
1 

 

第４回（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会会議禄 

 

日 時 平成２８年１２月１日（木）午前１０時～ 

場 所 黒部市民会館１０１会議室 

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

会議次第 

 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 協議事項 

（１） 基本構想の一部（第２章 2-2～第３章）の最終案について  

（２） 基本構想の一部（第４章）の素案について  

（３） その他 

４ 閉  会 

 

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

 

本日の出席委員 １５名 

 中 村 和 之（富山大学経済学部長）  

 堀 内 國 春（黒部市図書館協議会長）  

 上 田 洋 一（黒部市図書を愛する会副会長）  

 柳 原 祐美子（宇奈月読書会代表） 

新 開 麻 美（黒部市母親クラブ会長）  

中 谷 久實子（黒部市民間保育所園長会代表）  

石 川 幹 夫（東布施公民館長）  

漆 間 明 子（黒部市社会教育委員）  

植 木 眞 人（黒部商工会議所副会頭）  

三 井 適 夫（黒部まちづくり協議会長）  

岩 井 憲 一（黒部市自治振興会連絡協議会長）  

牧 野 和 子（くろべ女性団体連絡協議会長）  

森 丘 晃 之（公募委員）  

能 澤 雄 二（黒部市副市長）  

国 香 正 稔（黒部市教育長）  

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

 

本日の欠席委員 ２名 

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

島   大 樹（黒部青年会議所副理事長）  

能 沢 一 代（公募委員）  
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事務局 

 寺 嶋 和 義（黒部市総務企画部長）  

 長 田 行 正（黒部市総務企画部総務課長）  

 橋 本 正 則（黒部市総務企画部総務課主幹）  

 中 山 助 利（黒部市総務企画部総務課主任）  

 坂 東   剛（黒部市総務企画部総務課主事）  

 板 屋 里 奈（黒部市総務企画部総務課主事）  

 

説明員 

 中   信 之（黒部市市民生活部長） 

御 囲 泰 晃（黒部市教育委員会教育部長） 

霜 野 好 真（黒部市市民生活部こども支援課長） 

 西 中 雅 博（黒部市教育委員会生涯学習課長） 

 中 谷 松 憲（黒部市教育委員会図書館長） 

 

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

開  会 

 

○事務局 ご案内の時間となりましたので、ただ今から「第４回（仮称）くろべ市民交

流センター建設基本構想策定委員会」を開会させていただきます。 

 

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

委員長挨拶 

○事務局 会議の開催にあたり、（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想策定委

員会 中村和之委員長がご挨拶を申し上げます。 

○委員長 おはようございます。本日は、「第４回（仮称）くろべ市民交流センター建設基  

本構想策定委員会」にお忙しい中をお集りいただき、ありがとうございます。  

 毎回申し上げておりますが、とりわけ１２月のお忙しい中、時間の都合をつけていただ  

き、改めて感謝申し上げます。  

 さて、前回の委員会におきましては、「基本構想」、それから「機能」についてご議論を  

いただいたところであります。  

 今回につきましては、前回ご議論いただいた部分、あるいは会議後、様々な形でご意見  

いただいた部分を反映させたものをお示ししております。この「基本方針」、「機能」につ  

いては、ひとまず成案という形で取りまとめさせていただきたいと思います。  

 それを踏まえまして、本日、「施設計画」として、具体的にどのような施設をどのくらい 

の広さでという様なことを、こちらは本日決定するということではないので、多くのご意 

見をいただければと思います。  

 「基本方針」、「機能」、それから「施設計画」と段階が進むにつれ、この新しい施設の具  

体的な姿が少しずつイメージできるようになってきたと思います。  
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 本日も前回同様、それぞれの立場からご意見いただければと思っていますので、どうか  

よろしくお願いいたします。  

○事務局 どうもありがとうございました。中村委員長には引き続きの議事進行をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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

