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会  議  録 

 

1 会議名 

第 3回 上越市（仮称）厚生産業会館基本設計業務プロポーザル審査委員会 

 

2 議題（公開・非公開） 

○審査 

(1)ヒアリング（非公開） 

(2)採点（非公開） 

(3)集約結果の確認（非公開） 

(4)講評（非公開） 

(5)公表資料の確認（非公開） 

 

3 開催日時 

  平成 25 年 8月 22 日（木）午前 10 時 00 分から午後 5時 00 分まで 

 

4 開催場所 

  上越市役所 4階 401 会議室 

 

5 出席した者 

  ○委 員：樋口 秀、飯塚 日登美、甲田 佳子、石澤 克明、内山 輝義 

  ○事務局：田中都市整備部長 

       奥田都市整備課長、阿部副課長、山辺係長、松井主任 

 

6 発言の内容 

(1)開会（奥田課長） 

(2)審査 

【ヒアリング】 

＜ヒアリング順番 1番＞ 応募登録番号 01 番 

（  委員） 

 今回は設計コンペではなく、設計者を選ぶということである。我々は、より市民の意向を取り

入れていただきながら設計に反映していただこうと思っているが、かなり完成されたプランのよ

うに感じる。プラン変更や景観対応など変更は可能か。それと、これまで取組まれた中で、市民

との対話で、計画変更の実例があれば教えていただきたい。また、それによってどういう効果が

出たかお話しいただきたい。 

（業者） 

 今、6 ヵ月前位からやっている建物があり、物価の高騰とかで皆さんの考えと予算が違ってし

まうことがある。例えば、この建物は、元々市長はホールを造りたいが、市民はホールを望んで
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なく図書館がよいというので、このコスト内で図書館を作るとしたら、13 億 5千万円掛かる。と

