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黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会（第５回）会議要旨 

１ と き  平成 27年４月 27日（月）13時 30分～ 

 

２ ところ  黒部市民会館 201会議室 

 

３ 出席者（委員及び事務局） 

 

●委員 
  

№ 団  体  名 役   職 氏   名 

１ 黒部市自治振興会連絡協議会 副 会 長 岩 井 憲 一 

２ 黒部市行政改革推進市民懇話会 副 会 長 浦 崎   滋 

３ 黒部市自治振興会連絡協議会 監   事 山 本 秀 治 

４ 黒部商工会議所 副 会 頭 植 木 眞 人 

５ 黒部青年会議所 理 事 長 三 井 陽一郎 

６ 三日市商工振興会 会   長 浦 田 隆 夫 

７ くろべ女性団体連絡協議会 会   長 牧 野 和 子 

８ 黒部市公民館連絡協議会 会   員 上 田 洋 一 

９ 公募委員   堀 内 國 春 

１０ 黒部市 副 市 長 中 谷 延 之 

    
●事務局 

   
№ 役     職 氏   名 

１ 総務企画部長   柳 田   守 

２ 総務企画部総務課長   長 田 行 正 

３ 総務企画部総務課長補佐総務管理係長 橋 本 正 則 

４ 総務企画部総務課主任   中 山 助 利 

５ 総務企画部総務課主事   吉 松 繁 里 

 

４ 欠席者（委員） 

 

№ 団  体  名 役   職 氏   名 

１ 黒部まちづくり協議会 副 会 長 中 野 隆 志 

 

５ 次 第 

 （１）開  会 

 （２）委員長あいさつ 

 （３）協議事項 

・中心市街地における黒部庁舎跡地の活用視点・活用形態・活用手法の検討に 

ついて 

① 提言書とりまとめ（黒部庁舎跡地部分）について 

（４）閉  会 
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６ 会議概要 

 

（１）開  会 

 

（２）委員長あいさつ 

■委員長挨拶要旨 

この検討委員会も今回で５回目になる。これまでの議論を踏まえ提言書（案）を作成した。 

事前配付した提言書（案）には、理念や具体的な活用方法が提示されている。できれば、今日は一つ

の方向性を見出し、それを骨格に次回の会議で最終確認ができれば、当初の予定どおり提言書を８月に

提出できると思っている。 

今後は、宇奈月庁舎の検討が残っているので、それも含めて委員会に課せられた跡地の検討を行って

いきたい。委員には、各方面からいろんな意見が入ってきていると聞いており、市民の関心が徐々に高

まってきている気がしている。 

これまでの会議の内容は市のホームページにも掲載しており、市民の理解、賛同が得られるような提

言書にできればと思っている。 

 

（３）協議事項 

・中心市街地における黒部庁舎跡地の活用視点・活用形態・活用手法の検討について 

① 提言書とりまとめ（黒部庁舎跡地部分）について 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜会議資料＞ 

 

 

黒部市役所庁舎跡地活用に関する提言書（案） 
 

◆はじめに 

黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会 

委員長 上 田 洋 一 

この提言書は、平成 28年 10月に予定されている黒部市役所新庁舎への移転に伴う、現在の黒部・宇奈月

両庁舎の跡地及び建物の活用について、平成 26 年６月に設置された「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」

での検討結果をとりまとめたものです。 

 さて、一昨年 10月から工事が開始された市役所新庁舎の建設工事も、ほぼ完成し、現在は開庁に向けた準

備が鋭意進められているとお聞きしております。 

 これに伴い、現在の黒部庁舎と宇奈月庁舎の今後の活用策に対する関心が日に日に大きくなってきている

と感じています。 

 このようなことから、今回の黒部・宇奈月両庁舎の跡地活用の検討は、合併 10周年を迎えた黒部市にとっ

ても欠かすことのできない重大なテーマであり、今後の黒部市のまちづくりの要といっても過言ではないと

認識しております。 

 本委員会では、今回の検討にあたり、「既存敷地を考慮し、実現可能な活用事例の検討」、「近隣公共施設の

集約化と公共施設のあり方検討との整合性を図ること」、「公共交通による中心市街地へのアクセス強化を含

めた公共交通ネットワークの今後の方向性を考慮すること」、「新庁舎と連携した中心市街地の賑わい創出が

未定稿 
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図れること」の４点に留意しながら、平成 26年６月以降、真摯な議論を重ねてきました。 

 委員会では、先述の４点の留意点に加え、「文化」・「協働」・「ひとづくり」・「防災」等の様々な観点から毎

回熱心な議論が交わされ、委員各位の黒部市に対する熱い思いが伝わってまいりました。 

 今回の提言書は、委員全員の英知を結集した斬新かつ実現性の高い庁舎跡地利活用の基本方針や具体的な

活用案を提言できたと思っています。 

 黒部市におかれましては、今後、この提言をもとに、具体的な計画の検討が進められると思いますが、本

提言を十分尊重いただき、「大自然のシンフォニー 文化・交流のまち」黒部市にふさわしい施設整備を進め

ていただくことを強く要望いたします。 

 結びに、１年以上にわたり熱心に議論いただいた委員各位に深く感謝申し上げます。 

 

１ 本提言書について 

 この提言書は、黒部・宇奈月両庁舎を取り巻く概況を踏まえ、跡地活用の基本方針や跡地の活用で求めら

れる機能及び具体的な活用策等を記載しています。 

 黒部市においては、この提言書を受けて、できるだけ早い時期に黒部・宇奈月両庁舎の跡地活用策を決定

していただき、基本構想の策定業務等を進めていただくよう強く期待いたします。 

２ 庁舎跡地を取り巻く概況 

■黒部・宇奈月両庁舎の概要 

  黒部庁舎 宇奈月庁舎 

庁舎の位置 黒部市三日市 725番地 黒部市宇奈月町内山 3353番地 

竣  工 

（築後経過年数） 

旧館：S26年（63年経過） 

新館：S38年（51年経過） 

上下水道部棟：S37年（52年経過） 

旧館：S47（42年経過） 

新館：S60（29年経過） 

敷地面積 4,117㎡ 7,600㎡ 

施設規模 

構 造 

旧館：鉄筋コンクリート造り 

新館：鉄筋コンクリート造り 

上下水道部棟：鉄筋（一部木造） 

旧館：鉄筋コンクリート造り 

新館：鉄筋コンクリート造り 

階 数 

旧館：地上３階 

新館：地上３階、地下１階 

上下水道部棟：地上２階 

旧館：地上２階、地下１階 

新館：地上３階、地下１階 

延床面積 3,923㎡ 3,813㎡ 

駐 車 場 60台（来庁舎用） 155台（うち来庁舎用 35台） 
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３ 市の上位計画（新庁舎周辺における既存計画と方向性※新庁舎建設基本構想より） 

黒部市総合振興計画 黒部市都市計画マスタープラン 

【商業振興の視点】 

○商業活動が活発な魅力と賑わいのあるまち 

【観光振興の視点】 

○山、川、海の恵みを活かした国際観光盛ん 

なまち 

【道路整備の視点】 

○安全、安心、快適なみちづくりを進めるまち 

【地域（中心市街地）の将来像】 

○充実した都市サービスが受けられる、歩いて

暮らせる安心・安全なまち 

【中心市街地のまちづくり方針】 

○新川の中心地としてふさわしい賑わいのあ

る魅力的なまちの整備 

○子供から高齢者まで安心して暮らせるまち

の整備 

○都市間・地域間の連携を強化する交通ネット

ワークの形成 

 

 

 

 

 

 