協議事項（１）基本構想の一部（第２章２－２～第３章）の 

最終案について 

○委員長 それでは早速、次第にそって進めていきたいと思います。本日は、今ほど申し  

上げた様に、協議事項がその他を含めて３点ございます。基本構想の一部「第２章２－２  

から第３章」の最終案、「第４章」に関する協議、それから、「その他」でございます。  

 それでは、まず協議事項の（１）基本構想の一部「第２章２－２から第３章」の最終案  

について事務局から説明願います。  

○事務局 それでは、基本構想の一部（第 2 章２－２～第３章）の最終案についてご説明

いたします。  

 「資料１－１」と「資料１－２」をご覧願います。  

 「資料１－１」は、前回の修正案から修正個所を抜粋した修正表、「資料１－２」は、「第

２章２－２～第３章」までを全て記載した最終案であります。ここでの説明は、「資料１－

１」にて説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 まず、資料の見方ですが、左側が修正前として前回会議で提示したもの、右側が修正後

のもので、朱書き部分が今回修正した部分であります。  

 １ページをご覧ください。まず、「２－２（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」

の修正個所についてご説明いたします。  

前回の会議では、「（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」を１から４まで設けて

おりましたが、この後ご説明いたします（３）の「基本機能」や「第３章」とのつながり

等が明確になるようにとのご意見をいただきましたので、中村委員長、上田副委員長と相

談し、修正前の１と４については、主に図書館に関係する部分であることから統合し、次

の３点としたところであります。  

１は、修正前の１と４を統合し、「地域の交流・情報センターとして、機能性あふれる図

書館を核に、市民の文化活動、生涯学習の充実につながる施設」に修正いたしました。  

次に、１の（１）の「市民のライフスタイルに対応できる情報発信機能」については、

修正前の４の（２）から移動したものであります。  

（１） は、滞在型の機能は図書館に求める機能ではなく、施設全体に求める機能である  

ことから、修正前の「滞在型の図書館機能」を「幅広い世代が憩える滞在型の機能」に修

正しております。  

（３）の「ジオパーク、北方領土、電源開発の歴史など黒部市ならではの資料の収集・

発信・保存機能」については、修正前の４の（１）から移動したものであります。  

次に、２の「図書館と子育て支援が融合する施設」の修正部分については、（１）の「図

書館の機能と一体となった子育て支援機能」を、２の基本方針で「図書館と子育て支援の
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融合」を記載しておりますので、ここでは、「次世代を担う子どもたちの豊かな感性を育む