ころが、ホールというのは隙間があるので、3 億 5 千万円位でできるということが分かった。そ

れを議会に説明して、今度は市民の方と 3 億 5 千万円をどう諦めるかというのをやった。その結

果、図書館をコスト内に収めた。今回の被災を受けたこの辺は、この図書館が早めに動きだした

ため、近隣は何も無くなってしまったが、みんな本が読めるということで、そういう効果があっ

た。その場所でオンリーワンの建築を作るというのは、プログラムの変更をして、皆でどういう

のがいいか話をしてそれを作ることだから、今回は周辺を平らにして、どちらかというと存在を

消すような背景にした。蓮とかを眺められる横に長いというのを反転させたりとかもできる。あ

とは建物を建てたときに競技場に影が入ってはダメなのでシミｭレーションをやった。もう一つの

例であるが、この建物は図書館と公民館と郷土資料館で、それを 1m も譲らないというものがあり、

このことを市民の方と話して共同でできる部分を形に変えた。プロポーザルの場合、市民の方の

顔が見えないため受かってから変えることは問題なく、ここまで設計しておけば、ある程度のお

金が分かるのでどう言われても変更できる。その都度みんなの希望でやっている。 

（  委員） 

 市民との対話の中で、この形や機能ができてくると捉えてよろしいか。 

（業者） 

 はい。 

（  委員） 

 子ども施設について専門家をチームに入れる予定はあるか。 

（業者） 

 私は大学で教えている関係もあって、色々と仲間があって一緒にやったりもする。子どもをど

う遊ばせるかが重要で、子どもはスピード感が違うので全部、混ぜちゃうと大きな子と小さな子

が激突して倒れちゃうこと等がある。朝方にお母さんと小さい子が来て、それらの方とやること

も問題ないし、そのプロは沢山いるので、誰とでも組める。 

（  委員） 

 今、おっしゃったように 3 歳未満児と以上と同じにすると事故が起こるというようなことはあ

るのですか。 

（業者） 

 はい。 

（  委員） 

 今、実際に上越市の子どもセンターはそのように運用されているが、例えば 1 人の親が両方の

年齢の子どもを 2人連れてきてしまったようなときに、設計上の配慮はできるのか。 

（業者） 

 この中は、ほとんど自由になっていて今 2 室に分けているが、実際にはここに事務がいて一時

預かりがあるので、もし管理の人の人数が足りなければお預かりしてやるとか、グループの人で

支援してくれる形をとって、運用でどういう風に使いたいか等の内容を変えることは自由にでき

る。ここからは忠霊塔も見えるのでアクションをつけたりとか、こうしろというのはその時のご

要望によって変えることも可能である。その地域にはその地域の子育ての仕方があるので、その



 3 / 17 
 

人たちと話をして、それを変えることはそんなに難しいことではない。 

（  委員） 

 高田公園は全体が県の指定の史跡になっている。来年度は高田にお城ができた開府 400 年とい

う記念すべき年にもなっており、今回の提案の中で意識されたところがあれば教えていただきた

い。 

（業者） 

 私どもはこの忠霊塔とかを見て、この建物をシンプルにして、イベントができるような場所を

作ろうと考えている。雪の問題もあるが、除雪車で作業ができるように考えている。これをお城

のようにしろということであれば、そういう形をイメージして考えればよいと思う。一番シンプ

ルな箱で屋根も外観もそれに変えられる事が一番よいと思う。この建物はこっちだよと言われれ

ば考えられる。お堀に対して風景を見られる場所を作るということ、それから南側の暖かい場所

に子どもたちがいる。高田のお城も考えて、2 階建は無理と考えて、ユニバーサルデザインのも

のがよいと思った。 

（  委員） 

 業務の実施方針の中で周辺施設との連携をどう図るか、シナジー効果を生むかを記載されてい

るが、現段階で具体的なお考えがあればお聞かせいただきたい。もう一点は、この段階でかなり

詳細なイニシャルコストの算定をされているが、公共事業をかなりされているということで間違

いはないと思うが、この検証結果も公共事業での積算に則った検証なのか聞きたい。 

（業者） 

 積算のことであるが、私どもの事務所は 18 年の間で 11 施設を造っており、今も 12 施設目を作

っている。今の計算は、消費税も上がり、建材も上がることを想定し、最近のものに補正をして

2割を上乗せしており、皆さんが変更をしたときにだいたいカバーできるコストで計算している。

国交省の仕事もこの辺でやっているので、その基準による積算事務所がやっている。相撲場が意

外とソッポを向いているので、ここの作り方がすごく重要だと思う。ここを駐車場にするという

のがいいのかなとも思っている。桜もきれいであり、今の相撲場のままでもいいとも思う。今こ

こを開けているのは、皆さんで考えたときに、ある程度の安心感みたいなものとか、この建物と

どう結ぶか、入口の位置を考えたり走っている人がこちら側に対してどうにじみ出てくるか等、

今、ここにある公衆便所は一時的になくなるから、それをこの中でこれが閉館している時でも利

用できることなどは今後やっていきたい。忠霊塔もちょっと寂れているというか寂しいなと思う。

この辺を丁寧に直せば、せっかくある塔ですから、何かそういうことを含めるとこの辺を全体に

何かできるような場所にしてみるというのがシナジー効果と思っている。これ以上やるにはそれ

なりのコストがないとできないので、今のところはこのような面で、少しずつシナジー効果を出

そうと考えている。 

（  委員） 

 市民意見の反映ということで、事例の中でもいろいろな意見を取り入れながら組み立てている

というお話を聞いたが、いただいた資料を見ると、市民と一緒にワークショップ等をやると書い

てあるが、動き出しが施工期間に入ってからのワークショップのように感じる。具体的にどのよ

うなことをするのかお聞きしたい。 
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（業者） 

 基本設計の時だけでなく、実施設計のときもやっているということである。 

（  委員） 

 基本設計の段階はどうなのか。 

（業者） 

 基本設計で方向性を決めても、ここを変えろとか実施設計の最中で絵を変えたいという人もい

るので、その人たちと一緒に模型を使って変えたりするということである。 

（  委員） 

 ホールであるが、ロールバック式になっていて後ろ側の床に収納という形で、後ろが開く形に

なっている案を見せていただいたが、この場合、客席の出入りは舞台側の前面から後ろ側へ上が

るような形になっているのか。 

（業者） 

 ここは、今 22m くらいしかないので、前から上がるような形である。ロールバックはそういう

形になってしまうので、全体を可動席にした場合、もっとお金をかければ、ここを動かすことも

できる。今回のコスト内であると後ろに来るから前上がりになる。席を後方に収納すると閉鎖さ

れてしまうので、この方式を今まで 4 つ位やっている。公共施設の場合は固定より可動の方が多

いが、音が悪いと皆さんから文句が出る。ある市の市長がそういうのを作ってくれと言うので、

一緒にやって全体の空調とか可視実験もやり、これはかなり良いと思う。一般の人も使えるよう

にした。 

 

＜ヒアリング順番 2番＞ 応募登録番号 02 番 

（  委員） 

かなり特徴的な提案であるが、これは設計コンペではなく、公募型プロポーザルである。設計

者を選ぶことだが、基本設計の段階で市民意見とか行政関係者また関係団体などの意見なども取

り込んでいただきながら設計するということになる。どこまで計画変更を許容していただけるか。

例えば駐車場からこの施設の入り口まで先ほど雁木の回廊という話があったが、簡単に言うと約

100ｍ歩かないと施設に入れないということになるが、市民の方から意見が出てきた場合、変える

ことができるのか。また、大屋根がかなり象徴的なシンボリックな空間になるかと思うが、市民

からすると賛否両論あるかと思う。景観的なものとか施設の配置計画、中の建築計画もそうだが、

基本設計の段階で意見をどのように取り込んでいただけるのか。今までのワークショップで計画

変更した実例があるようならご紹介いただきたい。 

（業者） 

私たちの事務所は、市民参加とかクライアントの皆さんと一緒に作っていくというのを事務所

のテーマとしてやっている。従来から、市民の皆さんや利用者の皆さんの提案でも、子どもの参

加を提案している。中学生位になると相当意見を持っている。将来、クライアントとして中心的

な利用者になるだろう子どもたちの意見は、重要であると思っている。私たちの案もそれなりに

問題を持っていることは認識している。皆さんの議論も多少資料を見させていただいたが、今後

発展していく延長上の中で、いつも私たちは複数案提案している。プロポーザルなので 1 案しか
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出せないのは残念だが、いつも複数案出しながら比較検討しているので、皆さんの期待に答えら

