
第 7 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 3 月 15 日（水） 

役場 3 階大会議室 13：30～ 

記録者：経営企画課 髙田 光祐 

 

１．開会 

壬生 経営企画課長 

 

２．委員長あいさつ 

山田 幹男 委員長 

お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。本日は中学校の卒業式、明日は

小学校の卒業式というお忙しい中ありがとうございます。建設委員会も７回目を迎

え、ご意見をいただきながら設計も変更してきた。またご意見をお願いします。 

 

３．協議事項 

（１）施設設計について 

【所管課長より実際に行う業務の紹介】 

本島 教育委員会事務局長 

子育て支援センター機能である遊びの広場や各教室などを拡充しながら行う。また

ファミリーサポートセンターなど。 

 

福島 健康福祉課長 

母子保健業務、母子手帳の発行を役場と併用して行う。乳幼児健診、乳幼児相談を

行う。 

 

壬生 経営企画課長 

乳幼児健診など、町が直接行わなければいけない業務もある。それ以外の支援セン

ターをはじめとする遊びの広場、教室等の事業は町が直接運営しなくてもよいと考え

ていて、業務委託や指定管理を検討している。具体的には 7 月くらいまでには決定を

したい。公的なもので補助金もあるため譲渡はできないので指定管理をお願いしてい

く。指定管理者について、費用等を９月または１２月の議会で提出したい。設計につ

いては本日できるだけまとめるが、建設や指定管理についてもまた随時みなさまにご

相談したい。 

 



【質疑】 

無し 

 

壬生 経営企画課長 

前回からの変更点として、健診室 1、健診室 2、相談室を法定健診のために設ける。

また階段下を使いプレイルームとつなげるか、倉庫にするか、などを設計士とも検

討する。また、３歳児健診で行う聴覚検査のため、遮音した相談室を設ける。健診

は月４日ほど実施している。プレイルームとは別に健診室は設ける。 

 

【設計説明】 

桂建築設計事務所 様 

・健診室を新たに設ける。廊下から入る形。 

・ロフトは屋根の勾配上、面積が図面の通り限定されるので、階段が一か所で済む大

きさとした。 

・テラスにスリッパ入れを設ける。 

・天井高はエアコン効率を考慮し室内容積を小さくするため、また高い天井は子供が

落ち着かないということから、プレイルーム床からロフトの高さを 2.3ｍとした。

あとは天井の形などで高さを抑えたい。 

・内装について、中のイメージは、壁はクロス張りで汚れ防止や抗菌素材の汚れにく

い素材を使う。事務室の前は光を取り入れること、中が見えすぎないようにガラス

ブロックを使う。建物のアクセントカラーをいれる。情報コーナーはロッカーの反

対側で、その上部はマグネットボードを設置し、掲示板やホワイトボードのように

使用できるようにする。下駄箱はスリッパと下足が入る形にする。プレイルームは

壁にマグネットボードを使用し、お絵かきができたり遊具を設置したりできるよう

にする。ロフトについて、手すりを設置。【資料参照】 

・立面図について、アクセントカラーと違い色を使う。大きなガラスは南面のみで、

その左右は壁となり、小窓を設置する。【資料参照】 

・設備関係について、トイレは換気扇も連動する人感センサーライト。便器も各種設

置。【資料参照】 

・換気計画について、法定で２４時間換気が必要。各部屋に換気扇を設置。 

・エアコンについて、サイクルファンを４か所設置する。 

・空調について３パターンで検討している【資料参照】 

① 「FF 式」…エアコンと FF 式暖房（灯油）の利用。床置き式のためスペース

をとる。設置するならプレイルームの両側。子供が触りやすいのでガードが

必要、燃料を燃やすため灯油のにおいもある、灯油の置き場が必要。 

② 「床暖房」…エアコンと温水を使った床暖房の利用。温水を沸かすボイラー

が必要。 

③ 「床吹き出し」…エアコンと床拭き出し暖房。床にダクト穴が必要。床を二



重にする工法と機器を置くスペースが必要。 

設置のコストは①が安く、②が高い。イニシャルコスト、ランニングコストの面

も含め、事務局と検討する。 

・プレイルームのエアコンは、壁に吹き出し口を設置する形。各部屋はルームエア

コンを設置。トイレはパネル式遠赤外線ヒーターを設置し、微暖房、凍結防止の

ため設置。 

・エアコンの室外機はテラス下で検討している。 

 