以上から新庁舎周辺が目指すべき方向性を以下のとおり整理している。 

① 黒部市の「顔」となる拠点地区の形成 

② 「歩いて暮らせるまちづくり」を体現する「生活空間」の形成 

③ 計画地周辺の既存公共交通の有効利用と新たな交通手段の構築 

④ 計画地周辺への道路網の整備 

４ 現庁舎の取扱い方針（※黒部市新庁舎建設基本構想より抜粋・編集） 

Ⅰ 現庁舎の活用方針 

(1)黒部庁舎 

黒部庁舎にあっては、新庁舎のごく付近かつ中心市街地にあり、新庁舎周辺土地利用方針とも大き

く関連することから、将来を見据えての慎重な検討が必要です。 

建   物 51年から 63年が経過し、著しい老朽化や非耐震性などの

問題により改修による施設活用は困難であることから、取り壊しを前提と

し、跡地を含む敷地全体の有効な活用方法を検討していくことが適切と考

えられます。 

敷   地 

（職員駐車場

分除く） 

・黒部庁舎取り壊し後の敷地面積は、職員駐車場（庁舎裏の地鉄線路向かい

側）分を除くと約 4,117㎡です。 

・黒部庁舎の敷地は幹線道路からやや奥まった位置にあるものの、新庁舎周

辺をコアとして都市機能の集積を図っていく観点からは、建て替えを必要

とする市公共施設を新たに建設し活用していくことが選択肢の一つとして

考えられます。 

・たとえば、市総合振興計画に位置付けられている図書館の建設が有効な選

択肢として考えられますが、そのほか、黒部市民会館の代替施設などを含

め、周辺エリアにおける市公共施設の再配置計画を踏まえたうえで検討を

加えていく必要があります。 

・ただし、新たに市公共施設を建設する場合には多額の財政負担を伴うこと

になります。将来にわたって健全財政を堅持していく観点から、今後の財

政計画に基づいた慎重な選択が求められます。 
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・一方で、市財政の現状を考慮すると、売却または貸与により、民間事業者

等による活用も選択肢の一つとして考えられます。あくまで、民間事業者

等の意向に基づくことが前提となりますが、複合機能ビルや集合住宅、あ

るいは駐車場への活用など、それらの可能性について幅広く調査・研究し

ていく必要があります。 

職員駐車場 ・敷地面積は約 3,740㎡で、現行、職員用 132台、公用車用 17台、合わせて

149台分の駐車場として利用しています。 

・新庁舎建設後の活用については、第６章において、引き続き職員駐車場と

して活用していくことを想定しています。 

◇上記の現時点での考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)宇奈月庁舎 

宇奈月庁舎にあっては、宇奈月地域における市民サ－ビスの低下が生じることがないよう、現行、

市民サ－ビス課が行っている窓口業務（税、戸籍・住民票・印鑑登録、国民健康保険、国民年金等の

各種申請及び証明発行など）は、新庁舎建設後においても、引き続き存続させることを前提とします。 

 

建   物 ・宇奈月庁舎の新館部分約 1,825㎡（昭和 60年竣工、地上３階、地下１階）

については、現行耐震基準を満たしていることから、窓口業務を主に行う

「宇奈月支所」又は「宇奈月出張所」として整備し、活用していくことが

適切と考えられます。 

・また、今後、宇奈月消防署の建て替えに関する検討が予定されており、新

館部分の改修により、庁舎施設を宇奈月消防署として活用を図ることの可

能性について調査・研究していくことも必要と考えられます。 

・旧館部分（昭和 47年竣工、地上２階、地下１階）については、著しい老朽

化と非耐震性の問題から取り壊すことが適切と考えられますが、宇奈月庁

舎全体の改修にあたっては、維持管理費を含めた財政面の影響を十分考慮

する必要があります。 

駐車場敷地 ・来庁舎用及び職員用の駐車場敷地については、既存建物の具体的活用方法

に応じた駐車場スペ－スの確保が必要ですが、その他不必要部分について

は、民間事業者等へ売却することが適切と考えられます。 

◇上記の現時点での考え方 

 

 

 

 

 

 

 

●建物については、新庁舎建設後、取り壊すこととします。 

●建物取り壊し後の跡地活用については、図書館の建設を有効な選択肢の一つとしつつ、民

間事業者等とのタイアップを含め、できるだけ財政負担を伴わない形態での活用を基本と

します。なお、今後、新庁舎の建設スケジュ－ルと並行して具体的な方針決定に向けた検

討を続けていくこととします。 

●職員駐車場については、新庁舎建設後も引き続き、職員用の駐車場として活用していくこ

ととします。 

●建物については、改修により、窓口業務を主に行う「宇奈月支所」又は「宇奈月出張所」

として活用を図ることを基本とし、その他の活用方法についても、今後検討を続けていく

こととします。また、改修にあたっては、財政面の影響に十分留意していくことを前提と

します。 

●駐車場敷地については、活用方法に応じて必要な面積は確保するものの、その他不必要部

分については、売却することを基本とします。 
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Ⅱ 今後さらに検討すべき事項 

新庁舎建設事業を具体化していくにあたり、今後さらに、次のような課題に取り組んでいく必要があ

ります。 

(1) 新庁舎周辺市公共施設の配置計画 

・新庁舎周辺には、以下のような市公共施設が点在しています。新庁舎周辺を中心市街地全体の

中の「コア」と位置づけ、その役割を果たしていくためにも、周辺に点在する市公共施設のよ

り効率的・効果的な配置計画について、長期的な視点で検討していかなければなりません。 

・現在、黒部市行政改革大綱に基づき定められた「市公共施設見直し指針」を踏まえ、市全体の

公共施設について、見直しに向けた検討が加えられています。新庁舎周辺施設においても、老

朽化が著しいもの、設置意義が薄れているもの、民間事業者の活力を利用した方が効率的で利

便性の向上が期待できるものなど、個々の活用状況を分析のうえ、統廃合や他用途への転用、

民間への移譲等について検討していく必要があります。 

・長期的には、新庁舎との連携が容易に可能となるよう近隣への集積や、市民サ－ビスの向上を

前提に、新庁舎と周辺公共施設の相互補完的な機能分担等に努めていく必要があります。 

 

５ 黒部庁舎跡地活用について 

Ⅰ 黒部庁舎跡地に求めるもの 

黒部庁舎跡地の利活用については、黒部市の「ひとづくり」・「まちづくり」・「文化」をリードし、

黒部市役所新庁舎とともに、黒部市のシンボルとなることが重要である。 

このためには、幼児から高齢者までのあらゆる世代が、気軽に立ち寄れる施設、いわゆる人を引 

き付ける魅力的な施設の建設と運営が必要である。 

Ⅱ 基本理念の設定 

黒部庁舎跡地に求めるものの実現に向けて、庁舎の跡地活用の方向性を考え上での基本的理念を 

以下のとおりとする。 

基本理念：「ひとづくり・まちづくり・文化の情報発信拠点」 

Ⅲ 黒部庁舎跡地活用の方向性 

    黒部庁舎跡地活用の基本理念を実現するには、多世代にわたる様々な市民ニーズに対応する必要が 

ある。本検討委員会では、その方向性を次のとおりとした。 

方 向 性 

(1)ひとづくり・まちづくり・文化を育む拠点づくり 

(2)子育てや高齢者の暮らしを支える拠点づくり 

(3)憩いと交流のできるスペースづくり 

(4)人が循環（歩いて交流できる）できる仕組みづくり 
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Ⅳ 検討委員会が黒部庁舎跡地の施設に求める具体的な機能 

   黒部庁舎跡地活用の基本理念と方向性を実現するには、市民がもつ、様々な課題解決や目的達成のた

めの市民ニーズに応えていくことが不可欠である。 

   ここでは、必要と思われる具体的な７つの機能を記載する。 

 

【具体的な機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働 

支援 

生涯学習 

支援 
子育て支援 

シニア 

支援 

青少年支援 

ビジネス 

支援 

図 書 館 



8 

 

Ⅴ 検討委員会における黒部庁舎跡地の活用（機能）イメージ 

黒部庁舎跡地の活用（機能）イメージは、単にひとつの建物の中に、各機能を集合させる複合施設で

はなく、人と人との交流を図り、「ひと・まち・文化」の力を高めることができる施設を目的とし、図

書館をコアに各分野が連携して、様々な活動や情報発信等の取り組みを図れる融合型の施設イメージと

した。 

また、それぞれの分野に求める機能を下記のとおりとした。 

 