れると考えている。実例としては、中学校の施設でも、昨年竣工した劇場、図書館、市民施設の

合築施設で入り口とか駐車場を変えさせていただいた。 

（  委員） 

提案の中にある、子どもの成育環境のデザインとか遊びの環境の研究は、子ども専用で造られ

た施設なのか。 

（業者） 

子ども専用、幼稚園とか保育園、あるいは児童館もあるが、いわゆる合築というか複合的な施

設もある。 

（  委員） 

設計にあたって、子ども施設の専門家はそちらで十分ということでよろしいですか。 

（業者） 

私は、子ども環境学会を 2004 年に立ち上げ、現在、会長もしている。学位論文も取っている。

もともと最初に立ち上げたのは、国が作った子どもの国に参加したのが最初である。 

（  委員） 

子ども広場の外にすぐ駐車場がるが、安全対策は。 

（業者） 

子ども広場は周りと区割りする。もちろん車と接することはほとんどない。子どもゾーンとし

て区画する。駐車場から子どもゾーンに入ることは考えていない。施設に入って中の子ども施設

から子ども広場を使わせる。このほうが管理上も安全上もよいと考えている。 

（  委員） 

子どもを対象としたワークショップをされているということだが、年齢を区切ってワークショ

ップをされているようだが、具体的に設計の段階で取り入れてもらえるものなのか。 

（業者） 

小学校 5 年生以上になると、自分が生活している中で問題点とかをきちんと認識している子ど

もたちもいる。前に小学校の校庭改善を小学校 4年生、5年生、6年生を中心にやったときも非常

にうまくいった事例もある。幼児の場合は、一緒に遊びながらワークショップというよりも、お

母さん方とか子どもたちに期待感を持たせるという意味も多分にあると思う。ワークショップの

様々な意見もそれがそのまま政策に反映されるかということは大きな問題である。当然、市民の

間でも対立する意見も起き、それを一緒に整理してまとめて、どれが一番の優先順位か議論して

結論に結び付けていきたいと思うので、大人ももちろん、子どもたちにもぜひ相談をして納得の

いく結論の導きだしたい。 

（  委員） 

雪水庭園について、大変面白い提案だと思うが、メンテナンスのことだとか、実用性はどうな

のか。ここを南北に回遊するという提案があるが、現在、あまり人通りはないが、人をどのよう

に誘導するのか。 

（業者） 

陸上競技場の軸を意識している。どちら側がメインエントランスとなるかと言えば、両側から
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アプローチできるのではないか。メンテナンスは 2 層分なので、それほど困難な高さではないと

考えている。円形の採光から全体を明るいドーナツ型の空間にしたい。 

（  委員） 

ホールのホワイエと雪水ロビーは兼ねているのか。 

（業者） 

2 つの考えがある。平土間として利用するときは 1階から入りたい。通常のホールとして観覧席

が出ている場合は 2 階がホワイエとなる。雪水ロビーは、1 階と 2 階が立体的な一つの共有空間

であり、同時に待ち合わせしたり、交流したり、楽しんだりする場所にしたい。1階、2階を使い

分ける。公民館機能は全て 2 階にあるので、2 階に上がって、そこで景色などを楽しんで、くつ

ろいでいただくという使い方が定着するとうれしい。 

（  委員） 

雪対策について、両サイドとも落雪防止があるので基本的に屋根に雪を乗せると想定されてい

ると思うが、雪国の人間として、西側の急こう配の屋根で雪を乗せられるのか。東側は光庭に引

っかかるのか、飛び込んでしまうのか。対策はあるのか。また、現時点でイニシャルコストはど

の程度検証しているのか。 

（業者） 

新潟の経験がある。秋田とか富山とかも経験があり、雪国の経験はある。雪の問題はいつも戦

っている。耐雪型の屋根にしたい。西側は雪を落とす。急こう配の西側は落雪型になる。下は雪

だまりとして除雪の対策は必要。西側の落雪防止は、急こう配屋根の妻側の落雪防止である。コ

ストの問題は、現在は規模の戦いをしている。予定されている予算は承知しているので予算の中

で何をどう使っていくのか、市当局の方々とひざ詰めで一生懸命議論し、結論を見出していきた

い。基本的には躯体をしっかり合理的なコストで実現することをやっていきたい。 

 