【質疑】 

委員 

・利用者はお母さんと小さい子がメイン、小さい子はトイレに頻繁にいく。プレイ

ルームの中を区切って時間制限で利用することも考えられる。トイレはぜひプ

レイルームから直接行ける形がよい。 

・手洗いが必要になるのは中に入るときと、ご飯を食べるとき。設置は中に必要。 

・中の事務をする場所の確保が必要。 

・健診室は月に数回の利用でこのスペースが必要なのか。相談室と健診室は併用で

きる。健診室はプレイルームからの使用ができるといい。 

・ガラスの質について、どういうものを使うか。地震などへの対策が必要。熱効率

を考えて、どこまでガラスにするか。壁は遊び場に利用できる。ガラスとの比

率の検討を。 

・テラスの柵の形について、穴が開いていると子どもの頭が入ってしまう。形状に

ついて検討を。 

・暖房について床暖房が望ましい。FF 式は灯油を使うため CO2 が出るので論外。

コストはかかるが、健康管理上は床暖房がベスト。 

・トイレの人感センサーは必要ない。自然に流れるタイプのトイレも必要ない。 

・下駄箱のスリッパ部分の形状はさまざまなものがある。ロッカータイプや鍵がか

かるタイプなどいろいろあるので検討を。 

・遊び場は広くて利用者も多くなるので区切らなければいけないときもある。利用

は中に入って開始、外に出て終了というのを徹底する必要がある。 

 

委員長 

プレイルームの高さは。 

 

桂建築設計事務所 様 

約 5 メートル。ロフト部分は 2.3ｍ。 

 

委員 

ロフトは外から行けるか。 



壬生 経営企画課長 

就業支援関係や、プレイルームに子供だけ遊ぶ時間を設ける場合などの利用すると

きにお母さんが使うなどの予定。ロフトへは廊下から階段で上がる方法のみ。 

 

委員 

ロフトでお弁当などを食べたいなど、公園等から利用をしたいという人もいるので

は。 

 

壬生 経営企画課長 

施設は 6 歳以下の子と保護者がメイン。公園はそれ以外の人の利用もある。カフェ

テラスの利用については受付をしての利用に限る。 

 

委員 

・平らなところ少ない、机も少ない。現状の丸山公園は幼児と行くには難易度が高い。

お弁当を食べるような平らな場所があるといい。また自動販売機もないので外から

使えるとよいと思う。 

・運営の時間が決まっている施設なので、人感センサーについてはあまり有効ではな

いと思う。LED で電力コストを考えるのがいい。 

・昼間の使用が多いので、トイレの窓を大きく上部に設置してすれば光も多く取り込

める。 

・健診室の窓がないが、壁にするのか。いい場所なので窓は欲しいと思う。 

 

壬生 経営企画課長 

センサーライトは無しにする。証明は全館 LED を使用。自販機について場所は決定

ではなくこれから検討できる。自販機については、中に限っているわけではないので、

利用方法を含めて検討する。窓は平面図の作成が間に合っていないだけなので、設置

する。 

 

委員 

・24 時間換気は必要ないのでは。 

・トイレのシャワーは必要。 

・テラスは椅子テーブルを置くだけになると思うので利用は自分のお弁当を食べる形

がメイン。共有テラスに机を置いたりして利用してもらえれば。自販機も施設の両

側に置く形でも良い。 

 

桂建築設計事務所 様 

24 時間換気は法的に設置が必要。 

 



委員 

すべて LED でもよいが、生理学的に LED の光は目に入ると覚醒スイッチが入るも

のなのでお休みルームなどは普通のものにした方がいい。 

 

委員長 

ここで予防接種はするのか。 

 

福島 健康福祉課長 

予防接種はしない。 

 

委員 

健診室にはどれだけものが入るのか。 

 

福島 健康福祉課長 

健診室 2 には医師の診断などを行う部屋。健診室 1 や相談室は日々の利用をしても

らっても構わない。 

 

委員長 

薬は置くことはないということか。 

 

福島 健康福祉課長 

置かない。 

 

副委員長 

テラスは外の人が使えない。大きい公園で利用者も多い。外の人も雨の時にはいっ

て雨から逃げられると親切かと思う 

 

委員 

テラスは中の子が遊べる遊具などを置いて使用できる工夫ができるので、スペース

として確保が必要。ただ雨の際などに休めるようにすることもできる。 

 

壬生 経営企画課長 

公共施設なので緊急時には、皆さん避難できるようにする。 

 

委員 

施設自体には入り口が一つしかない。非常出口必要。 

 

 