【図書館をコアとした施設イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民協働 

支援 

生涯学習 

支援 

子育て支援 

シニア 

支援 

青少年 

支援 

ビジネス 

支援 

図書館 
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【各分野に求める機能】 

分   野 求 め る 機 能 

図 書 館 

・これまで図書館を利用したことがなかった人たちへのきっかけをつくると同時に、

これまでの図書館利用者が図書館をより身近に感じることができる機能。 

・旧来の図書館にあった堅苦しい雰囲気ではなく、交流の場とし賑わいのある空間機

能 

・日本図書館協会事務局が定める基準に基づき 3,000㎡以上の延床面積が確保されて

いるとともに、蔵書数 10万冊以上を有する図書館。 

子育て支援 ・子育てに関する悩みなどを気軽に相談できる機能 

青少年支援 

・多世代の人との交流を通じた、ひとづくりに役立つ機能 

・学習の場として、多くの知識を習得できる機能 

・自分たちの趣味や興味を生かしながら、その成果を発表できる機能 

市民協働支援 
・「協働のまちづくり」の交流拠点として、多くの個人や団体との連携が図ることが

できる機能 

生涯学習支援 
・公民館活動等を通じた生涯学習の場の拠点施設として、多くの個人や団 

体が活動できる機能 

シニア支援 

・様々なサークルや教室等の活動を通じて、いきいきと活動できる機能 

・ひとり暮らしや特定の活動を行っていないシニアが、気軽に立ち寄り、 

新たな交流を作り出せる機能 

・シニアと次世代を担う若者や子供たちが気軽に交流できる機能 

ビジネス支援 ・事業に関する総合相談に対応する機能 
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【人が循環（歩いて交流できる）できる仕組みづくりイメージ】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒部市新庁舎建設基本構想計画地周辺が目指すべき方向性(イメ－ジ図)を編集 

《都市機能の集積による 

   歩いて暮らせるまち》 

鉄道によるアプローチ 

コミュニティバスによるアプローチ 

自動車によるアプローチ 

市民病院 

現黒部庁舎 

コラーレ 

大型ショッピング 

センター 

区画整理による住区整備 

商店街 

新庁舎計画地 

区画整理による住区整備 

主要な都市機能 

 Ｎ 
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Ⅵ 検討委員会による黒部庁舎跡地の具体的な活用案 

【活用案の基本的な考え方】 

    検討委員会では、黒部庁舎跡地の活用案の基本的な考え方について、図書館をコアに各機能を融合

する複合施設として提案することとした。 

    しかしながら、全ての機能を黒部庁舎跡地の施設に導入し建築することは、現況の敷地面積を勘案

すると実現が困難であると考えられることから、複合（融合）させる機能を絞り込むことや周辺地域

の拡張も視野に入れ、次の３案を提案することとした。 

また、各機能の融合を図るうえで共有することのできる学習スペース、会議室、食育室、多目的フ

ロア、カフェ等については、市民協働スペースとして有効活用を図ることを全案共通とした。 

【図書館をコアとした複合施設にする理由】 

    現在の図書館は、老朽化が著しく、かつ施設が狭隘で駐車場も少ないことから、利用者にとっては

大変不便と言わざるを得ない施設といっても過言でない。しかしながら、図書館は幼児から高齢者ま

でのあらゆる世代が利用できる施設として、なくてはならない施設である。 

    このような中、近年建設された他市の図書館をみると、図書館単体での施設運営による生涯学習支

援だけではなく、地域の活性化や少子・高齢化など、地域が抱える様々な課題の解決に向けた機能を

有する複合（融合）施設として、大きな成果を上げている。 

    このため、本検討委員会では、黒部庁舎跡地は、過去に尋常高等小学校があったことや中心市街地

に位置することに加え、現黒部庁舎を中心にコラーレ、市民病院、市役所新庁舎、民間ショッピング

センター等への移動が全て徒歩圏内であること。さらには、富山地方鉄道「東三日市駅」に近いこと

から、自家用車を持たない市民も利用でき、人が循環（歩いて交流できる）することによる中心市街

地の賑わい創出が期待できることを鑑み、黒部市の拠点施設として、様々な交流や出会いが生まれ、

「ひとづくり・まちづくり」の知の拠点となり得る図書館をコアとした複合（融合）施設の整備を提

案することとした。 

 

(1)活用案① 図書館をコアに三日市公民館・子育て支援センター・市民会館と働く婦人の家機能を複合 

させた施設 

  ・公民館と働く婦人の家を再編・統合し、複合させることによる効果 

三日市公民館と働く婦人の家は、いずれも老朽化が進んでおり、今後の維持費と耐震化等につい 

ての課題を抱えている。 

公民館は、地域住民にとって最も身近な学習拠点というだけでなく，市民交流の場として重要な 

役割を果たしているとともに、住民の学習ニーズや地域の実情に応じた多様な学習機会等の提供が

行われている。 

 一方、働く婦人の家も公民館同様の活動が行われ大きな成果を上げている。 

このため、同様の活動が行われている三日市公民館と働く婦人の家の機能を再編・統合し、図書 

館のもつ機能と融合させることにより、市民ニーズに対応した取り組みと子どもから高齢者までの

市民が気軽に集えるコミュニティー（地域社会）のためのサービスを総合的に提供する拠点施設と

なることが期待できる。また、施設の再編・統合により今後の維持管理経費の削減を図ることがで

きる。 

・子育て支援センターを複合させることによる効果 

    子育て支援センターは、子育てを支援する機能、子供たちの成長や学びを支援するための様々な事 

業に取り組んでいる。このため、図書館のもつ機能と融合させることにより、これまで以上に、子育 

てに関する様々な情報を提供できるとともに、子供や子育て中の親が気軽に立ち寄り、人や情報に接 

することで、新たな交流を生み出すことが期待できる。 

・市民会館を複合させることによる効果 
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  市民会館は、老朽化が進んでおり、今後の維持費と耐震化等についての課題を抱えている。しかし

ながら、各種団体等の会議やサークル、市民活動及び民間業者の展示・販売会等を通じて、市のまち

づくりと市民交流の場として重要な役割を果たしている。このため、図書館のもつ機能と融合させる

ことにより、人の循環を促し、市民力・地域力の向上を図る拠点施設になることが期待できる。 

 

フロア１ 

図 書 館 
 

 

 

 

 

 

 

フロア２ 

三日市公民館と働く婦人の家の機

能を再編・統合 

 

 

 

 

 

フロア３ 

子育て支援センター 
 

 

 

 

 

 

フロア４ 

市民会館（※大ホール機能は廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案により残される課題 

 市役所庁舎跡地周辺で老朽化及び耐震性に問題のある図書館、市民会館、働く婦人の家、三日市公民館

の再編・統合を図ることができるが、施設に必要な延床面積が大きくなることから、周辺地域の拡張が必

要になり、事業費が増大する可能性がある。 

 

 

フロア５（※各施設に共通する機能を共有することにより

施設の有効活用（稼働率を上げる） 

市民協働スペース 
学習スペース・会議室・食育室（調理実習室）・ 

多目的フロア（200 人規模）・カフェ等 

 

 

市民会館・働く婦人の家の廃止・解体により、そ

の跡地を比較的維持管理経費が少なくすむ駐車

場や防災公園として活用 
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(2)活用案２ 図書館をコアに三日市公民館と働く婦人の家の機能を複合させた施設 

  ・図書館と公民館のみを複合させることによる効果 

図書館と公民館のみの融合となることから比較的小規模な建築面積の中にあってもスペースを有 

効に使うことが可能になる。 

 

フロア１ 

図 書 館 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

フロア２ 

三日市公民館と働く婦人の家の機能を再編・統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案により残される課題 