子育て支援機能」に修正しております。また、（２）の「親子で過ごせる空間づくり」につ

いては、この内容では少しイメージがしにくいことから、「子どもの成長を支援し、親子で

過ごせる空間づくり」に修正しております。  

次に、３の「市民の交流やまちの賑わいを創出し、市民の活動を支える施設」の修正に

ついては、（１）の「市民ニーズに対応した生涯学習機能」を修正前の１の（２）から移動

しております。また、（３）の「市民が利用しやすい施設運営」を「市民が利用しやすい開

かれた施設運営」に修正しております。  

次に（３）の「（仮称）くろべ市民交流センターの基本機能」については、表の右の部分

の求める機能の内容を修正しております。  

まず、図書館部分については、1 つ目の・（点）については、「蔵書数、開架図書、映像及

び音楽などの充実により、市民の知的好奇心を満たす機能が求められます」に文書を簡略

化しております。  

２つ目の・（点）「個人、家族、友達同士などで何度でも利用される読書環境の機能が求

められます」については、修正前の「個人はもとより」の「もとより」を削除し、文書を

簡略化しております。  

３つ目の・（点）「黒部市の歴史や文化に関する資料等の情報収集・保存とともに、市民

にわかりやすく伝える機能が求められます」については、修正前の「情報収集・保存など

に取り組むとともに」の「取り組む」を削除し簡略化しております。  

４つ目の・（点）「各種企画展の開催など、滞在しながら学べる機能が求められます」に

ついては、「各種企画展などの開催をはじめ」を「各種企画展の開催など」に修正しており

ます。 

５つ目の・（点）「ボランティアの活用など、利用者に対するサービス向上の機能が求め

られます」については、「ボランティアの活用などにより」を「ボランティアの活用など」

に修正しております。  

次に、２ページをご覧ください。  

「子育て支援」の部分については、１つ目の・（点）「未来を担う子どもたちが」を削除

し、「子供たちが遊びや学びを通じて、創造性豊かに育つ機能が求められます」に修正し、

文書を簡略化しております。  

次に、「シニア活動」の部分については、１つ目・（点）の「気の合う仲間での」を削除

し、「シニアが自分の趣味や興味を活かしながら気軽に利用でき、グループ活動や成果発表

ができる機能が求められます」に修正し、文書を簡略化しております。  

また、２つ目の・（点）「少子高齢化や核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化など

で孤立しがちなシニアや、リタイヤなどにより生きがいを求めている」を削除し、「シニア

が子どもや青少年等と様々な形で交流できる機能が求められます」に修正し、文書を簡略

化しております。  

次に、「市民団体支援」の部分については、「ボランティア団体などが活動できる」を「ボ

ランティア団体などが利活用できる」に修正し、文書を簡略化しております。  

次に、ビジネス支援については、前回の会議で意味が通じないとのご指摘を踏まえ、「個

人のアイディアや能力を最大限に引き出すため」を「地域経済の活性化と新しい事業や起

業を考えている人への支援策として」に修正しております。  
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「第２章２－２」の修正部分については、以上であります。  

次に、「第３章」の修正部分をご説明いたします。資料３ページをご覧願います。  

前回の委員会では、この「第３章」について、「第２章」との関連、繋がりが分かりづら

いとのご指摘を受けていましたので、ここでは、「第３章」の前段として、「第２章」で設

定した「基本コンセプト」、「基本方針」、「基本機能」を踏まえ、「図書館」、「子育て支援施

設」、「生涯学習施設」、「その他施設」及び「共有スペース」に求められる具体的な機能を

図るとしております。  

次に４ページをご覧ください。  

３－１「図書館に求められる機能」の「市民の憩いやくつろぎの場に役立つ図書館を目

指す」の２つ目の・（点）「多様な世代や障害のある人の」障害の害をひらがなに修正して

おります。 

次に、（３）「時代と共に成長する図書館」の・（点）の部分については、「デジタル情報

などの情報」の後ろの情報を削除するとともに、「きめ細かく提供できる」の提供を対応に

修正し、「知の拠点として図書などの資料とデジタル情報などの収集、管理、保存及び提供

が、多様化する市民のニーズに応え、きめ細かく対応できる施設や設備をつくります。」に

修正しております。  

次に、「子育てに役立つ施設を目指す」の「子育てに役立つ施設を目指す」の１つ目の・

（点）「心身ともに豊かに育つことができる機能」の「育つ」を「育てる」に修正しており

ます。 

次に、「休憩場所の機能」については、３－５「複合施設の共有スペースに求められる機

能」に該当することから、次ページの３－５に移動しております。  

次に、５ページをご覧ください。  

３－５「複合施設の共有スペースに求められる機能」については、「共有スペースを活か

した効率的な施設を目指す」の部分に具体的な施設例を追加しております。また、先ほど

説明した休憩場所の機能を移動させてきております。  

説明は、以上です。なお、「第２章２－２から第３章」全体の最終案については、資料１

－２のとおりでありますので、後程ご確認いただければと思います。以上です。  

○委員長 ただいま、ご説明いただきましたのは、基本構想の一部「第２章２－２から第 

３章」で、前回ご検討いただいた箇所について、本日このような形で修正案を提示させて  

いただきました。  

 本日、この場でご確認いただき、「資料１－２」の形で取りまとめ、最終案とさせていた  

だきたいと思いますが、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。  

 前回からの違いは、１つはご意見をいただいたところを反映したということ、それから 

文言の言い回しで若干、我々が伝えたいところが不明確になっていたので、簡潔に表現を  

修正させていただいき、「機能」、あるいは本日ご審議いただく「施設計画」の立案に役に  

立つ、あるいは、それとリンクするという形で修正をしたものをご提案しているところで 

ございます。  

○Ｉ委員 前回欠席して申し訳ございません。この最終案が提出されておりますが、きち  

んと整理されてきたと思います。  

しかしながら、私が根本的に疑問に思っていることを申し上げますと、交流センター、 

交流の拠点、交流という言葉がメインとして出てきていますが、どこで人が交わって繋が
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っていくのかが、この「基本構想」の中に少し盛り込みが足りないのではないかと思いま