桂建築設計事務所 様 

テラス側に 1 つ公園へ抜けられる非常用出口を設けてある。 

 

委員 

・入り口の扉はどういう風にするか。 

・ほかの扉はすべて引き戸になるのか。 

・テラスへ出る扉はどうなるか。 

・テラスの非常口は人がまたげる高さか。 

 

桂建築設計事務所 様 

入り口は内側外側ともにタッチ式の自動ドアで、ほかの扉は引き戸、テラスへの扉

は検討中ではあるが引き戸で考えている。テラスの非常口は 1.3ｍあるので、またげ

るような高さではない。 

 

委員 

ホールからプレイルームへの扉は中が見えるようガラスにするのであれば材質の

検討が必要。 

 

桂建築設計事務所 様 

ガラスは強化ガラスに飛散防止フィルムを張るもので検討している。アクリルは傷

がつきやすい。ホールからプレイルームへの扉等の内側のガラスについてはアクリル

でもよい。 

 

委員 

防犯灯、防犯カメラの設置は。 

 

壬生 経営企画課長 

駐車場内には明かりが必要になる。建物の外側に向けての防犯灯のようなものを暗

くなったときに必要になる数をつける。防犯カメラについて、現在施設の管理システ

ムで顔認証システムを検討材料の一つにしているが、そういった物以上の導入は考え

ていない。 

 

委員 

昨年横浜の福祉施設で殺傷事件があった。近年変質者増えている。駒ケ根の施設で

は 1,300 千円で防犯カメラのシステムを導入した。撮影と記録を含め時代的に何か所

かつけるのがよいと思う。 

 

 



壬生 経営企画課長 

公共の施設であるので許される範囲で防犯カメラの設置を検討する。 

 

委員 

暖房については、ランニングコストはかかると思うが、ぜひ床暖房にして環境のい

いところで活動できるようにしてほしい。 

 

委員 

駐車場について、通路との段差があるのかないのか、車止めはどういうものになる

のか。アクセルとブレーキの踏み間違えによる事故もある。 

 

桂建築設計事務所 様 

段差は設けない、車止めはあまり高いと車をこすってしまうので、何を設置するか

検討が必要。 

 

壬生 経営企画課長 

縁石ブロックをいれて通路との縁を切るか、緑地帯を設置するなどの手段で検討す

る。 

 

４．その他 

（１）今後の日程等について 

壬生 経営企画課長 

自販機や LED、人感センサー、防犯カメラなど軽微な変更についてはすぐに対応す

る。窓の大きさなどについては日の入れ方や庇の長さと併せて、事務局と設計士で検

討させていただく。プレイルームの中にトイレの設置ということについても、ご意見

を参考にさせていただき、現状の設計のトイレは残し、プレイルームの中にスペース

を設けて設置できるか検討する。 

健診室 1 は階段下に扉をつけ、普段から使えるようにする。畳がよければそれで考

える。 

暖房は床暖房と FF 式で 2,000 千円の差があるが、ご意見を参考に床暖房で検討す

る。 

図面やパース図が完成した段階で、4 月中旬以降にもう一度建設委員会開催をお声

掛けさせていただく。 

また、施設の名称については今後公募する。正面の壁面などをどうするか、扉など

のサインなどについても研究して進めていく。 

 

桂建築設計事務所 様 

床材について、イニシャルコストはかかるが、ランニングコストが抑えられるビニ



ール系のワックスフリーのもので考えている。下にクッション性のあるものを敷くこ

とで柔らかい弾力性のある床になる。色もさまざまなので検討する。 

 

壬生 経営企画課長 

フローリングを検討したがクッションフロアの方が温かみある。抗菌など安全な材

質で後の手入れがしやすい。畳はあった方がいいか。いいということであれば健診室

1 を畳にできる。 

 

委員 

畳の方が安心感はあるが、汚れが目立つ。人工のもので、汚れやすいのでクリーニ

ングできるものがある。 

 

桂建築設計事務所 様 

汚れを吸収しない素材で、薄いもので、敷き詰めて使うようなものがある。 

 

委員長 

この床材は床暖房に対応できるのか。ものによっては温度で形状が変わってしまう

ことがある。 

 

桂建築設計事務所 様 

対応できるはず。詳しく確認する。 

 

５．閉会 

北城 勇 副委員長 

3 か月、様々な角度からご意見をいただき、充実したものになってきた。最後の仕

上げの段階で、次が最後の確認になるが、皆様のご意見をよろしくお願いします。 