＜ヒアリング順番 3番＞ 応募登録番号 03 番 

（  委員） 

既にコスト計算をされているということでよいか。 

（業者） 

たくさん事例を持っている。細かい数字を算定しているものではない。 

（  委員） 

説明にもあったが、市民との対話の中でプランを考えていくということで、このプランに固執

しないということでよろしいか。 

（業者） 

はい。 

（  委員） 

まちづくり提案や駐車場の中にレンタサイクポート、更衣室、トイレなどを計画しているが、

予算の中に入っていると考えてよいか。 

（業者） 

今は含んでいない。 
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（  委員） 

これはあくまでも提案であって、この事業ではないということか。 

（業者） 

敷地外の整備は別の費用を設けるということで聞いている。 

（  委員） 

全体の敷地計画だが、北側（陸上競技場側）を重視して南側（お堀側）は重要視していないよ

うだが、北側をメインにした理由は。 

（業者） 

1 つは年間 100 万人以上集まる観桜会をはじめ、公園全体の大きなイベントを考えた場合、この

ストリートが非常に重要な役割を果たすと思う。屋内外を含め、イベントスペースが足りないと

聞いており、これを環状のメインストリートとしてダイレクトに接続できるイベントスペースと

して提供できたら有効活用でき、イベントの際も非常に助かるのではないか。子どもの動きを見

てもここに自転車がズラリと並んでおり、こちら側が中心的なアクセスルートとなっているので

はないか。また、南側をないがしろにしているわけではなく、風除室を設けたサブエントランス

を計画しており、通り抜けも可能となっている。 

（  委員） 

冬期間のアプローチを考えると北側は弱いと考えるが、その検討は行ったのか。 

（業者） 

提案でも行っているが、雁木を設け、その床は無散水融雪にすることによって、雁木の下は全

く雪のない状態を提供できる。 

（  委員） 

高田公園全体が高田城の跡として県の指定史跡になっている。今回の設計の中で歴史を意識し

た部分はあるか。 

（業者） 

建築に特徴的な形、イメージを持たせることよりも、むしろこの公園の主役は桜であり、建築

自身は落とし目、渋めの外装にしている。櫓が非常に美しいわけだが、ああいった歴史的建造物

に対して、現代の建造物がどういった形で呼応することができるか、なかなか非常に難しいと思

う。むしろ非常にシンプルな形で設計した方がマッチングするのではないかと考えた。 

（  委員） 

平屋にして直接基礎を打つとのことだが、史跡は杭を打つとか遺構をいじめることを非常に嫌

うわけだが、その辺はどうかと思って質問した。またプレイルームについて、年齢が違う 3 歳を

堺に、運動量の少ない幼児と 3 歳以上の活発に動く幼児が一緒にいると事故につながることもあ

るが、そういったことを配慮した設計になっているのか。 

（業者） 

具体的に設計していく中で、遊具または家具で緩やかに区切る、分節するということも可能。

例えば長岡の施設もある意味では一体化している。一体化することによって、年齢間を超えた行

き来も重要かと考えている。小さい子が大きな子を見て「ああ、すごいな」と思ったり、年長の

子がお兄さん心を起こすというか、心理の変化も重要かと思う。そういった心が芽生える場を作
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っていきたいと考えている。安全性に関しては、緩やかに区切るということをしていきたい。 