す。滞在型と言っても滞在しているだけなら交流にはなりません。やはり、人と人が繋が

っていくのが交流だと思うのですが、その全体の基本構想の中に、そういう盛り込みが少

し足りないのではないかという気がします。交流と唱っていながら、いったいどこで人と

人が繋がって交流し、新しいシーンが生まれてくるのかが、これを見る限り見えません。 

今、個人の社会的孤立が叫ばれコミュニティが崩壊している中で、この交流センターに

集えば、何か人と人が繋がり交流が生まれるという「夢と希望」がテーマとしないと、単

に今までの施設を集めて、図書館を中心とした施設では、どこが交流なのかという声が聞

こえてくる気がします。読み方や表現だと思うのですが、私たちが目指すところに人と人

が繋がっていく、それが交流だと、それがこのセンターを作る基本の部分にもう少し盛り

込み、個人の社会的孤立が叫ばれる中で、少しでも補っていくようなイメージが交流セン

ター、交流の拠点という大目的があるにも係わらず少し不足しているのではないかと思い

ます。 

これまで、私は何が足りないのかと考えていたのですが、その辺が足りないのではない

のかという私の個人的な見解ですが、よろしくお願いいたします。  

○委員長 今、交流という部分で、もう少し何をどういう形でというところで、交流とい  

うものを保障していくというか、更に黒部市を盛んにしていくためのメッセージを少し強  

く出した方が良いというご意見でありました。 

 今ほど、委員からご指摘いただいた部分について、例えば今回の修正案で示されている 

部分、「資料１－１」で言うと、１ページの冒頭の部分「くろべ市民交流センター建設の  

基本方針」の部分で、今回３点に集約した部分に、もう少し交流ということが明確に打ち  

出すことが必要ではないかということかなと思います。  

 それを踏まえて、今後の「施設の計画」の中で、そのコンセプトがどのように反映され  

ていくのかということだと思います。ひとまず、この交流という点で書かれていることに  

ついては、交流があってこういうことだということがあるのですが、ご指摘のとおり交流  

そのものが、そのまま出ているという部分が、少し不足しているのかなと思います。  

 どうでしょうか、今回いただいたご意見について、概ね各委員からご異論がないという 

ことであれば、少しその辺りをはっきりと際立させる形、あるいは文書になるのかもしれ  

ませんが、この２－２の２番に若干書き加えるという形で対応できないかと思います。 

その対応に関しては、スケジュール的なこともあり、この後の「施設計画」で、その意 

見を反映させていただきながら検討していくということで、私と副委員長に書きぶりにつ

いて一任させていただければと思いますが、いかがでしょうか。  

○副委員長 今、Ｉ委員が言われたことに同感なのですが、結局、ここでどういうこと  

が展開されるかのイメージがなかなか今の案からは浮かんでこないということだと思いま  

す。これは、どういう建物ができるか、別の資料にありますが、これから大事なのは、以  

前に委員長も言われておりますが、やはりソフト面の議論がまだ足りないということだと 

思いますので、そこの辺をこの中にどれだけ盛り込めるかは難しいところですが、交流と  

はどういうことを意味するかのイメージが湧くような表現は必要かと思います。  

 もう１つは、全体に少し持って回った言い方がしてあるので、もっと簡潔に、ここでは 

何がキーワードかが分かる表現に修正すれば良いと思います。同じ表現があっちにも、こ  

っちにも出てきていますので、その辺は整理できると思います。  
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例えば、「資料１－１」の求められる機能の図書館の・（点）の１つ目は、図書館の充実 

