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基本設計図書　【概要版】邑楽町中央公民館建設工事基本設計業務委託
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■基本コンセプト ■ボリューム配置の考え方

中庭（空のホール）イメージ南東側外観イメージ

邑楽（ひとが集まる楽しいところ）にふさわしい、自然・文化・交流を楽しむ「活動が見える大広間」邑楽（ひとが集まる楽しいところ）にふさわしい、自然・文化・交流を楽しむ「活動が見える大広間」

本施設は、整備が進められてきた行政サービスの核となる半円形街区（シビックコア）の最後のパーツとして、

単に公民館機能の整備にとどまらず、この施設ができることでシビックコア全体の機能をより向上させ、多く

の町民が集い交流し、学ぶための場所としてふさわしい、憩いと喜びのある施設づくりを目指す。また以下の

様な方針に沿って計画することで、基本コンセプトの実現を目指している。

・生涯教育・文化振興を図る”ハレ”の舞台（ホール機能）

・活動意欲を喚起する交流施設（公民館機能）

・利用者にも管理者にもやさしい施設（管理機能）

・周辺施設と連携したエリア全体の活用促進（屋外施設機能）

・みんなが集まれる場所の創造（全体）

施設は役場庁舎をはじめとする隣接する公共施設同様に、東西南北に正対した方位配置とする。敷地は大きな

半円形街区の南西の一角を切り取った扇状形であるため、四方の中で中央公園向き（南面）と役場庁舎向き（東

面）の二方向を建物の正面側と捉え、立面、動線計画を検討する上での基本とする。

 
本施設を構成する最大ボリュームはホール部分であり、このボリュームをどのように配するかが課題となるが、

今回の計画条件としてホール舞台にフライタワーを設けない計画であるため、客席から舞台までの全体を一定

の高さで構成することが可能である。そのためホール全体に屋根を架ける外観とすることで、シビックコア内

に隣接する庁舎や図書館、その他の施設に用いられている切妻屋根形状を踏襲し、この街区景観に統一感を持

たせた計画となるように配慮した。

 
ホール以外のボリュームは、公民館機能が収まる部分となる。公民館は要求される諸室を２階で収め、ホール

部分より低い高さに抑えることが可能である。そこで切妻屋根のホール外観の自律性を保つため、水平性を強

調する陸屋根形状としてホール部分との差異化を図っている。また屋根形状のホールを背景に、中庭とそれを

取り囲む公民館ピロティ及び屋外ブリッジが、来館者を迎えるゲート（入場門）として見えることを意図して

いる。
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来館者駐車場：

シビックコア中央に位置する駐車場

中央公民館だけでなく、

他の施設へのアクセス性も向上

管理用駐車場：

管理、ホールバックヤードの駐車場

客用動線とは分離し、

運営しやすい配置とした

屋外階段

歩行者動線

車両動線

緑の連続を確保し、

中央公園とも視覚的につながる

芝生広場

土地利用計画

シビックコア全体での緑地、駐車場のバランスに配慮した計画とする。南側の芝生広場は、半円形のシビッ

クコアを囲む緑の連続を確保し、向かい合う中央公園の緑とも視覚的に連続する。利用客用駐車場を敷

地東側、シビックコアのほぼ中央に配置し、中央公民館だけでなく、各施設へのアクセス性を高めた。管理、

ホールバックヤード用の駐車場は建物西側に設け、客用動線とは分離している。建物の設計ＧＬをバリ

アフリー上問題の無い範囲で高めに設定し、残土排出の縮減と適切な水勾配確保と合わせ、排水溝を減

らすなど雨水排水処理の合理化を図る。また雨水の流出抑制を踏まえ透水性や保水性の舗装を検討する。

なお、あいあいセンターおよび同駐車場との連絡性を向上するため、敷地外となる既存法面緑地に屋外

階段を新設する。

植栽計画

既存樹木の活用（残置）を前提に、新設の樹木・植栽は必要最小限とし、不要な死角をつくらない安全

な外構計画を行う。

　来館者駐車場

来館者の多くが利用すると考えられる主駐車場は施設東側に設け、役場駐車場との連携を図ると共に、

円形街区内直線道路（構内通路）からの視認性、アプローチ性の良い計画とする。普通車駐車枠は幅

2.7m×奥行き 5.0m を 61 台分、場内通路幅 6.0m のゆとりのある計画とする。さらに身障者用駐車枠を

２台分設置し、ピロティや外壁小庇により雨がよけられる駐車方法なども検討する。

建物側より東向きに 1/50 程度の水勾配を確保し排水溝を減らすなど、雨水排水処理の合理化を図る。

　管理用駐車場

施設西側に舞台搬入動線を兼ねる管理用駐車場を設ける。駐車枠は幅 2.5m×奥行き 5.0m とし、別途舞

台搬入（荷捌き）車両の寄付きを考慮する。舞台搬入用プラットフォーム高さは舗装面より 0.8m 高く設

定（およそ 1FL レベル）すると共に、搬入車は車両後部寄せを原則としながらも、横付けも可能なよう

に庇形状や普通車駐車枠の車止めを無くすなど検討をする。

建物側より西向きに 1/50 程度の水勾配を確保し排水溝を減らすなど、雨水排水処理の合理化を図る。

