まちなみ通信 第３号（詳細版） 朝日町産業建設課では「朝日まちなみプラン」を住民の皆さんにより身近に感じていただくため、プランに基づく町や地域の皆さんの動きを≪まちなみ通信≫として紹介します。

第２回

みなさん、こんにちは！朝日町では、平成 28 年度に策定された朝日まちなみプラン（朝日町東海道まちなみ整備計画）及び都市再生整備計
画をふまえ、平成 30 年度に（仮称）地域交流センターの基本設計を行う予定となっており、現在、地域の方々との幅広い意見交換を通じて、
よりよい（仮称）地域交流センターとしていくため、公募により選ばれた１５名の参加者と一緒に「ワークショップ」と呼ばれるグループ会
議を行っています。６月１６日に行われた第２回目のワークショップでは、
（仮称）地域交流センターの整備地である朝日町資料館を皆で一緒
に確認して、この場所で出来そうな事や難しいことなどを共有し、将来的な使い方のアイデアを出していただきました。当日の様子や内容を
まとめましたので是非ご覧ください！

（仮称）

地域交流センター
検討ワークショップ
を開催しました！
◆（仮称）地域交流センター検討ワークショップ開催

◆現地確認の様子 ～ 皆で計画地を回りました！
◆現地確認の時間は 30 分程度、A、B 二つのグループに分かれて、内部、外
部でそれぞれ気になるところを手持ちの図面を使って書き込みをしていただき
ました。部屋に戻ってからはグループ毎に調査結果をまとめていきました。
隣地
※色塗り部分が主たる
改修対象エリアです。 第２展示室～昔ながらのか

トイレ

内部

◆日時：201８年６月１６日(土) 10:00～12:00
◆場所：町資料館
◆参加者：14 名

管理室

外部
第一展示室

本日のプログラム

隣地

10：00

■ワークショップの目的とスケジュール

10：05

■前回のふりかえりと今回の進め方について

10：10

■類似事例の紹介

第三展示室

窯場
第二展示室

玄関

第七展示室

公道
第３展示室～昔の調度品もあっ
てレトロな雰囲気です。

出入口
10：15

まどもあり、活用の可能性が
広がります。

■現地を確認しよう！
東海道方面から のアクセスに
ついても確認していきます。

10：45

■グループ会議

11：40

■各グループの発表とまとめ

11：50

■おわりに

駐輪場

建物前のお庭スペース
についても使い方を考
えていきます。

◆類似事例（登録有形文化財）をもとに町資料館での活用のヒントを探りました！

旧明村役場庁舎（津市）

日光総合支所庁舎（日光市）

みはらし亭（尾道市）

赤レンガ建物（半田市）

◆全国にある登録有形文化財の中からいくつかの事例について学びました。
「文化財の価値・魅力を広
く伝え、社会に活かす」という視点のもと、近年、文化財保護は「公開・活用」に重点を置き、地域
住民やボランティア、NPO 等による保存、管理、活用への参画が多くなってきています。

資料館の現況配置図

道標等

進入路

玄関破風板懸魚の劣化

公道

◆グループ会議の様子 ～ 皆さんでアイデアを出し合いました！
◆ワークショップ後半のグループ会議では、前回と
同様に A、B 二つのグループに分かれ、活発に話
し合っていただきました。現地確認を通して様々
な意見が発表されましたが、共通した意見も多く
みられ、今後のプラン作りがとても楽しみになり
m
ました。なお、グループの主な意見
m
については裏面をご覧ください。
朝日まちなみプランに関するご意見・ご質問は朝日町産業建設課まで！ TEL 059-377-5658

◆当日のワークショップで出た意見 ～ 現地の建物や外構を十分に確認して、この場所で出来ること、難しいことを共有しました！

B グループの主な意見を表にまとめました

Ａグループの主な意見を表にまとめました

第一展示室
の使い方

内
部

その他展示
機能
かまど
台所

庭のスペー
スの利用

屋
外

案内板／
その他

イベント

駐輪場、
トイレ

・テーブル、椅子準備

・休憩する場（気軽に）

・朝日小児童の作品展示⇒ギャラリー＆
憩いの場

・常設バザー。
メルカリみたいな…（子育て系）

・子育て支援の場⇒週 1 回以上は必要

・おひな様のイベント（節句の行事）

・大人のサークル活動、発表の場

・夜の利用とか（ビアガーデン）

・展示物の見せ方に工夫を凝らす
（エピソード、物語）

・朝日町デジタルミュージアムの活用

・IT、VR 等を使って、展示紹介

・Google ストリートビューで施設紹介

・かまどを利用する（釜も置く）

・かまど風の演出があっても良い

管理室・第三
展示室の利用

内
部

・芝生広場と水辺の広場

・アプローチは直線ではなく変化をつけ
る（クランクするような感じ）

・レンガ風舗装、レンガ塀（向かいの旧
酒屋さんの趣を活かす）

・シンボリックな火の見櫓

・道路前面の生垣は無くすか低くする

・東海道から資料館の場所がわかるよう
にサイン看板

・休館日でも外構を使えるようにする
（休憩する場）

・屋外イベント用の外部電源を整備

・2F 旅行者の休憩室（街道散策者）

・旧金庫を子ども達に見せたい

・第三展示室⇒ガスを引いて厨房に

・窯場を有効に使う。使っていくことが大事

・かまどの全体が見えるように

・かまどを使用する上で火や煙の管理が心配

・釜で炊く御飯を子どもと一緒に食べてみたい

・イベント会場にしてオープンスペースとする
第一展示室
・床のカーペットをフローリングに
(イベント会場)
・動画など、子ども達に道具の使い方が分かる工夫
第七展示室