 図書館と三日市公民館のみの融合のため、施設に求める機能が少なくなる。また、市役所と市役所庁舎

跡地周辺で老朽化及び耐震性に問題のある市民会館の今後の維持管理及び活用策についての検討課題が

残る。 

 

 

 

 

フロア３ 

市民協働スペース 
学習スペース・会議室・食育室（調理実習室）・ 

多目的フロア（200 人規模）・カフェ等 

 

 

働く婦人の家の廃止・解体により、その跡地を比較的維持管

理経費が少なくすむ駐車場や防災公園として活用 
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(3)活用案３ 図書館をコアに商工会議所及び起業家支援の機能を複合させた施設 

・商工会議所及び起業家支援の機能を複合させることによる効果 

  黒部市での新しい価値を生み出すビジネス支援が求められており、ビジネスに関する総合的なアドバ

イスを行うことができる商工会議所及び起業家支援スペースを設けることにより、中心市街地の活性化

と黒部市のまちづくりの効果が期待できる。 

 

フロア１ 

図 書 館 

 

 
 

 

 

 

 

フロア２ 

起業家支援スペース 
 

 

 

 

 

 

フロア３ 

商工会議所 

 

提案により残される課題 

 市役所庁舎跡地周辺で老朽化及び耐震性に問題のある市民会館及び働く婦人及び三日市公民館の今後

の維持管理及び活用策についての検討課題が残る。 

 

Ⅶ 活用案を提案するうえでの課題と対応 

   黒部庁舎跡地の活用事例を検討するにあたり、もっとも重要になるのが利用者の駐車場問題である。

この課題を解決するために、下記のとおり活用案ごとの駐車場対策について提言する。 

また、図書館では閉架書籍等の保管場所が必要になることから、建設にあたっては、他の図書館で多

く採用されている地下スペースの活用を検討いただくよう提言する。 

【駐車場の活用案】 

活用案（１） 活用案（２）・（３） 

案１・市民会館・働く婦人の家の跡地部分を市

役所職員駐車場とし、現在の職員    

駐車場を施設利用者駐車場とする。 

案２・施設建設時に地下駐車場を設けるか、 

１階部分を駐車場スペースとして確保 

する。 

案１・施設建設時に地下駐車場を設けるか、 

１階部分を駐車場スペースとして確保 

する。 

  

フロア４（※各施設に共通する機能を共有することにより

施設の有効活用（稼働率を上げる） 

市民協働スペース 
学習スペース・会議室・食育室（調理実習室）・ 

多目的フロア（200 人規模）・カフェ等 
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Ⅷ 実現に向けて 

   今回提言した黒部庁舎跡地の実現に向けて、次のとおり要望する。 

(1)跡地活用基本構想等について 

    今後、黒部市において、黒部庁舎跡地に関する基本構想等が策定されると思うが、策定にあたって

は積極的な市民参画を進め、可能な限り市民からの提案を実現させること。また、この提言書の活用

を十二分に留意し、施設内容や整備スケジュール等を具体的に示すこと。 

(2)跡地活用施設の整備に向けて 

    施設の具体的な検討にあたっては、適宜その検討内容を市民に公開する等、市民の意見をできるだ

け反映すること。 

(3)跡地活用施設の運営について 

施設の運営にあたっては、市民の意見が反映させる仕組みを構築すること。特に、市民協働スペー

スの運営・企画にあたっては、市民ニーズに応じた運営によるリピーターで賑わう柔軟な企画・運営

を行うこと。 

■事務局説明要旨 

 今回、提言書の主な内容は、委員長のあいさつを記載した「はじめに」からはじまり、「１ 本提言

書について」、「２ 庁舎跡地を取り巻く概況」、「３ 市の上位計画」、「４ 現庁舎の取り扱い方針」、「５ 

黒部庁舎跡地活用について」を記載している。これ以降は、６月以降協議いただく「６ 宇奈月庁舎跡

地活用について」及び、これまでの会議要旨等を掲載する「７ 参考資料」の内容とした提言書にした

いと考えている。 

資料を事前に配付しているので、「１ はじめに」から「４ 現庁舎の取り扱い方針」部分は説明を

省略させていただき、「５ 黒部庁舎跡地活用について」を説明する。 

「５ 黒部庁舎跡地活用について」は、８項目で構成している。それでは、項目ごとに説明する。 

まず、「Ⅰ 黒部庁舎跡地に求めるもの」については、黒部市の「ひとづくり」・「まちづくり」・「文

化」をリードし、黒部市のシンボルとなることが重要である。このためには、あらゆる世代が気軽に立

ち寄れる施設、いわゆる人を引き付ける魅力的な施設の建設と運営が必要であると記載している。 

次に、「Ⅱ 基本理念の設定」については、これまでの検討委員会の意見を集約して、基本理念を「ひ

とづくり・まちづくり・文化の情報発信拠点」とした。 

次に、「Ⅲ 黒部庁舎跡地活用の方向性」については、Ⅱの基本理念を実現するための方向性を４点

あげている。 

その１点目を「ひとづくり、まちづくり、文化を育む拠点づくり」、２点目を「子育てや高齢者の暮

らしを支える拠点づくり」、３点目を「憩いと交流のできるスペースづくり」、４点目を「人が循環、歩

いて交流できる仕組みづくり」としている。 

次に、「Ⅳ 検討委員会が黒部庁舎跡地の施設に求める具体的な機能」については、委員のこれまで

の意見を集約して、必要と思われる７つの機能を資料のとおり掲載した。 

次に、「Ⅴ 検討委員会における黒部庁舎跡地の活用（機能）イメージ」は、単に一つの建物の中に

各機能を集合させる複合施設ではなく、人と人との交流を図り、「ひと・まち・文化」の力を高めるこ

とができる施設とし、図書館をコアに各分野が連携して、様々な活動や情報発信等の取組を図れる融合

型の施設イメージとしている。また、各分野に求める機能を記載している。あわせて、人が歩いて交流

できるイメージとして、新黒部市庁舎の基本構想でのイメージ図を編集して記載している。オレンジ部

分が徒歩圏内である。 

次に、「Ⅵ 検討委員会による黒部庁舎跡地の具体的な活用案」については、一つ目に「活用案の基

本的な考え方」として、図書館をコアに各機能が融合する複合施設として提案するが、７つの機能すべ

てを取り入れ、現在の黒部庁舎跡地に導入して建築することは、現況の敷地面積では実現が困難である

ことから、複合させる機能を絞り込むこと。さらには周辺地域の拡張も視野に入れ、３案提案すること
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とした。また、各機能で、共有できる「学習スペース」、「会議室」、「食育室」、「多目的フロア」、「カフ