■配置計画



1 階平面計画

１階は、主玄関・エントランスホールと共に、施設運営の中心となる管理事務機能と、舞台及び客席を主とす

る木のホール（以下ホール）機能の中核機能が、屋外の中庭空間である空のホール（以下中庭）を中心にＬ字

型に配置される。ホール舞台及び袖舞台裏に隣接する形で裏動線と楽屋廻りの諸室が配置され、使い勝手の良

いホールとして機能する。特徴的なことは、一部公民館機能との連携と共有化を図るために、楽屋廻りに近接

して音楽室と軽運動室が配置され、それらは楽屋控室・リハーサル室としても機能するよう考慮されている。

ホール専用の玄関出入り口を建物南側（ホワイエ側）に設けることによって、ホールは催し物開催時の単独利

用形態に対応が可能である。また、おうら祭り等のイベント対応及び災害時の炊き出しに配慮し、調理室は

1階管理事務室近傍に配置される。

■平面計画

1 階平面図　1/500

建築概要

建物用途 公民館

建築面積 2,530 ㎡

建ぺい率 30.51％

延床面積 3,095 ㎡

　　1階 2,105 ㎡

　　2階 990 ㎡

容積率 37.33％

建築規模 地上２階建、地下無し

構　　造 RC 造／ S造

最高高さ 16.50ｍ

駐車台数 80台（身障者 2、荷捌き 1）

駐輪台数 20 台

- -

- -
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２階平面計画

２階は、空のホール（中庭）上部をロの字型に取り囲むようにボリュームが置かれ、大きく建物の東側に公民

館機能、西側にホール機能の２階部分を配置している。会議諸室や和室（創作テラス）、美術室を主とする公民

館機能と、ホワイエ（２階部分）や客席上部のバルコニーといったホール機能が、それぞれ単独のゾーンを形

成しながら建物南側の屋外ブリッジによって接続され、また避難動線を兼ねた日常的なアプローチ動線となり

機能連携が図られるように配慮されている。

■平面計画

２階平面図　1/500
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圧迫感を与えない

ホールの高さ

1
6
.
5
m

ピロティは作業車両が

進入できる高さを確保

公民館の居室部

CH=2.7ｍ

明るい屋根下空間をつくる

膜屋根

冬至の太陽光 中庭、建物に風を導く

ピロティ空間

断面計画の基本的な考え方

ホール機能と公民館機能に必要な高さを確保しつつ、隣接する町役場、図書館などとスケール感をあわせ、敷

地内に置いて統一感のある断面計画とした。（役場高さ約 17.5m に対し、16.5m の計画）

全体の高さ計画

ホールとしての機能を確保しつつ、周辺に圧迫感を与えない切妻形状のホール断面とした。

建物、中庭へのアプローチとなるピロティ、ブリッジの下部には、作業車両が進入できる高さを確保し、開放

的な中庭空間とした。

外部に開き中庭と一体的な利用が可能なホール

中庭側には、遮音性能のある移動壁と可動建具（引戸、折戸）を二重に設ける計画とする。ホール側の移動壁

を開くことによって、会議や講演会利用時に自然光の入る普段使いの多目的ホールとして機能することが可能

である。さらに、お祭りなどイベントの形態によっては可動建具を開放し、中庭との一体的且つ連続的な利用

が可能な特徴を持つ施設となる。開かれたホールは中庭を通して外部からその活動をうかがうことができる。

中庭空間の機能性

中心部に配置された中庭は活動空間としての機能以外に、施設計画上重

要な意味を持つ。中庭を有することで冬期には施設北側の内部空間にも

自然光を届けることができる。中庭の２辺は１階部分が解放されたピロ

ティ空間とすることで、中庭及び建物内に風を導く。

■断面計画
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ホール外壁

ホワイエ外装

公民館外壁

上壇部のデザイン

基壇部のデザイン

立面計画の基本的な考え方

周辺の豊かな緑と水景になじむ外装材を選定。

やわらかい表情の公民館に、文化活動の象徴となる木のホールが包まれるような計画とした。

外装は大きく基壇部と上壇部に分け、基壇部は汚れにくい素材を選定するとともに安定感のあるデザインとす

る。上壇部は遠景、近景それぞれに映える素材感があり温かみのあるデザインとする。

■立面計画

公民館外壁イメージ：複層塗装

ホール外壁イメージ：コンクリート打放し

南側立面図　1/400

東側立面図　1/400

ホワイエ外装イメージ：ガラスカーテンウォール

木のホールの外壁は、木質系の材料を活かしたインテリアと調和するような、型枠のサイズや目地を工夫した

コンクリート打放しとする。南側に配置されるホワイエの外装に透明性の高いガラスカーテンウォールを用い

ることで、ホール壁の質感と、ホワイエでの活動が外部からも感じられる計画とした。公民館の外壁には左官

壁をイメージさせる複層塗装を選定。耐候性を確保しながら、素材感のあるやわらかいイメージの外壁とした。
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キャットウォーク：