（  委員） 

駐車場について、屋上に駐車場を設けているが、メリット・デメリットの考えがあれば教えて

ほしい。 

（業者） 

メリットは、計画の骨子としている「施設の連携を最大化する」ということのためで、150 台

を地上部分に置くとどうしても公民館部分を上に持ち上げないと収まらず、分離してしまう。公

民館施設が実に幅広い用途を持っており、公民館施設がホール施設やプレイルームと手を組むこ

とによって非常に利用幅が広がる、また使いやすくなる。それを考えるとこれだけの建築面積が

必要になる。そうすると地上部分で 90 台前後設けられるが、残りの 60 台を屋根の上に設ける。

それも決して目立たないよう約 2ｍの中木で視覚的にマスキングをする。周囲に更に展望テラス

を設けることによって、ある意味多目的広場を作りたいと考えた。もう 1 つメリットを追加する

と全て平置きにした場合、建物と駐車場が離れてしまう。2 階に駐車場を設けることでベビーカ

ーや荷物をお持ちの方などはすぐにエレベーター入っていただけ、すぐに施設に入れるというこ

ともメリットの 1つではないか。 

（  委員） 

雪が多い所だと屋上駐車場を閉鎖したりしているが、どう考えているのか。 

（業者） 

先ほどもご説明したが、全域を無散水融雪するので、ここには雪は積もらない。年間の利用料

金は今の試算だと月 10 万円もいかない。4 ヶ月フルに動いてもマックスで 40 万円、実質は 20～

30 万円でランニングコストは抑えられるだろうと思っている。 

（  委員） 

ホールの客席に親子室を設けているが、上越にはあまりないが、今は一般的なのか。需要はあ

るのか。 

（業者） 

今回の建築プログラムだと 1階に子ども施設があって預かり所もあるが、仮にダメだった場合、

泣き声を出す乳児の場合、ガラス張りで声は外には漏れない。舞台のパフォーマンスはマイクで

拾って、スピーカーで再生するが、視覚的にステージを見ることができる。親子室の需要も生ま

れるのではないかと思う。催し物によっては、未就学児が入れないものもあるが、4,5 歳の子ど

もにガラス越しではあるが見せられる。 

（  委員） 

今ほども駐車場の融雪の話があったが、地下水での無散水融雪を行うとのことだが、上越市、

高田の雪は密度が高く、湿った重い雪が一晩でドンと降るため、この辺では無散水が普及してい

ない。屋根であれば徐々に融けても問題ないが、駐車場の場合、夜降った雪を朝までに融かさな

ければならない。正直、今までの私の中ではそこまで対応できるのかなという不安がある。検証

しているのか確認させていただきたい。もう 1点、17 億 5千万円という予算を提示させていただ

いてる。決して余裕のある予算ではないと思っているが、現時点での検証をどの程度されている

のかお聞かせ願いたい。 
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（業者） 

融雪については、一言で言うと自信を持っている。私どもは上越を含め、寒冷地での実績があ

るので、間違いなく達成できる。井戸水なので温かいということと降ってから水を流すのではな

く、外気温が 2 度を下回った場合、㎡あたり 300W ぐらいの熱を与える流量を流すということで、

確実に雪を融かすことができるのでご心配は結構である。予算、建設費については、杭は、直接

基礎をやめると非常に深い支持層、50ｍ以上ある。実際にやると非常にお金がかかる。杭をやめ

ることによって、試算で、ボーリングデータがないので何とも言えないが、場合によっては 1億、

またはそれ以上のコストダウンを図ることができる。この施設でお金がかかるのは、やはりホー

ルの舞台設備。協議しながら進めていくが、全国の流れ、ヨーロッパでは全てそうだが、いわゆ

る吊り物機構がオール電動。手動は毎年死者が出ている。今、一番老舗の大手では非常に安くオ

ール電動化を果たしている。インバーターにより手動のような細かい動きもできる。これに追随

する他社も開発中である。こういった物を利用していけば、舞台機構もある程度コストダウンを

図られ、なんとか収められるのではないかと考えている。 

（  委員） 

そちらの実績であるが、ホールの実績があるのは分かったが、可動席の実績はたくさんあるの

か。 

（業者） 

200 席とかのものは非常にたくさん行っている。400 席以上については、私が 1つ行っている。 

 

＜ヒアリング順番 4番＞ 応募登録番号 08 番 

（  委員） 

これは設計コンペではなくて、公募型のプロポーザルで業者さんを選ぶということである。今

回ご提案の内容は、ワークショップ等を通じて設計変更可能と考えてよいか。 

（業者） 

はい。 

（  委員） 

その中で道路の付け替えというような話があるが、冬期間は結構、排雪するために南掘で雪を

溶かすというか押すことがあるが、今は歩行者専用とする提案だが、そういう雪対応みたいなこ

とも検討されたのか。 

（業者） 

歩行者用の遊歩道として整備しているが、道路としては今あるアスファルトはそのままにし、

車両が乗っても問題ない舗装にしたいと思っている。物理的には、そこで雪の排雪を行うことは

可能である。普段は車両が出入りしないように、こちらで廻ってもらうようにしたいという考え

方である。 

（  委員） 

屋根から落ちてくる雪もあり、かなり量的には雪が溜まる空間なのかなと思うが。 

（業者） 

屋根勾配を緩くし、雪止めをたくさん付けることで、できるだけ落とさない計画にしたいと思
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う。 

（  委員） 

子どものプレイルームのところが、かなり大きなガラスの一面で構成されているが、ここは降

雪でかなり雪が溜まる。これは融けないと思うので、雪に囲まれて子どもが遊んでいるみたいな

イメージになりそうな想定もできる。ここは良い空間だと思うが、市民から意見が出た時はどう

対応されるのか。 

（業者） 

ここのエリアは、ほとんど真っ平になっているように見えるが、断面図では軒が出ていて、軒

から先の雪が積もる部分と建物の床のレベルは 1ｍくらい差をつけて、雪が多少積もっても、室

内からの視点を遮らないようにしたいと思っている。全体のレベルを見て検討していかなければ

ならないと思うが、基本的にはそういう考え方である。 

（  委員） 

かなり庇を出すという意味において、雪が積もった時にも大丈夫だということでよろしいか。 

（業者） 

はい。 

（  委員） 

高田公園という位置付けであるが、古来から歴史のある場所で文化財として新潟県の指定史跡

になっている。プレゼンを聞かせて頂くと、緑や桜等は提案の中にあるが、歴史的なものを意識

されたのはあるか。 

（業者） 

歴史的なものはワザとというか、まったく新しく復元したりするようなことはあまりしたくな

いと思っている。今あるお堀の形とか、そういう風景というものは、現在の自然がマッチしてと

ても深みのある景観を生み出していると思っているので、それをできるだけ引き立てるような形

で、その歴史的なものには対応したいと思っている。唯一と言っていいかもしないが、プレイグ

ラウンドに「ひょうたんくるわ」という名前をつけた。この敷地の端っこのプレイグラウンドが

ひょうたんくるわのエリアに若干入るぐらいだが、通常の客席の土盛りに接続してもう一つ築山

を付けることで、ひょうたん型の土盛りを作って、それを「ひょうたんくるわ」という名前にし

て、子どもたちが遊ぶ時にここは昔「ひょうたんくるわ」って言ってたんだよというのを、地形

でも伝えられるようにしたいと思っている。 

（  委員） 

来年が高田にお城ができて開府 400 年という記念すべき年になる。多分、市民ワーキンググル

ープ等が作られると、そういう要素がどんどん意見として出てくると思うが、その時は、せっか

く歴史のある高田城を積極的に取り入れて頂きたいと思う。もう一つは、プレイルームがあのよ

うに配置されているが、設計をされるにあたって子育て等の専門家の意見を取り入れられている

のか。 

（業者） 

今回の設計で専門家の意見を取り入れるまでは至っていない。実際の設計の時にはそういった

機会は持たせて頂きたいと思うが、ホームページで公開されている検討委員会の議事録はしっか
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り読ませて頂いた。長岡市の「てくてく」をかなり意識されているということが書いてあったた