ェ」等については、「市民協働スペース」として共有しながら利用することを全案共通とした。２つ目

に「図書館をコアとした複合施設にする理由」記載しているが、その理由としては、現在の図書館は老

朽化が著しく、また施設が狭隘で駐車場も少ないことから、利用者にとっては大変不便である。しかし

ながら、図書館は幅広い世代が利用できる施設としてなくてはならず、他市の図書館の成功事例を踏ま

え、庁舎跡地に尋常高等小学校があったことや市の中心部に位置すること。また、現黒部庁舎を中心に、

「コラーレ」、「市民病院」、「市役所新庁舎」、「民間ショッピングセンター」、等への移動が徒歩圏内で

あること。さらには、富山地方鉄道東三日市駅に近いことから、自家用車を持たない市民も利用でき、

中心市街地のにぎわい創出が期待できることを鑑み、「ひとづくり・まちづくり」の知の拠点となり得

る図書館をコアとした施設整備をするということを理由として記載している。 

次に、具体的な活用案として３点提案している。 

まず、活用案①は、図書館をコアに「三日市公民館」、「子育て支援センター」、「市民会館」と「働く

婦人の家」の機能を複合させた施設を提案している。 

最初に、「三日市公民館と働く婦人の家の機能を再編・統合し、複合させることによる効果」につい

て記載しているが、両施設とも老朽化が進んでおり、今後の維持費と耐震化等について課題を抱えてい

るものの、公民館は市民にとって最も身近な学習拠点であるとともに市民交流の場として重要な役割を

果たしている。一方、働く婦人の家も公民館同様の活動が行われており、大きな成果をあげている。こ

のため「三日市公民館」と「働く婦人の家」の機能を再編・統合し、図書館の持つ機能と融合させるこ

とにより、市民ニーズに対応した取り組みと子供から高齢者までの市民が気軽に集えるサービスを総合

的に提供する拠点施設となることが期待できる。また、施設の再編・統合により今後の維持管理経費の

削減を図ることができるということを効果として記載している。 

次に、「子育て支援センターを複合させることによる効果」として、「子育て支援センタ―」は、子育

てを支援する機能、子どもたちの成長や学びを支援するための事業に取り組んでおり、図書館の機能と

融合させることにより、より子育てに関する様々な情報を提供できるとともに、子供や子育て中の親が

気軽に立ち寄り、人や情報に接することで、新たな交流を生み出すことができるということを効果とし

て記載している。 

次に、「市民会館を複合させることによる効果」として、市民会館は老朽化が進んでおり、今後の維

持費と耐震化について課題を抱えている。しかしながら、各種団体の会議やサークル、市民活動及び民

間業者の展示会や販売会を通じて、市のまちづくりと市民交流の場として重要な役割を果たしている。 

このため図書館のもつ機能と融合させることにより、人の循環を促し、市民力・地域力の向上を図る拠

点施設になることが期待できるとしてその効果を記載している。 

なお、「市民会館」・「働く婦人の家」を統合することにより、既存施設を廃止・解体し、その跡地を

比較的維持管理経費が少なくてすむ駐車場や防災公園としての活用も提案している。 

一方、活用案①の課題として、建設に係る延床面積が大きくなることから、周辺地域の拡張が必要に

なることによる事業費の増大の可能性を記載している。 

次に、活用案②では、「図書館をコア」に「三日市公民館」と「働く婦人の家」の機能を複合させた

施設を提案している。 

この提案での効果は、「図書館」と「公民館」と「働く婦人の家」を再編・統合することとしている

が、比較的小規模な建築面積の中にあってもスペースを有効に使うことが可能になることの効果を記載

している。また、「働く婦人の家」の解体により活用案①同様、跡地を駐車場や防災公園に活用するこ

とも可能となる効果も記載している。 

しかしながら、その課題として、「図書館」と「公民館」のみの融合となることから施設に求める機

能が少なくなることや市民会館の維持管理と活用策の検討課題が残ることの課題を記載している。 

次に、活用案③では、「図書館をコア」に「商工会議所」及び「起業家支援」の機能を複合させた施
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設を提案している。 

この案の効果としては、黒部市での新しい価値を生みだすビジネス支援として、ビジネスに関する総合

的なアドバイスを行うことができる商工会議所及び起業家支援スペースを設けることにより、中心市街

地の活性化と黒部市のまちづくりの効果が期待できることの効果を記載している。 

しかしながら、この案では「市民会館」、「働く婦人の家」、「三日市公民館」の活用策について検討課

題が大きく残ることを課題として掲載している。 

次に、「Ⅶ 活用案を提案するうえでの課題と対応」については、今回の検討事例を考えるにあたり、

もっとも重要になるのが駐車場問題である。この解決には、活用案①では、「市民会館」・「働く婦人の

家」の跡地部分を市役所の職員駐車場とし、現在の職員駐車場を施設の駐車場に変更する。また、施設

建設時に地下駐車場を設けるか１階部分を駐車場スペースとして確保するなどの活用を考えられると

記載している。また、活用案②・③では、施設建設時に地下駐車場を設けるか１階部分を駐車スペース

として確保する必要があるということを記載している。 

また、図書館の閉架書籍等の保管場所として、他の図書館でも多く採用されている地下スペースの活

用を提言する旨を記載した。 

最後に、「Ⅷ 実現に向けて」として、市への要望事項として３項目記載している。まず（１）の跡

地活用基本構想等については、今後基本構想等が策定されると思うが、積極的な市民参画を進め、可能

な限り市民からの提案を実現させること。また、この提言書の活用を十二分に留意し、施設内容や整備

スケジュールをしめすこと。（２）の跡地活用施設の整備に向けては、市民の意見をできるだけ反映す

ること。（３）の跡地活用の施設運営については、市民の意見を反映させる仕組みを構築すること。 

特に市民協働スペースの運営・企画にあたっては、リピータで賑わう柔軟な企画・運営を行うことの要

望事項を記載した。 

■委員発言要旨 

●D 委員 基本的には、委員の思いが提言書に記載されていると思うが、ひとつだけ気になるのが、「市

民会館」と「働く婦人の家」を巻き込んだような話が出ている。その辺をどうするかということ。全て

を巻き込んだ話になるとあまりにも規模が大きくなり、現在の市役所跡地では対応できない規模になる

ことを懸念する。また、駐車場問題があるが、今の北陸銀行からと庁舎裏からのアクセスだけでは非常

につらいものがある。少し周辺地域も巻き込んだ整備も含めて計画をたてる必要があると思っている。

例えば、黒部交通横の長谷川宅からのアクセスを設けることもいいのではないかと思っている。 

●A 委員 図書館を軸にいろんな機能を集約するということだが、私が参加している市民懇話会でも機

能化と集約がテーマになっている。それにそった流れになっているという印象である。ただし、私も D

委員と一緒だが、何も無理やり市民会館の機能まで作らなくてもいいのではないかと思う。また、駐車

場の話もあったが、公共交通を利用して施設に来れればいいが、電車の本数がたくさんあるわけでなく、

バスも通っていない。このため、現実的には車を利用するしかない。その辺を十分に留意した検討を市

にお願いすべきと考える。 

●B 委員 いろいろとスペースの問題や事業費の問題があると思う。資料にも記載してあるが、図書館

をコアにすることに異論はないと思う。D委員も言われたが、周辺の地権者は協力しないとは言ってい

ない。市役所から話しがあれば話をしたいと言っている。そういうことも含めて検討していく必要があ

る。 

●C 委員 実現可能な建設費があると思うので、あまり欲張った計画をたててもどうかと思う。図書館

をコアに公民館を入れ、ちょっとした複合的な機能を入れて利用する形がよいと思う。住民が納得する

施設が必要であり、あまり大きくなりすぎると、どうしてそんな大きなものが必要かという意見が出る

懸念があると思う。 

●E 委員 基本的にはよいと思っているが、いくつか気になるところを報告する。 

まず、理念について時間を費やしてきたにもかかわらず、こんな理念じゃなかったという理念になっ
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ている。もっと言葉をブラッシュアップしていただき、理念ではなくビジョンというくらいの、この施