舞台・客席上部に安全に

空間演出機能を持たせる

昇降床：

下降させて観覧席となるとともに

上昇させて小舞台にもなる

ホール機能における主要諸室計画

　１）木のホール

中央公民館の主機能であり、同時に邑楽町の公会堂と

もなる象徴的な切妻屋根形状のホールは、内部の空間

も形状の特徴を活かし、室内音響（音の反射・拡散等）

に配慮した舟形形状の天井を持つ空間とする。計画条

件としてフライタワーは持たないものの、プロセニア

ムと音響・照明・映像等の様々な演出を支える天井懐

内の空間を有する舞台及び舞台袖を確保した計画とす

る。室内は、｢木のホール｣というイメージを大切にし、

木質系の素材を中心にした暖か味のある内装とする。

また多目的ホールとしての残響特性を考慮し、適度な

音の響きや音響特性を持つように音響設計を行う。

■主要諸室計画

木のホールイメージ
（プロポーザル時のイメージ）

キャットウォーク
イメージ

全体で約５００席となる観覧席は、移動観覧席（ロールバックチェア）約３６０席と、一部電動昇降式

床を下げ（１ＦＬ－７２０mm）スタッキングチェア約１４０席と組み合わせることにより、舞台への良

好な視線の確保と同時に、多用途なホール空間に対応した運用の柔軟性を合わせ持つ計画とする。また

電動昇降式床を１ＦＬより上げる（１ＦＬ＋７２０mm）ことで、移動観覧席（ロールバックチェア）約

３６０席と小ステージとして利用することも可能である。また多目的ホールとして多様な町民活動に寄

与し多くの町民の方が利用されることを第一に考えると共に近隣の類似施設の中でも障害者等の出演や

鑑賞に優れた特徴を持たせ、観覧席の床と舞台及び楽屋廻り、ホワイエまでの床レベルを同一レベル（フ

ラット）な平土間形式とすることで、ノーマライゼーションに配慮した計画としている。

（→資 -1：ホール利用のバリエーション参照）

ホールの舞台については、式典や講演会利用はもとより、演劇やダンス等の舞台芸術の公演から、クラシッ

ク音楽や電気楽器を用いた音楽公演まで様々な催物が行えるように、幕設備や音響反射板を備えた舞台

空間として整備をする。幕設備を使用した際の主舞台については、中小規模の様々な催物に対し十分な

対応が行える広さとして、間口奥行き共に６間（10,800×10,800）の寸法を確保し、音響反射板を使用

した舞台空間の広さとしても、２管編成程度のオーケストラ編成が乗ることのできる舞台空間として間

口９間（16,200）、奥行き６間（10,800）の広さを確保している。また、主舞台の上手（かみて）、下手（し

もて）には、公演に用いられる様々な演出機器の設置スペースとして、また、出演者の溜りの空間とし

て活用される袖舞台を計画し、舞台空間の可能性を高めることができるように配慮した。

舞台および客席上部（1FL+7200mm）には簡易かつ安全に、空間演出機能を持つことが出来るよう、キャッ

トウォークを計画する。これら、舞台上部に 3列、客席上部に 4列設けられたキャットウォークには、

人が歩いてアクセスすることが出来、舞台機構設備を利用することなく、幕類や看板などの大道具を舞

台空間内に設置することができる。また、舞台照明設備計画および舞台音響設備計画で計画される各種

コンセントの配置とあわせて、スポットライト等の照明器具や、スピーカ等についても任意の位置に設

置できるようになり、投光拠点として等、様々な演出のために利用できる空間となるように配慮している。