を記載しているので良いと思いますが、・（点）の２つ目の「個人、家族、友人同士などで

何度でも利用される読書環境の機能」という説明が必要なのかと思いますので、もっと簡

潔にできると思います。送られてきた資料をきちんと事前に読んでいれば良かったのです

が、今日いただいた資料ではそんな感じがします。  

○委員長 ただいまの副委員長の意見は、基本的な部分は問題ないが、より表現を簡潔化  

させるという方向で、より一層ブラッシュアップした方が良いのではないかというご意見 

かと思います。これについて関連するようなご意見はあるでしょうか。 

○Ｂ委員 昨日、資料が送られてきたため、資料をなかなか読めず、いろいろな施設の部 

分を見ただけなのですが、段々とわかりやすくなってきていると思います。  

 しかし、少しわからない部分があるので教えていただきたいのですが、１の「地域の交  

流・情報センター」の部分の（１）「市民のライフスタイルに対応できる情報発信機能」に  

ついて、私の中では具体化できません。これはどういうことなのでしょうか。他のところ  

は読んでいくと分かるのですが、ここの部分が簡単なようで分からないので、分かりにく 

い表現だと思って読んでいました。また、市民が読む時に、いろいろな横文字で書いてあ  

る部分が少し分かりにくいので、注意書きを書いていただければと思います。  

○委員長 基本構想の基本部分のため、どうしてもやや抽象的な文言、言い回しになる部 

分はやむを得ないところだと思いますが、それについては必要に応じて注意書きを記載す  

ることが必要ではないかと思います。これについては、全体が整った時に改めてこの言葉 

には注意書きを記載すれば良いとか、この言葉は後で具体化されるので、このままでも構  

わないだろうという対応をしていかなければいけないと思います。  

「市のライフスタイルに対応できる情報発信機能」は、どういうことなのだろうとなる 

かもしれませんが、多分、様々な形でライフスタイルを持っておられる。リタイヤされた

方もいるし、もちろん昼間に勤務されて、それからご家族でお住まいの方、それから単身

で住んでおられる若い方、あるいは単身でお住まいのご高齢の方、あるいは、黒部市には、

住んでいないが黒部市の高校に通っている高校生など、様々な人がいると思います。  

様々な人に向けて、「図書館の機能を核」として、それから、それぞれの人が冒頭にご意

見がありました交流を通じて、黒部市で、あるいは黒部市民が様々な活動していることを

発信できる機能、発信というのは、「こういうことをしているので参加してみない。」とい

う意味の発信もあるでしょうし、それから図書館が本来持っている図書を通じての知識を

得る源泉になっている、よく言われる「知の泉」という意味での発信ということもあるで

しょうし、そういうものを全て包括したような情報発信ではないかと思っています。  

そうすると施設にいろんな機能が入っているのですが、それの具体的な１つの建物であ

って、そこで活動する人達という形で、どう具現化していくかは、この構想の後の部分に

なるのかなと思いました。  

 いかがでしょうか。本日のこの場でご意見をいただいた交流という言葉について、そこ  

をもう少し修正していく必要があるのではないか。それから全体に表現を簡潔にしていく  

必要があるというところ、あるいは交流については、この後の施設やソフトの部分でより 

明確にしていかなければいけないのではないかというご意見をいただきましたので、その  

辺の修正については、今ほどご提案いたしました形で、私と副委員長にご一任させていた  

だければと思います。ご一任の前提としては、ここに本日お示ししました、この内容的な  
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部分については、ご異論がないという形で取りまとめさせていただければと思いますが、  

いかがでしょうか。  

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 ありがとうございます。副委員長には、また相談申し上げますのでよろしくお  

願いいたします。それでは、協議事項（１）につきましては、ここまでとさせていただき  

ます。 

 

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

協議事項（２）基本構想の一部（第４章）の素案について 

○委員長 次に、本日の中心になると思いますが、「基本構想の一部（第４章）の素

案」について事務局から説明願います。 

○事務局 それでは、（２）「基本構想の一部（第４章）の素案について」ご説明いたしま

す。 

 「第４章」は、「施設計画」についてであいます。１ページをご覧ください。  

 まず、４－１は「必要機能からの規模設定」であります。  

 （１）の「図書館の規模設定」については、資料に記載のとおり日本図書館協会の「公

立図書館の数値基準」並びに、文部科学省の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」

を参考に、図書館機能の規模を設定しております。  

具体的には、下の表に記載のとおり、延床面積では現在の面積の約３倍の３，３００㎡、

蔵書冊数は、現在の約１．５倍の２５０，０００冊で、うち開架冊数を１６０，０００冊

としたところであります。  

次に、２ページをご覧ください。ここからは、（２）として「図書館各コーナーの規模」

を設定しております。  

図書館の各コーナーの規模の設定にあたっては、資料に記載の複合施設１７施設、公立

図書館１３施設の事例を基に各コーナーの面積を設定しております。  

資料３ページをご覧ください。①の「一般図書コーナー」の面積については、４００㎡

から８００㎡の施設が多くみら  

れ、延床面積が３，０００㎡前後の図書館においても４００㎡から１，２００㎡の面積を

確保していることから８００㎡と設定しております。  

 次に、②の「児童図書コーナー」の面積については、４００㎡前後の施設が多いことか

ら４００㎡と設定しております。  

 次に、４ページをご覧ください。③の「新聞・雑誌コーナー」の面積については、１０

０㎡以下の施設が多いことから  

１００㎡と設定しております。  

④ の「郷土資料コーナー」の面積については、３００㎡以下の施設が多いことから、  

１００㎡と設定しております。  

 次に、５ページをご覧ください。⑤の「ＰＣ・ＡＶコーナー」の面積については、平成

２０年以降に建築された図書館では、１００㎡以上のスペースを確保している施設が多い

ことから１００㎡と設定しております。  

⑥ の「読み聞かせコーナー」の面積については、３，０００㎡前後の図書館では３０㎡ 
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から６０㎡確保している施設が多いものの、子育て支援センターとの連携を考慮し、８０