め見に行った。長岡の「てくてく」は真ん中に食事をする三角形のスペースがあって、左右に高

年齢児用と低年齢児ように分かれているが、高年齢児用の床はゴムシート舗装で、ほとんど屋内

運動場のような使い方で、竹馬をやったりしているような場所であった。それに対して乳児用ス

ペースは、フローリングで本当におとなしく静かなところで、ハイハイをしたり、静かに絵本を

見たりするような空間であり、それを 1 つの空間にするのは、ちょっとふさわしくないのでない

かという感じを持った。このプランは今後のご要望でフレキシブルに領域を変えたいというご要

望が強ければ、もちろん、そういうふうに変えて行きたいと思う。 

（  委員） 

 市民意見の反映の仕方ということで説明があったが、委員会形式とワークショップ形式を並行

してやるという説明があったかと思う。ワークショップについては、先ほどの説明だと使い方の

ワークショップというイメージを受けたが、設計段階に反映するのかどうか。委員会形式とワー

クショップ形式を並行してやると意見がまとまりにくいのではないかと思うが、その辺はどう考

えているか。 

（業者） 

 イメージは、専門委員会は協力事務所からも出てきてもらって、市民の方々の方は劇場系のか

なり活動されている、マニアックのような方々の委員会で、技術的な突っ込んだ会議をするよう

なイメージである。市民ワークショップの方は、専門性にとらわれず、利用者としてそこを使い

たい人たちが集まってきて、意見を言ってもらうようなイメージである。このワークショップで、

使い方に対してかなり専門的な意見が出るようであれば、設計者である我々が対応するが、それ

では不足であるような感じとなった場合は、例えば市民ワークショップでも舞台設備であったり、

突っ込んだことをやりたいということになった場合は、この協力事務所の劇場専門家にこちらに

も出てきてもらって、専門的なワークショップをやることも可能である。この辺はワークショッ

プの進み方で柔軟に対応したいと思っている。ワークショップでの先ほどの図柄での使い方とか、

レイアウトとか、ハードよりのワークショップのイメージを映していたが、世の中一般的に設計

の範疇で建築が関わるワークショップはこのようなハード的なワークショップが多いが、本当に

市民参画を求めていくのであれば、もっとどういうことで活動したいかなどをやって、その活動

内容のワークショップとか、活動する市民を組織化して実際の完成後に運営に参加するような組

織を作っていくこともやられている先進的な自治体もある。そういうことまでやられるのであれ

ば、ワークショップの運営とかソフトのワークショップを、例えば今テレビで有名な山崎さんみ

たいな人を迎えてやるとか、そのような感じになるかと思う。 

（  委員） 

 ホールで客席の前面部分は、ステージはそのままの高さで、客席の方が下へ沈むという説明だ

ったが、後ろの収納式の部分とは別に、その部分が沈むというような感じだと思うが、その安全

性と客席の座り心地は確保されているのか。 

（業者） 

 この絵は割と簡略化して書いているが、実際にセリが下がるのは 1m 弱くらい下げることになる

と思う。普通、ステージの先端部分は 80cm から 1m くらい上がっており、それと同じくらいセリ
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を下げる。下がったところにも平らに椅子を並べることも可能で、真ん中くらいに、例えばここ

が 1m くらい下がっているので、50cm くらい上がった段を作って、このセリの上にも多少の段床

を作ることも可能である。セリの上に段床を作る場合には、ワゴン形式の 50cm くらいのひな壇み

たいな壇で、その下に車輪が付いていて移動する形である。今考えているものは、ステージの下

にこのワゴンを収納して、床を上げると平土間ができるというようなもので、可動の客席をワゴ

ンのひな壇のところに倒して収納できるものもある。その辺の椅子の仕様は、椅子業界も研究し

てきているので、かなりのグレードのものが可能になってきている。 

（  委員） 

道路の付け替えの件であるが、現在の敷地の南側については、ポテンシャルを活かし切れてい

ない中で、付け替えるという提案はアリだなという気がする。ただ、別の提案である 4 つのゾー

ニング分けのなかで、三の丸文化ゾーンとして、図書館まで含めて 1 つのゾーンとして設定して

いるが、今回の施設と図書館の間に道路が通ることで分断されてしまうのではないか。また、公

園のイベント等で一番活用されている芝生広場の間にも車道が入ってきてしまうことで、これも

分断されてしまうのではないかという気がしている。このことについて、何か考えはあるのかと

いうのが第 1点である。もう 1点は、時間的に厳しかったかもしれないが、地元産の杉による CLT

を提案されているが、コストや供給につていて考えているのか、お聞かせ願いたい。 

（業者） 

まず道路について、メインアプローチは西側からになるので、ホールから先は、ほとんど交通

量はないのではないかと考えている。管理用の車両が通る程度で安全性は問題ない。将来的には、

忠霊塔西側は碑が並んでいるだけで、うまく活用されていないので、ここが何かの施設になると

すれば、ぜひ、ここを一体的に歩行者ゾーンとして、南掘に面した施設群ができると素晴らしい

なと思う。CLT は、ヨーロッパでは数年前から普及している材料で、強度のない杉材でも有効に

活用できる集成材。日本では、まだ規格が定まっておらず、農水省が 2013 年度までに規格化する

予定。規格化されると設計に取り入れることができ、かなり安く、強度も出るということで、断

熱材と仕上げと構造を兼ねることができるのが魅力である。 

（  委員） 

その点について、コストについても検討しているのか。予算内に収まるのか。 

（業者） 

検討している。複層ガラスも全体面積の 50％以下になるように考えており、ガラス自体も㎡あ

たり 1 万円ほどで全体に占める割合は小さい。ホールの可変機構にお金が掛かるのが心配される

が、平土間を客席全部のセリで行うことで、試算であるが、5 千万円程度で実現できると見積も

りも取ってあるので大丈夫だと考えている。 

 