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音楽室・軽運動室：

リハーサル室や控室等への転

用・共用化が図れる

風除室 -3：

ホール専用の出入口を設け、

ホールの単独利用や大人数で

の利用にも対応

木のホール：

500 席のメインホール

移動観覧席と昇降床の採用に

より、多用途なホール空間に

対応

楽屋：

舞台・舞台袖に隣接させ、

演者の利便性に配慮

ミニキッチン：

飲み物等の軽サービスが可能

展示壁：

ホワイエをギャラリー空間と

しても活用可能

木のホール廻り平面図　1/300

ホール機能における主要諸室計画　

２）楽屋廻り

演者の利便性に配慮し、舞台裏の廊下（動線）と共に舞台及び舞台袖に隣接して楽屋機能を設ける。男

女利用を考えた同規模の楽屋とトイレ等の水廻りを二か所設置とするなど、限られた面積を効果的に活

用することを前提に必要 小限の楽屋スペースとするが、近接する音楽室や軽運動室をリハーサル室や

控室等へ随時兼用・共用化が図られる計画としている。また楽屋だけでなく少人数の会議等、多目的に

利用されることも検討し、照明その他、いかにも楽屋というインテリアに拘らずに検討を行う。

３）ホワイエ

ホールホワイエは共用広場である緑のホール（以下芝生広場）に面し、中央公園方向を見渡すことので

きる見晴らしの良い二層階の吹き抜け空間として計画されている。公演時の観客溜まり空間であるとと

もに、ホール側の壁面等を利用した町民のための展示空間（ギャラリー）としての利用や、飲み物等の

■主要諸室計画

■サイン計画

ホワイエイメージ

ミニキッチンイメージ

移動観覧席（収納時）
イメージ

軽サービスが可能なミニキッチンの設置など、普段

使いの町民利用にも配慮した計画とする。中庭側に

はホール専用の玄関出入り口を設けることで、ホー

ルの単独利用や大人数に対応した設えとし、合わせ

て２階ホワイエは屋外ブリッジと直結し、東側に位

置する公民館機能への動線と１階外部である中庭へ

の階段を設けることで、演目終了時の混雑緩和のた

めのサブ動線として、また非常時の退出動線として

安全に避難できるように配慮する。

多様な市民が利用する施設であることから、サイン計画は高齢者等の視認性に配慮したものとする。

受付カウンターは立って応対するスペースに加え、車いすでも対応可能な高さのカウンターを併設する。

各所に掲示壁を設け、町民や管理者が容易に情報を発信できる場を提供する。

サインイメージ 受付カウンターイメージ 掲示スペースイメージ

視認性の

高いサイン

車いすにも対応可能な

ローカウンタ－

ポスター等掲示物の

貼り替えが容易な

掲示スペース

必要に応じて

突出しサイン

を併用
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■　計画概要

内訳　　：普通車・小型車　　　　　　　　77台

　　　　：車いす使用者用　　　　　　　　2台

　　　　：荷捌き駐車場　　　　　　　　　1台　

　

　敷　　地　　　：群馬県邑楽町　

　敷地面積　　　：8,291.09㎡

　用途地域　　　：市街化調整区域

　防火地域　　　：指定なし

　地区計画　　　：指定なし

　建物用途　　　：建築基準法／公民館

　　　　　　　　：消防法／１項ロ

　建築面積　　　：2,530㎡

　建ぺい率　　　：30.51％(指定建ぺい率：80％)