㎡と設定しております。 

次に、６ページをご覧ください。「図書館」、「生涯学習」、「ビジネス」の共有スペースと

して考えられる会議室等の規模設定については、資料に記載の８施設の事例を参考に、「会

議室」、「多目的ホール」、「調理室」、「防音スタジオ」などの面積を設定しております。  

まず、「会議室・研修室」の面積については、４０㎡以下と６０㎡以下の施設が多いこと

から６０㎡と１００㎡の会議室を設定し、稼働壁などで分割・統合が行えるよう工夫する

こととしております。  

次に、７ページをご覧ください。⑦の「多目的ホール」の面積については、３００㎡以

下の施設が多いことから３００㎡と設定しております。  

⑧ の「調理室」の面積については、９０㎡以下、調理台４台程度の施設が多いものの、  

旧保健センターの調理室が調理台７台で約９５㎡であったことから１００㎡と設定してお

ります。 

次に、８ページをご覧ください。⑨の「防音スタジオ」の面積については、４０㎡以下

の施設が多いことから４０㎡と設定しております。  

次に、9 ページをご覧ください。ここからは、４－２「ゾーニング計画」になります。  

（１）「フロアごとの機能分担」については、図書館には３，３００㎡が必要であり、旧

黒部庁舎跡地の面積を勘案し、ここでは、施設全体の大きさを４０ｍ×４０m の４階建て

と設定しております。また、図書館を核とした複合施設であることから、利用者の属性や

市民交流が自然に行えることを考慮してフロアごとの機能分担を設定しております。  

具体的には、資料に記載のとおり、１階には「生涯学習機能」として、高齢者の利用が

多いと想定される機能、展示ギャラリー、多目的ホール等を配置し、まちなかの賑わいを

創出できる施設、また、施設の管理事務所、公民館事務所を配置することとしております。  

次に、２階には「子育て支援」、「市民活動・ビジネス支援機能」として、会議室や研修

室、子育て支援センター、調理室を配置することとしております。  

次に、３階、４階については、「図書館機能」として、３階には、児童図書や読み聞かせ

コーナー、キッズコーナー等、子どものための機能を中心に配置し、併せて貸出カウンタ

ーや事務所を配置することとしております。４階には、一般図書コーナーを配置すること

としております。なお、図書館を施設の上層階に配置した理由といたしましては、読書を

楽しめる静寂性を確保できること、また、最上階に位置することで眺望景観を確保できる

こと等が主な理由であります。  

次に、１０ページをご覧ください。１０ページは、「フロア毎の機能別面積の目安」であ

りますが、これについては、後程説明いたします。  

次に１１ページをご覧ください。ここからは、各階のゾーニング計画になります。  

（２）は「１階ゾーニング計画」で、資料に記載の６点について配慮することとしてお

ります。 

 １つ目は、案内窓口、管理事務所、公民館事務所を設け、施設全体を管理することとし

ております。  

 ２つ目は、入り口にエントランスホールを設け、イベントや展示ギャラリーとして活用

することとしております。  

 ３つ目は、エントランスホールに隣接して、飲食施設を配置することとしております。  
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 ４つ目は、施設中心部を共有空間としてトイレやエレベーターを設け、各施設へアクセ