設が何を目指すのかをきちんと書いていただきたいと思っている。私はいろんな人に庁舎跡地が図書館

になるかもしれないと話すと、みんな「おもしろくないね」とか「つまらないね」と言う。これがすご

く残念で、ある。なぜ、皆がそう言うかというと彼らが思っている図書館はいままでの図書館だからで

ある。 

しかしながら、各委員が思っている図書館はもっと夢のある図書館である。それを具体的なものがな

い中で共有するには、ビジョンが大事だと思う。こういう図書館になるということがきちんと書かれて

いると、この提言書が独り歩きしても皆さんと夢を共有できる状態になるので、それがまず必要だと思

った。 

あと、複合施設で一番心配になるのが、例えば、十徳ナイフがあるが、これは一見便利に見えるが、

結局はどれもこれも中途半端である。そういうことが起きるのではないかと心配している。まずは、す

ごい図書館が前提じゃないかと思う。どういう図書館にするのか。どういう図書を集めた図書館にして

いく、ここでこんなことまでできるということを具体的に細かなことはいらないが、こういう図書館に

なりますということがベースにないといけないと思う。 

もっと図書館の情報が必要である。蔵書数は書いてあるが、じゃあどういったところに強みを持たせ

るのか。県内の図書館に比べて、この図書館はこんなところが特徴的になりますということをきちんと

書かないと図書館が１つの機能でしかなくなる。また、関連するが図書館司書はどうするのか。図書館

の質は図書館司書にかかってくるので、施設を作るだけではなくどういう司書を置かなければならない

とかまで考えていかないといけないと思う。ここまで具体的ものはいらないかもしれないが、せめてこ

この中ではそういう話し合いをしながらやらないと本当に言い方が悪いが、また箱ものがひとつ増えた

ということになってしまう可能性が非常にあると思う。 

複合施設として複合する機能についても図書館に関連のあるものにしないと意味がないと思う。関連

性がないなら図書を置いてほしいと思う。何か機能をつけておけば体裁がいいということであれば、本

を置いてほしい。カフェは本に関連するのでいいと思うが、そういうところも考えなければならないと

思う。 

●F 委員 図書館を核にするのは基本的にはよいと思っている。目的があって図書館や公民館に来る人

もいると思うが、目的のない方もいると思う。カフェと言われたが、何か遊びというか、行ってみたい

と思えるような魅力のある施設になればいいと思っている。 

資料に市民協働スペースと書いてあるが、いまいち内容がわからない。公民館の機能的ともダブルと

思うし、どういう意味合いなのかという疑問がある。 

●H 委員 先ほどから聞いていると、なるほどと思うことが多々ある。私も図書館を基本に考えている

が、どこにもない、富山県で一番ここがすぐれていると言える図書館を作ってほしい。視察した塩尻市

民交流センターも結構変わっており、図書館もここまで変わったのかと勉強させていただいた。 

塩尻市民流センターは規模も大きかったが、どこにもないという図書館をメインにしてほしいと思う。 

それに関連して、三日市公民館や働く婦人の家もかなり老朽化しているので、何か図書館と合せて活用

できればと考えている。予算もあると思うので、まず図書館をメインに整備してほしいと思っている。 

●I委員 図書館の質の話が出たが、現在の図書館が行っている図書館サービスだけが図書館ではない。

図書館でやるべき仕事は図書館法第３条の中で９項目にわたって記載されている。図書館は単に本を集

めて貸出するだけでなく、読書会、研究会、鑑賞会等の行事を主催して文化的な役割に貢献する図書館

サービスが６項目目に書いてある。 

また、時事に関する情報及び参考資料の紹介として、社会のいろんな課題や問題を市民に知らせるこ

とが大事である。参考図書は正直言って本屋に行ってもない。それから市の図書館も正直調べる参考図

書が本当に貧弱である。そういう点で現在の図書館は最善ではない。 

もうひとつ、これは第８項に書いてあるが、社会教育における学習の機会を利用して行った学習成果
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を活用している教育活動の場として、図書館におけるボランティア活動に対する支援を行うことも図書

館が行う一部として記載している。 

それから、９項目目に学校、博物館、公民館等と緊密に連絡し、各種の連携を行うことも図書館法で

は記載されている。  

今言ったようなことが、現在の市の図書館で行われているかどうか、あるいは市民のイメージがどこ

にあるかはわからないが、「図書館」、「三日市公民館」、「働く婦人の家」、「子育て支援センター」、「市

民会館」には、それぞれの施設で会議室やホールがある。これが効率的に稼働しているかと言えば結構

空いている場合が多い。そういうものを例えば、多目的ホールを間仕切りで区切れば、ワンフロアで沢

山利用できるし、そういう中で工夫をすれば、そんなに大きいスペースにならないのではないか。 

もうひとつは、「子育て支援センター」、「公民館」、「働く婦人の家」、「市民会館」には、いろんな人

が沢山来られており、これを一つにすることにより、子どもから高齢者までが交流できる場になるので

はないかと思う。図書館単独でホールや会議室を設置しても１年中フルに活用されることはないのであ

れば、他の施設の機能と共有して効率的かつ機能的に使う方法もあると思う。いろんな人が出入りする

ことによって中心街が活性化するのではないか思う。そういう点で私は、図書館は正直言って、「働く

婦人の家」、「公民館」、「市民会館」等でいろんな講演会を行われてもそれに関連する資料が揃っている。 

そこで疑問に感じたことを図書館によって調べていける。さらにひとづくりに貢献できるのではないか

と思っている。私は、図書館は何をしてよいところだと思っている。もっと図書館を柔軟に考えていた

だき検討いただければありがたいと思っている。 

●J 委員 私の立場でいろいろ話すのは公の考えに捉えられる可能性があるが、私見ということで発言

する。 

今、図書館の話が話題になったが、これは行政の悪いところでもあるが、図書館については図書館建

設の検討委員会的なものがあり、そこで基本構想等を練っている。その内容をここで報告していないの

で、委員各位がわからず皆さんの意見はもっともだと思う。 

I 委員が発言されたような新しい形の図書館が、基本的な考え方になってくると思っている。そうい

うことを考えるとこれらをすべて網羅したような形で機能的な図書館が建設されていく方向にいくよ

うに感じている。そういう意味では、今回の跡地利用の検討については、もう少し柔軟に考えてもいい

と思う。皆さんから欲張りな提案をいただき、それを市が実際の建設時にどこまでその知恵を実現でき

るかということに汗をかきたいと思っている。 

●委員長 全委員からいくつか具体的なご意見やご提案をいただいた。私も一委員として考えを発言さ

せていただきたい。 

今の提言書は、確かに少し表現上の問題がある。これはこれからブラッシュアップしていく必要があ

るが、E委員が言われたことがもっと簡潔に魅力的に感じるような、あるいは市民が期待感を持つよう

なそういう施設をもっと記載すべきとの考えでいいのかなと思う。そういう意味では、何を目指す施設

なのか。黒部市の未来を感じさせる。特に子どもや若い人がそこに新しい黒部のものを感じる。もちろ

ん、高齢者や子育て中の保護者もそうであるが、とにかく全体として魅力を感じさせる、期待感をもた

せる内容が必要と思う。 

また、いろんな施設を欲張っているという意見があったが、これを削っていくのは簡単である。市民

会館という固有名詞が出てくるので、やや市民会館を論じている部分あるような印象であったが、市民

会館が今はたしている役割を今度できる新しい施設がそれを担うのかどうかということだと思う。公共

施設の再編・統合については、別の委員会で議論されているので、そこで議論されてよいと思う。 

それと、図書館をコアにすることについては異論がないと思う。今の図書館は、やるべきことが行わ

れていないため、これから作る図書館は、こんな図書館であるべきというのをもう少し、新鮮に魅力的

になるようなことをきちんと記載してもよいと思う。ただし、図書館の具体的な姿については、次の段

階で、議論されていくべきだろうと思う。 
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それから図書館についてもう一つ言うと、これはスペースの問題も絡んでくるが、図書館には宇奈月