　延床面積　　　：容積対象延床面積：3,095㎡　法定延床面積：3,095㎡

　容積率　　　　：37.33％(指定容積率：200％)

　建築規模　　　：地上２階建、地下無し

　構造規模　　　：ＲＣ造、Ｓ造　杭基礎（ＳＣ+ＰＨＣ杭）

　最高高さ　　　：16.50ｍ(軒高：11.30ｍ)

　駐輪台数　　　：20台

　駐車台数　　　：80台

■　環境配慮設備
　

　　　地中熱利用空調設備、雨水再利用設備、太陽光発電（5kW相当）など

■　空調設備
　

　　　空調方式　エアハンドリングユニット方式（全熱交換機組込）
　　　　　　　　個別分散方式（小型エアコン＋全熱交換機）
　　　熱源　　　空冷ヒートポンプチラー（モジュールタイプ）
　　　　　　　　空冷ヒートポンプパッケージ　
　　　　　　　　地中熱利用ヒートポンプパッケージ（ボアホール方式）

■　衛生設備
　

　　　給水　水道直結方式（飲用水系統）、加圧給水方式（トイレ洗浄水）
　　　給湯　個別給湯方式（ガス焚式、電気貯湯式）
　　　排水　合流方式

■　電気設備
　

　　　受電方式　　　高圧一回線受電方式　屋外キュービクル式
　　　変圧器容量　　1φ200kVA×3、100kVA×1
　　　　　　　　　　3φ300kVA×1、100kVA×1
　　　　　　　　　　スコット　75kVA×1
　　　非常用発電機　低圧150kVA相当　屋外キュービクル式（燃料槽：油庫950㍑）

■　防災設備
　

　　　消火　　屋内消火栓設備、消火器
　　　排煙　　機械排煙　自然排煙
　　　その他　非常用照明設備　誘導灯設備
　　　　　　　自動火災報知設備　非常放送設備　自家発電設備

■　昇降機
　

　　　乗用エレベーター（13人乗り）×1台

■　特殊設備
　

　　　舞台機構設備　舞台照明設備　舞台音響設備

■　耐震性の分類(官庁施設の総合耐震計画基準)

　構造体　　　　：Ⅱ類

　建築非構造部材：Ｂ類

　建築設備　　　：乙類

　

計画概要・外部仕上 及び 一般事項・面積表

■　外部仕上 及び 一般事項

　屋上　　　　　　：ホール　金属板葺き

　　　　　　　　　　公民館　断熱アスファルト防水の上押えコンクリート80ｔ

　笠木　　　　　　：アルミ笠木 （陽極酸化着色複合皮膜）

　外壁　　　　　　：ガラス繊維補強セメント板　複層塗装、

　　　　　　　　　　ＲＣ打放し フッ素樹脂クリア塗装

　設備目隠し　　　：再生木板張り

　軒天　　　　　　：天然木板張り（防火材料認定仕様にて不燃処理の上、認定仕様の保護塗装）

　外部建具（窓　）：アルミサッシ、アルミカーテンウォール（マット処理の上陽極酸化着色複合皮膜）

　　　　　　　　　　トップライト（アルミスチール複合）、主な障子：Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス

　外部建具（玄関）：ステンレスバイブレーション仕上

　外部建具（鉄部）：２－ＵＥ塗装

　外構床（広場等）：舗装用タイル（Ⅰ類）

　外構床（歩道際）：平板ブロック（歩道合せ、透水・保水性）

　駐車場　　　　　：アスファルト舗装

　断熱　　　　　　：屋根：ＰＦ板50ｔ外断熱、壁：発砲ウレタン吹付25ｔ内断熱

■　面積表

建築面積

２　階

１　階

合　計

延床面積（法延）

990 ㎡

2,530 ㎡

2,105 ㎡

3,095 ㎡



移動式観覧席

昇降床

舞台

平土間の大空間の

確保が可能

1階客席を移動式観覧席と昇降式の床により構成することで、音楽ホール、講義、内外一体のイベントなど様々

な用途・規模で利用できる可変型のホールとした。エリアを限定して利用する際も、緯度式反射板を用い、そ

れぞれの空間に応じた音響性能を確保する。

■ホール利用のバリエーション

資‐1資‐1