・流し台をステンレスから昔のタイル張
りに替える
・屋根付き休憩所

窯場の利用

・1F 管理室⇒整理して喫茶室に

・第七展示室が死んでいる（使われていない）

・雨やどりのスペースとしてベンチ等を置く

外壁、屋根、
ブロック塀等

・東面のブロック積、ビニール波板、トタン製戸袋
を木製に。また外壁を木で統一

・外壁下見板の腐食や破風板（懸魚）の劣化
・ブロックが基準法に適合しておらず危険（11 段）

庭のスペース
の利用

・近隣に学童や保育園等があり、子ども達が利用で
きるスペースとする
・フラットにして広く使える様に
・シンボルツリー（松等）、桜、梅 等が必要

子どもが遊べる様に

・庭のスペースを大きくほしい
・庭に花がほしい
・屋外ベンチ等ファニチャーを置く

・安全、セキュリティ面での設えを整備

・生垣（植木）をなくして建物および内部を見えや
すくする。または低い植木を植える
・道路から案内板、資料館看板が見えるように
・子ども達の飛び出しが危険

・生垣を無くして開放的な赤レンガにする。
（低いレンガ塀）
・たのしいワクワク看板、サインがほしい
・ランドマーク 東海道から見えるサイン塔

・正月のもちつき会

・タケノコゴハンの会

・入口二か所（中央部イベント用、左側は休憩室）

・夏は流しそうめん

・朝明商工会のイベントで流しそうめん
をやっている⇒道具を借りる

・駐輪場は撤去してはどうか？

・屋外トイレが必要

屋
外

資料館を見え
やすくする
／案内板

駐輪場、駐車
場、トイレ、
出入口

・駐車場やトイレを置くと狭い
・なるべく小さいトイレ（建物が見える様に）
・駐輪場の必要性について。子ども達の利用として
は必要

・イベント搬入⇒駐車場が必要⇒管理用の入口
（車１台分のスペースを確保）
・トイレを併設した木製駐輪場
・外向トイレ（オープン）
・駐輪場なくし庭は大きな屋外憩いの場（池、ウッ
ドデッキなど）

◆今回のワークショップのまとめ
◆A、B グループ共、共通の意見がたくさん出ました。展示室
を中心とした内部の使い方として子育て支援や子ども達の遊
び場、オトナのサークル活動、ギャラリーとしての利用、今
となっては珍しいかまどの利用についても実際に活用してい
きたいとの思いが共通していました。外構については垣根を
無くすか低くすることでもっと資料館の存在をわかってもら
えるような工夫が必要であるとの意見があった他、芝生や水
辺を利用した広場の在り方や屋外イベントの提案などなど、
たくさんの意見を頂きました。次回はこれらの意見をふまえ
た具体的な整備プラン（案）の検討を行っていく予定です！

◆A、B グループ共、会議
で出たたくさんのアイデ
アを付せん紙に書いて整
理していきました。建物
内外共に、ハード面での
工夫や使い方など多岐に
わたる意見が出ました。

ひ
と
こ
と

・芝生の広場

・直線的なアプローチはワクワクせず面白くない

グループ会議の成果と
発表の様子

ア
ン
ケ
ー
ト

・町民の企画展示スペースにしてはどうか＋カフェ
スペース
・西日がメインなので使いにくい

◎話し合いについて）出席者の意見が「なるほど」と感心した／今後も素敵な意見交換をしていきたい／徐々に具体的に見えるようになってきた／今回のワー
クショップはその内容をフィードバックしてもらえて非常にありがたい。
（
「まちづくり協議会」立ち上げの際は何もなくいきなり議会へ上程され可決された経
験があり、盲目状態で有耶無耶で終わったことを後悔している）／実際に建物の内外を見ることで具体的にニーズが挙がってきて良かった／他事例の具体的な
ありようを直にみることの重要さを感じた／資料館の生い立ちが良くわかり、個人的に参考になった／多くの意見が出て良かった／実現できるようにしてほし
い／自分の考えている事だけでなく他者のおもしろい意見を聞けたのは良かった／聞いた内容を持ち帰って考えてみたい／資料館の利用方法がぼんやりと見
えてきて良かった／A 班・B 班ともに共通の意見が多く見られたので、実現可能な要素を 1 つでも多く取り入れるようにできればと思います。などなど

≪次回のご案内≫
◆日にち：7 月 21 日（土） （仮称）地域交流センター
◆時間：１0 時～12 時 の整備イメージを考えよ
う！と題してセンターの整
◆場所：町資料館
備プラン案を検討します！

朝日まちなみプランに関するご意見・ご質問は朝日町産業建設課まで！ TEL 059-377-5658