＜ヒアリング順番 5番＞ 応募登録番号 09 番 

（  委員） 

公募型プロポーザルであり、設計コンペではない。魅力的なプランであり、外観もかなり個性

的であるが、市民から外観等について意見が出た場合に、計画の変更は可能か。 

（業者） 
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ワークショップを通じて市民の意見、行政の意見をトータルに考えていきたいと考えており、

今回の案は一例と考えていただければと思う。 

（  委員） 

事前に提出いただいた業務実績は、恐らく行政庁舎かと思われる。設計事務には社外の専門家

を入れると説明があったが、ホールの設計実績を教えてほしい。また、実績をどのように評価し

ているか。 

（業者） 

長野県でホールの客席 1,560 席、大ホール・小ホール・大スタジオ・練習室・美術館のある複

合施設を建設中。ホールの専門の方々と協議しながら進めており、十分理解している。劇場のコ

ンサルティング、音響のコンサルティング、子ども施設に関わる大学の先生をチームに加えて具

体的な協議をしたいと考えている。 

（  委員） 

可動席のホールの実績はあるか。 

（業者） 

ある。参加要綱に合致しているため、応募させていただいた。 

（  委員） 

公民館の部屋の配置等について、間仕切りを可動式にしてレイアウトを自在に変更できると提

案があったが、騒音対策を考慮しての配置なのか。 

（業者） 

可動か固定か、遮音性の問題があるが、運用上の話として、どの程度フレキシビリティを持た

せていくか非常に大事なので、十分に協議していきたいと考えている。上下階の震動は、スラブ

の増し打ちなどの対策を十分に吟味していきたいと考えている。 

（  委員） 

子ども施設について、乳児と幼児との運動量の違いによる事故防止のため、プレイルームを区

分けしてあると思われるが、子どもに関する専門家の意見を参考にしたものか。 

（業者） 

新潟出身で子ども施設専門の東京の大学教授の意見を参考にしながら、提案させていただいた。 

（  委員） 

自家用車で施設に来る方は問題ないが、中学生や高校生などは自転車で北側や東側から施設に

くると考えられるが、どのように誘導するのか。 

（業者） 

赤色の歩行者導線に沿って、メインは北側から入ってくる形と図書館等の文化施設側から入っ

てくる形が考えられる。歩行者には、歩道を利用してエントランスまで導きたい。公園内にはサ

インも必要と考えており、施設のみでなく、協議していきたいと思う。南側からでも十分に通り

抜けできるような形で南北からアクセスできるよう確保してあり、立ち寄りやすさ、入りやすさ

を非常に重要視している。 

（  委員） 

雁木にあるトオリニワは、通常、表から裏に抜けるが、提案の導線では直行している。人の流
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れをどう考えているか。また、その間にチャノマがあるが、大人や中学生、高校生が立ち寄り、

話ができるスペースになるのか。 

（業者） 

施設の軸となる部分をトオリニワと名付けて、交流の場としている。そこにあるチャノマをた

まり場としての市民の空間としている。一階と二階の視線が通うことも重要であり、たまり空間

と導線が連携している。平面的にはサブエントランスがあり、全体的には通り抜けできるような

空間で、施設全体を構成して、分かりやすさを徹底したいと考えている。 

（  委員） 

ホールの練習室はガラス張りとなっているが、例えば演奏者の待機場として利用する際にカー

テン等で見えないようにすることは考えているか。 

（業者） 

見えるスタジオにすることは、アクティビティを発信するために重要な要素であるが、その反

面、隠さないといけないような時はガラスとガラスの間にスクリーンを通す方法もある。練習室

の配置としては、公民館に寄せた形で提案させていただいているが、今後、打ち合わせを通じて

配置等を変えることは可能である。今回の施設は、トオリニワを東西軸に配置して、そこに様々

な施設を置きながら、そこに全て顔を出しいく形を採用した。 

（  委員） 

屋根を落雪型にすることにより、雁木に雪が溜まると思うが大丈夫か。また、要綱で工事費を

17 億 5千万円に設定しているが、現時点の提案でどのように検証しているか。 

（業者） 

雪対策は慎重に考えており、雪シミュレーションを行っている。今回は、雪下ろしの軽減と構

造的な軽減を図るため、落雪型としている。基本的には、低層にして落雪の危険性を軽減するこ

とと、軒先には融雪ヒーターを設けたいと考えている。また、雪対策については、個別に専門家

を入れて、協議したいと考えている。南側のお堀付近も排雪場所となっているため、慎重に考え、

安全に配慮していく。工事費については、余裕のある金額ではないが、一番左右されるのはホー

ルの舞台機構や舞台音響であるため、市民団体等と協議して、優先順位をつけて吟味していく必

要があると考えている。全体としては、例えばホールを 9.5 億円、その他の施設が 6.9 億円、外

構で 1億円と考えている。 

 

【採点・集計】 

（各委員） 

 委員個人ごとに採点し結果を各々が事務局に提出する。 

（事務局） 

 提出された各委員の採点結果を集計する。 

 