スできる動線を確保することとしております。  

 ５つ目は、多目的ホールと会議室を隣接させ稼働壁により一体利用できることとしてお

ります。 

 ６つ目は、イベント時に、会議室や防音スタジオを楽屋や控室として利用できることと

しております。  

 次に、１２ページをご覧願います。（３）は「２階ゾーニング計画」で、資料に記載の６

点について配慮することとしております。  

 １つ目は、子育て支援センターを正面側にわかりやすく配置することとしております。  

 ２つ目は、会議室（小）と会議室（中）を分けて配置し、稼働壁で一体利用できるよう

配置することとしております。  

 ３つ目は、会議室の１室は和室として整備することとしております。  

 ４つ目は、会議室は、市民団体の会議などの利用を想定することとしております。  

 ５つ目は、調理室は換気などに配慮し閉架図書側に設けることとしております。  

 ６つ目は、貴重な資料や移動の少ない図書を 2 階閉架図書に収納することとしておりま

す。なお、資料下段の表の会議室（小）において和室１２畳２室となっておりますが、１

室に修正願います。  

 次に、１３ページをご覧願います。（４）は「３階ゾーニング計画」で、資料に記載の４

点について配慮することとしております。  

 １つ目は、学習室については、静寂な環境を保てるよう児童図書コーナーなどと閉架図

書で分離し、カウンター等からも離れた位置に配置することとしております。  

 ２つ目は、児童図書コーナー、キッズコーナー、読み聞かせコーナーは隣接して配置す

ることとしております。 

 ３つ目は、正面部分に貸出カウンター、図書館事務室を配置することとしております。  

 ４つ目は、貸出カウンターに隣接してリファレンス・企画展、新聞雑誌コーナーを配置

することとしております。  

 次に、１４ページをご覧願います。（５）は「４階ゾーニング計画」で、資料に記載の４

点について配慮することとしております。  

 １つ目は、一般図書コーナーを大きく確保し、郷土資料コーナー、ＰＣ・ＡＶコーナー、

談話・休憩スペースを集約して配置することとしております。  

 ２つ目は、書棚を低くするなど１フロアとして広がりのある空間確保に配慮することと

しております。  

 ３つ目は、閉架図書スペースに、配本作業などができるスペースを確保することとして

おります。 

 ４つ目は、郷土資料コーナー、談話・休憩スペースに約９０席分の読書スペースを確保

し、一般図書コーナーや共有空間などの窓際やデッドスペースにカウンター席を設けるこ

ととしております。  

 次に、資料１０ページをご覧ください。１０ページは、これらのゾーニング計画を踏ま

えて、算定した「フロアごとの機能別面積の目安」であります。  

 まず、１階、「生涯学習機能を中心としたフロア配置」には、多目的ホール３００㎡を１

室、会議室（小）６０㎡を３室、会議室（中）１００㎡を２室、防音スタジオ４０㎡を３
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室、飲食施設６０㎡を１室、管理事務所として、施設管理事務所５０㎡、公民館事務所  