館がある。当然、宇奈月館の役割もあるので、この現庁舎跡地の図書館は宇奈月館も見据えてうえで、

どういう図書館を目指すのかということもある。私は、ある分野の蔵書は宇奈月館を中心に行い、宇奈

月館の個性・魅力につなげる方向性も考えられると思う。 

さらに資料には、図書館との複合、融合という言い方をしているが、先ほど I委員が言われたとおり、

図書館はただ本を集めて、それを貸し出すということだけではない。その部分をわかりやすく言えば生

涯学習的な機能が必要。最近の新聞記事に、滑川市で子供図書館がオープンし、親子で賑わっていると

いう記事があった。そういう意味ではやはり図書館が子育て中の保護者にとっても魅力的な場所になる

と感じた。資料に、人が集う。まちを循環ということが書いてあったが、現黒部庁舎跡地は、地理的に

みても真ん中に位置づけられる形になっている。地鉄の駅が近い、新市役所庁舎が近い、それから何よ

りも三日市の中央商店街の中にあることから言えば、やはり他の施設と同等にとらえるのではなく、人

の流れ、賑わいを創出するひとつの拠点になると思う。 

●I 委員 委員長から滑川市のこども図書館の話があった。資料に子育て支援センターが記載されてい

るが、保育所等は６時くらいまでしか預かってもらえないので、開館時間の長い図書館では、子供たち

もが遊べる、そこで本も利用できるスペースを設けている。そういう意味では、いろんな部分が競合す

るし、必ずしも施設を別々に設けなくてもよいと思う。 

●E 委員 施設の特徴を作る場合の考えのもとになるのが、「理念」・「ビジョン」だと思う。例えば、

子供たちが自分の夢をかなえる図書館だとすれば、そういう夢ある職業に関する本が並んでいるコーナ

ーをつくりましょうみたいなことになるといいと思う。もともと尋常高等小学校があったということも

あり、その辺がヒントになるのではないかと思っている。そこが最終的に強みになって図書館は素晴ら

しい所と表現できると思う。 

また、I委員が言われているように、本がたくさんある所では、よくミニトークショーが行われる。 

私は、東京の青山ブックセンターによく聞きにいく。本がたくさんあるところは知的、好奇心を刺激す

る場所なので、ミニ講演会を行う等どんどん活用していただいて、その結果、その人に関する本を借り

ていくということが起こるので、そういうミニイベントを行えばよいと思う。 

●委員長 資料に「知の拠点」と書いてあった。これが、E 委員の言う理念とは違うかもしれないが、

「ひとづくり・まちづくり」と合せて「知の拠点」、ただ本だけではなく、映像的なものも含めて、デ

ジタルアーカイブをいろんな図書館では取り入れているので、これまでの図書館のイメージとは違う図

書館を作るという部分をもう少し盛り込めればよいと思う。 

●D 委員 図書館が建つのはよいが、私たちの委員の役目は、そこに何を入れるかという話である。図

書館を今からどうしようという話ではない。そのことについては、実際に図書館を建設するときに協議

すべきである。私たちの役割は、市役所跡地をどうするかということである。今、図書館をどうしまし

ょうという話をするのは、少しおかしいと思う。ただ、図書館と何を併設するのかを協議すべきと思う。 

●委員長 図書館をコアにということで、図書館単体では魅力がないということで議論があったと理解

していただきたい。今、D委員が言われたように、図書館をコアに何をどう組み合わせるかという案が

でている。資料に市民協働スペースが記載されている。行政の言葉で「協働」という表現がよく出てく

るが、それとは少し違うようにも思える。それから生涯学習的な機能という意味での公民館と働く婦人

の家は同じような機能をはたしている。また、D委員が提案された商工会議所や起業支援も提案されて

いる。図書館をコアとして A 案・B案・C案ということで進めてよいのか。 

また、極端なことをいえば図書館単体として、その図書館をより機能の高い図書館にする。そして、他

の生涯学習的な公民館や働く婦人の家の果たしている役割は、もう少し再編・統合し新しい施設にする

ということもあるかと思う。その辺をもう少しはっきりすればよいと思う。 

●I 委員 確かに D 委員が言われたように本当に図書館をどうしていくかということは次の段階だと思

う。第１案ではスペースが大きくなって費用がかかるという話。それとは別に、例えば公民館であれば
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こういう活動をしてこういうスペースを設けているが、図書館のスペースと共有できるのではないかと

いうこと。これは、子育て支援センターや働く婦人の家にしても同じである。多目的ホールや会議室は、

それぞれの施設では年間とおして活用は十分でないと思う。そういうスペースを図書館に設けるのであ

れば、両方で共有できると思う。 

●E 委員 自分は図書館をどうしたいということではなく、どういう機能を他に持たせるかを検討する

には、メインとなる図書館の位置づけをはっきりしないとできないという話である。その図書館が、料

理でいえばメインディッシュも決まらないのに、前菜を何にするかは決めれない。メインをきちんと決

め、サブにどういうものを持っていくかを議論しないと、ただパズルを当てはめただけになる。それで

は、そこに何の根拠もない、何のストーリーもない。図書館の細かな内容はいらないが、どういう図書

館を目指すかを話し合わないと、その他にどんな機能が必要かの議論にならないということを発言して

いたつもりである。図書館の内容は、別の人が決めればいいが、全容を決めるときはそこを無視できな

いのではないかと思う。 

●I 委員 図書館がコアになっている以上、他の複合させる施設の機能が十分その中で果たしていける

かどうかが重要である。 

●委員長 図書館の部分について、どこまで提言書に盛り込むかをもう少し発言願いたい。 

●E 委員 まず、理念、ビジョンが明確になること。そのビジョンに従って図書館の方向性を打ち出す

ことが必要である。その中で魅力的なイメージがないといけない。そのイメージに従って、それに複合

させる機能を議論していかなければいけないと思う。 

●委員長 今の段階では、それでよいと思う。新しい魅力的な図書館とか、先ほど H委員が言われたど

こにもない図書館、これからせっかく作るからには、機能的にもいろんな新しい機能がある。多機能と

言ってもよいと思う。そういうことをもう少し盛り込んだ新しい期待感を持たせる図書館、魅力的な図

書館ということしか今は書けないのではないか。 

●B 委員 魅力的とはどれを追及するのか。利用者が使いやすいようにするのか。例えば、この提案に

ある子育て支援センターは、魅力ある図書館づくりの一環である。今回提案されている内容は、利活用

という点でよいと思う。そういった現実を踏まえて費用対効果をきちんと考えていかなければいけない。

子育て支援や高齢者の料理教室等これらを効果的に使うことが一番の魅力である。 

●E 委員 図書館は図書館単体でよいと思う。他の機能ということではなく、図書館をいろんな形で使

いましょうということでよいと思う。図書館が複合である必要がないと思う。図書館にいろんな施設を

付けるのではなく、多機能型の図書館でよいのではないか。 

●委員長 図書館を中心に図書館がいろんな多機能を持つ新しい図書館。その他の生涯学習センター的

なものはどこか別のところに作る。しかし、人が集う、まちの賑わいを考えた時は、公民館は多くの人、

三日市公民館は年間３万人が利用している。これらと複合すれば、さらなる賑わいにつながるので、複

合施設という形で提案されたと思う。 

●E 委員 図書館の中身を話せなかったり、どんな子育て支援センターになるか等を話すことができな

いのであれば、ただマップ上にプロットするような作業になってしまい、全ての議論が止まってしまう。

どこまで話せばいいのか。 

●委員長 協働スペースの「協働」という表現がわかりにくい。ただ、そこではいろんなことができる

フロアがあるということか。 

●E 委員 なんにでもとらえられるということは、逆に何もないということにもなる。 

●D 委員 市民協働スペースの位置づけ、考え方は。 

●事務局 ここの協働スペースについては、１案で言うと図書館、子育て支援センター、市民会館等そ

れぞれが共有して使うことができる学習スペース、会議室、食育室、多目的フロア、カフェ等というこ

とを考えている。その理由は、これまでの議論の中で、交流の場がほしい。あるいは限られたスペース

の中で、それぞれの施設が限られたスペースを共有して使えれば効果的という意見があったので、各委
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員の意向を踏まえて記載した。 