【集計結果の確認】 

（事務局） 

 採点結果を説明する。 
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（各委員） 

 異議なし 

 

【講評】 

最優秀者 （応募登録番号 08 番） 

（  委員） 

個人的に評価したい点は、道路を付け替える提案など今後、ワークショップで決めていける提

案が多かったこと。現在の敷地について、ポテンシャルが高い土地なのにも関わらず、それを生

かされていないことを理解しており、提案でカバーしようとしている思いが伝わってきたところ

が評価すべき点である。この形が本当にできるかどうかの部分もあるが、相撲場が無くなった場

合を想定し、単に駐車場にするのではなく子どもの遊び場にする提案などは、魅力的な部分があ

る。今後のワークショップを通じ設計を進めてほしい。 

（  委員） 

結果は予想通りと感じた。周辺風景とのなじみの発想は良いが、プレイルームはもう少し考え

ていただきたい。このガラス張りを管理する方法、掃除、雪処理の考え方等はしっかりと考えて

もらいたい。 

（  委員） 

実際に出来る、出来ないは別として、初めの印象はデザイン的に魅力を感じた。本当に実現し

たら良いものになると思う。このイメージで建設できればよいと思う。まったく変わってしまう

と寂しい感じもある。管理問題もあるため、今後のワークショップで議論が必要である。建物に

楽しさがある。 

（  委員） 

プレゼンがチャーミングである印象を受けた。高田の地域を意識しているところがあって「ト

オリニワ」など、入口から抜けるところまで考えている。「ひょうたんくるわ」もそうだが、相撲

場を残すかはっきりしない中で、この提案でいけば、今の相撲場がそのまま残っても子どもたち

の遊び場になる等の提案がチャーミングであると感じた。市民意見の反映について、どの業者も

そうだが、意見を聞きたいとか、設計に取り入れるかどうかは別として、その様な場を設けたい

という考えがほとんどであったが、それぞれの役割、委員会としての役割や利用者としての役割

が明確であって、考え方がぶれていないところが評価する点である。現在の人の導線は図書館側

からの方が多いと思うが、反対方向（陸上競技場側）からの提案であるので、本当に可能なのか

どうかも含め、人を寄せ付けられるような開かれた公民館になるように希望したい。そのため、

東側からのアプローチも検討してほしい。 

（  委員） 

総じて、委員会のメンバーが合意と言うか高い評価をしている案であることが分かった。建物

単体、高田公園全体の周景、道路付け替え計画、ひょうたんくるわなど、敷地の内外を含め魅力

的で且つデザイン的であった。総評であるが、市民意見の取り入れなど、専門的な委員会部分と

市民目線の両方の意見を反映させることなどは、高評価である。これらを利用して、もっと素晴

らしい提案を期待したい。要検討としてはプレイルーム、メインアプローチについては東側から
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も再考願いたいという要望もある。 

 

優秀者 （応募登録番号 03 番） 

（  委員） 

次点は個人的には提案力の高い 08 番に比べ非常に堅実である印象。駐車場を 2階に配置するこ

となどは、現在の相撲場部分を除いても何とか 150 台を確保するんだという、市の要望を一番理

解しており、堅実である。提案業者として裏方に徹することなどは、好印象に感じた。複合施設

の中で、ホールと公民館の提案は多くあったが、子ども施設を含めて提案をしているところは、

非常にコンパクトにまとめられている。この提案については、ここをもう少しという部分はあま

りない。 

（  委員） 

私も堅実な印象である。建物的にもユニークであるので周景にもマッチしそうであると感じた。

平屋にして、真中に公民館を配置しホールと子ども施設で挟むところが、複合施設として一番使

いやすいと思った。駐車場の屋上は特に感じない。使ってみないとわからない。 

（  委員） 

第 1次審査でも 03 番は気になった。ワンフロアーに全て配置していることは、いろいろな意味

で様々な使われ方が想像できる。駐車場が 2 階になると、基礎改良などの経費的な部分で心配も

あるので、もう少し分かりやすくしてほしい。 

（  委員） 

ホールはいいと思った。舞台袖が可動するということは演出者側にとっても有利なホールと感

じた。北側の可動壁などはイベントに期待できる。プレイルームが東側にあることで、図書館と

の連携がイメージできた。残念なのは、市民意見の反映は委員会を立ち上げるということだが、

レンタサイクルなどは、誰かがやる施設なので、このような方々も巻き込んで実施するのであれ

ば、素晴らしい施設になると思う。うまく取り込んでできるのであればよいと思う。今の駐車場

のところに更衣室があるが、提案に含めていただければよかった。 

（  委員） 

堅実なプランであり、平屋でコンパクトな提案である。駐車場の問題、市民意見の反映方法な

ど、魅力的な街づくりに対する提案であるが、実現の可能性に不確実な部分があるので、別途の

議論が必要である。08 番には敵わなかった。 

 

【公表資料の確認】 

（事務局） 

 公表予定の資料を説明する。 

（委員） 

 異議なし 

 

(3)部長御礼の挨拶（田中都市整備部長） 

 (4)閉会（奥田課長） 
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7 問い合わせ 

都市整備部都市整備課公園管理係   TEL：025-526-5111（内線 1379） 

E-mail：toshiseibi@city.joetsu.lg.jp 

 


