すくなると思う。入口から中が見えすぎると利用者は落ち着かない、人が入ってくる

たびに気になってしまう。玄関と中の区切りについて何か対策が必要だと思う。 

 

宮内 様 

 スタッフの書類も多く、個人情報も多い。消耗品などの収納が必要。図面では少し

狭いと感じる。遊具を片づける必要が出た場合に片づける場所は必要。受付は玄関で

行うのか。お母さんは子供が何人かいる人もいるし、とても多く荷物を持っているの

で置く場所など配慮が必要。 

 

マニフェスト研究所 中村 健 様 

 テラスについて、高さがついており、もし公園とスロープなど外とつなぐのであれ

ば足洗い場などが必要。相談業務について、個室やパーテーションで区切った部屋が

必要。 

 

事務局 

  ロフトが少し狭く感じる。ロフトにも収納や、相談の場所などを作れるといい。 

 

３．その他 

（１）今後の日程について 

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

            ※その後未定 

壬生 経営企画課長 

  もう少し具体的な図面で、高さや設備などをについてもご相談したい。 

 

 

４．閉会 

 