●委員長 もっとよい表現があると思う。 

●B 委員 提案が３案ある。これをひとつに絞る必要があるのか。 

●委員長 本日、３案が提案され、それぞれの課題も記載されている。後は、もう少し文書、表現を修

正し、新しい機能をもった施設をどれだけ記載するかということでよいと思う。 

●E 委員 言葉をもっとブラッシュアップしていただきたい。 

●委員長 そのことについては、私もそう思う。 

●E委員 言葉をブラッシュアップして方向性をわかるようにすることが全てだと思う。今の内容では、

魅力的な提言書になっていない。 

●委員長 E委員の意見のとおりだと思う。 

●事務局 各委員の意見はそれぞれもっともだと思う。ひとつだけ私から確認させていただきたい。 

今回８月を目途に提言書を提出する中で、スケジュールとしては、次回でこの黒部庁舎を取りまとめ、

その後、宇奈月庁舎について２から３回協議し、８月に提言書を市長に提出することになる。それを受

けて市においては、活用案１から３までのどのレベルで事業を進めるのか。単純に言えば大・中・小、

これは工事金額とリンクするが、３案ほど提案していただければ、12月議会を目途に市の一定の方向性

を出すこととしている。例えば図書館中心でということであれば、図書館建設基本構想的な協議を次の

ステップで行う。そこでは、具体的な基本構想や事業化に向けた内容を協議・検討する。特に黒部庁舎

においては、300ｍ先に新庁舎があることも視野にいれながら、今後、黒部庁舎跡地をどう活用すれば

いいのかを複数案提案いただきたい。例えば「市民会館」や「働く婦人の家」を絡ませるとあまりにも

規模が大きくなり、実現がなかなか難しい。この場合、新庁舎を超えるような面積になることも予想さ

れるので、事業費として 30 億円以上の投資ができるかどうか、市の決断、判断が難しいところもある

が、夢も含めて議論するということであったので、活用案①の形での提案はよいと思っている。 

それと A委員も言われたが公共施設の在り方検討を別の委員会で協議している。そこでは、10月に 

公共施設を今後どうするかの基本計画がまとまる予定。例えば、働く婦人の家が必要なのかどうかや老

朽化も含めて新しいものを建てればいいのかどうか等が出てくるので、これに先行したような形で提案

することもよいと思っている。 

先ほど I 委員も言われたが、図書館単独で延床面積を 3,000 ㎡とすると事業費が 10 億円規模になる

と思う。図書館は、図書を置くだけのスペースだけではない。会議室、学習スペースもある。これに多

目的スペースで映画も見れる図書館であればいいという話もあった。そういう意味では、今の三日市公

民館と連動する部分がたくさんある。施設にホールがあるということであれば、市民会館が場合によっ

ては不要になることも考えられる。そういう議論の中で一番大きなイメージは、活用案①である。あと

例えば三日市公民館と複合的な施設でいけば活用案②のイメージになる。活用案③では、商工会議所を

記載したが、活用案④として、図書館単独があってもよかったと思っている。今日の議論を踏まえて、

いろんな修正が必要だと思うが、そういう思いの中で提案したということを理解いただきたい。次回に

一定の方向性がでれば、もう残された時間は半年もない。そういう中で、市として皆さんの意見を踏ま

えながら、どういう方向で、市の体力、財源の問題、どういう補助金や起債を使うかも含めて検討して

最終的な方向性を出し、そして具体的な基本構想に入っていくことになると思っている。 

●委員長 このようにまとめさせていただきたい。図書館を中心ということは異論がないと思う。一つ

は、交流や賑わい創出につながるそういうエネルギーをもった施設という言い方もおかしいが、理念の

「まちづくり・ひとづくり」という言い方はやや手垢にまみれた感じがしないでもない。このため何か

新鮮な表現があれば修正してもよいと思う。また、公共施設の再編についても記載してよいということ

であれば、再編・統合も見据えた形で図書館をコアで行う。その時に１番わかりやすいのは、公民館、

働く婦人の家の生涯学習センター機能、また、子育て支援センターは別にもあるので、子どもも楽しめ

るような図書館ということでよいと思う。つまり、子どもから高齢者までが楽しめるということでもよ
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いと思う。また、図書館をもっと前面に出すということであれば、その図書館がどこにもない、新しい

図書館を目指している。そして新しい機能を持っている。今までの図書館のイメージと違う新しい。今

の図書館では成し得なかったいろんなサービスができる図書館を前面に出し、それプラス必要最小限の

施設を取り入れる。その機能は２つぐらいでいいと思う。３案は、小さくなるということではなく、む

しろ逆に図書館にもっと期待を持たせるような図書館という意味では、図書館を単独に絞るというのは

言いすぎかもしれないが、どこにもない新しい機能をもった図書館という形で、期待感をもたせる図書

館にしてはどうか。ただし表現はしっかりと見直して。 

●D 委員 各委員のいろんな思いがあった。それがだんだん削られ、そしてさびしくなるとおもしろく

ない。私たちの思ったことを全部入れて、後は行政が判断すればどうか。 

●委員長 そうするとこの３案をブラッシュアップするということでよいか。 

●J 委員 理想的な図書館の構想を描いて提案していただければ、それに付随して各委員からいただい

た機能が入ってくる形の中で、市民会館もいらないね、働く婦人の家もいらないというふうにしていっ

た方がよいのではないか。 

●E 委員 この会議では、どの程度までの図書館像を描けばよいのか。 

●委員長 この３案をもう少し整理して、イメージが小さくなるというのではなく、逆に図書館に期待

を持たせる新しい図書館像をこの際提案するということでよいのではないか。いろんな委員の皆さんが

言われたいろんな機能を持った施設を融合して、目いっぱい盛り込むのが一つの案。もう少し、絞り込

み、生涯学習センター機能を持たせたのが２案 ３案は極端に言えば、ほぼ図書館一本で、そのかわり

どこにもない図書館を目指すという案でどうか。 

●D 委員 だんだんやせほそる提言書ではいけない。もう少し夢がある内容を記載しないといけない。

それぞれの機関、団体を代表して出席しているので、そういう方々が一生懸命意見を言いながら、その

意見が取り入れられず、段々資金を心配してやせほそっていくようではいけない。夢も希望もなくなる

ようでは委員会の意味がない。これまでの意見を集約されて提言書を修正していただきたい。 

●事務局 この３案を提案した中で、私は皆さんの意見が反映されてないとは思っていない。皆さんの

意見がすべてこの中に集約されていると思っているが、今から思えば、順番を少し逆にすればよかった

のかなと思っている。活用案①を純粋な図書館に近い形、活用案②を生涯学習センター施設とミックス

させた形、活用案③を隣地の拡張を含めた将来の市民会館や婦人の家の代替機能もできるような形とし

て、徐々に規模を大きくするような形もあったのではと思っている。 

●委員長 確かにその方法もあると思う。D委員が言われるように、削られているという印象は、自分

は感じないがそれは図書館の魅力が表れていないからだと思う。具体的な内容を議論する必要はないが、

図書館が果たす力をいろいろ見ても、賑わい創出にもつながるし、理念的なことを言えば「知の拠点」

という求められているものをきちんと記載していけばやせほそった印象にはならないと思う。 

●E 委員 自分もそういう印象はないが、事務局が委員の意見を漏らさずやろうとした結果、どうとも

とれるようになったというのが自分の印象である。 

●J 委員 委員の意見を盛り込んでいると思ってきたが、この委員会では、もう少し政治的な判断が必

要になるような案があってもよかったのではないかと思う。最終的にそこまでやるなら、もう少しここ

までやって、用地を取得してやるというような政治的な判断にゆだねる案もあってよいと思う。 

●E 委員 ただ本当に図書館を本気で他にない図書館をつくるのは大変なことだと思う。 

●事務局 先ほど申し上げたとおり、何回目かの会議で D委員から事業費の話をされ、はじめからでき

ないなら検討する必要がないと発言された時に、J 委員がそういうことは考えずに跡地を一番どうすれ

ばいいかを検討し、提言書を提出すればと答えられた。そういう中で今まで議論してきた。いくつかの

段階があるということで提言いただければ、最終的には、市長が規模、予算を含めて判断し、議会の了

解を得られればということである。 

●委員長 本日いろんな意見をいただいた。提案については、事務局から話があったように順序を逆に
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してみる。そして文言のブラッシュアップや重複間のあるところ等を精査して跡地活用のイメージが明

確になるような形に修正していく。文章の細かい表現は８月まで修正できるが、骨格を次回には確認し

ていただきたい。 

【異議なしの声あり】 

 

●事務局 ブラッシュアップにより、委員の意見がなくなる部分もあると思うが、内容について委員長

と相談し整理させていただきたい。 

 

 

閉会時間：15時 12分 