５０㎡を確保することとしております。また、共用空間、トイレ・エレベーター・エント

ランス等としてフロア面積の４０％にあたる６４０㎡を確保することとしております。  

 次に２階、「子育て支援施設、市民活動、ビジネス支援機能を中心としたフロア配置」に

は、事務室８０㎡を含んだ子育て支援センター２８０㎡、調理室１００㎡、会議室（小）

６０㎡を３室、会議室（中）１００㎡を３室、貴重図書等の閉架図書１００㎡を１室確保

することとしております。なお、会議室の１室をビジネス支援に対応の部屋として、パソ

コン、プリンター等を常設するワーキングスペースを確保することを検討しております。 

また、共用空間については、１階同様、フロア面積の４０％にあたる６４０㎡を確保する

こととしております。  

 次に３階「図書館機能（子ども、学習機能）のフロア配置」については、児童図書コー

ナー４００㎡、読み聞かせコーナー１２０㎡、キッズコーナー１６０㎡、学習室１００㎡、

新聞雑誌コーナー１００㎡、貸出カウンター６０㎡、リファレンス・企画展コーナー６０

㎡、図書館事務所１００㎡、児童書等の閉架図書１００㎡を確保することとしております。

また、共用空間については、図書館は１フロアであることから共用空間については、フロ

ア面積の２５％にあたる４００㎡を確保することとしております。  

 次に、４階「図書館機能のフロア配置」については、一般図書コーナー８００㎡、ＰＣ・

ＡＶコーナー１００㎡、郷土資料コーナー１００㎡、談話・休憩スペース５０㎡、配本作

業・閉架図書１５０㎡を確保することとしております。また、共用空間については、3 階

同様、フロア面積の２５％にあたる４００㎡を確保することとしております。  

 最後に５２ページをご覧ください。５２ページは、今回の想定した会議室における利用

状況をシュミレーションしたものであります。  

 具体的には、現在の三日市公民館並びに働く婦人の家の定期利用団体が、すべてこれま

でどおり活動できるかを曜日ごとに当て込んだものであります。結果としては、すべての

団体が影響なく利用でき、かつ会議室の空きスペースもあることから、これまで市民会館

を利用されていた各種会議はもちろんのこと、新規の定期利用団体や新たな会議等にも十

二分に対応できるのではないかと考えております。説明は、以上であります。  

○委員長 ただ今、「資料２」に基づき、「施設計画」についてご説明をいただきました。

こちらの素案につきましては、本日皆様からご意見をいただき、それらを踏まえて次回の

会議で修正案を提示させていただきたいと考えております。  

 それでは、今ほどご説明いただきました「施設計画」につきまして、ご不明な点、ある

いはご質問、ご意見を伺いたいと思います。どの点からでも結構ですのでお願いいたしま

す。 

○Ｇ委員 これは、１つの提案ですか、それとも決定事項なのですか。  

○委員長 提案であります。  

○Ｇ委員 そうすると、私は、図書館機能は１階、２階だと思っていたのですが、この提

案によれば３階、４階になっています。４階は眺望が良いということですが、勉強をする

のに眺望は関係ないと思います。そういうことを考えた時に、やはり利用しやすい図書館

のあり方ということでは、私は１階、２階ではないかとの思いがあります。各委員がどの

ように思っているかを聞いていただきたいと思いますが、公民館は３階、４階で良いので

はないかと私は思いますので、なるべくなら図書館を１階、２階に配置していただきたい
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というのが、私の意見です。  

○委員長 実は、これから申し上げようと思っていたのですが、本日の議論はこの辺りの

こと、何を何階に配置するか、それから全体の広さをどれくらいにし、その中での割り振

りが中心になると思っておりました。ただ今、委員からご意見をいただいた点、各階に何

を配置するかという点、今ほどの委員のご意見は図書館を１階、２階に配置すべきという

ことでありました。この辺について何かご意見はあるでしょうか。  

○Ｆ委員 素案で提示された３階、４階の図書館を１階、２階に配置する方が良いかにつ

いては、今は整理できていませんが、どんな施設も施設に入った時の印象が大変大きいと

思います。それは図書館なのか、それ以外なのかで物凄く印象が違うと思います。  

 この案では、１階に管理事務所があり、受付、施設管理、公民館事務所と書いてありま

すが、やはり入ってきた利用者をそのままほったらかしでは、先ほどＩ委員も言われまし

たが、何が交流だということになり、聞けば何でも答えてくれる方、コンシェルジュ的な

方を配置するのとしないのでは、印象が凄く違うと思います。そういう受付機能をどうす

るか、資料には３階に図書館事務所があり、それは図書館の職員がされると思いますが、

この交流センター全体の案内が充実して、その入った時の印象が図書館であるのと、そう

でないのとでは、入った時の印象が交流センターにとって重要な問題ではないかと思いま

すので、その辺は今後しっかりと考えた方が良いと思います。  

○委員長 今回の案では、入口に広いエントランスホールを設けることになっていますが、

それプラス全体の受付、施設の案内が必要ではないかということだと思います。その点か

ら、使いやすい、あるいは使える施設にして交流をするという視点が大事だと思います。

ご意見があったので、検討させていただければと思います。  

○Ａ委員 図書館は、静寂性の確保や眺望性の確保で３階、４階に配置された等の理由が

あるかもしれませんが、図書館は、小さな幼児から高齢者までが利用されることを考えま

すと、上の階への配置は不適切ではないかと感じております。それから先ほど言われまし

た気軽に入りやすい、中の見える施設は気軽に出入りしやすい。それともう１つは、公民

館や働く婦人の家の施設は、団体の人が多く利用する施設なので、何階に行くかは最初か

ら分かっていると思います。ところが図書館の利用者は、３階に行くか４階に行くか分か

らないので、私はそういう点では，Ｇ委員が言われたように、当然、図書館は１階、２階

に配置されると思っておりました。この前、私は飛騨市の図書館に行ってきましたが、全

て１階、２階で、その他の施設は全て上の階に配置されていました。そこでは、図書館を

利用された人が、そういう場所を利用されて、非常に良い結果も出ているという話でした

ので、是非ご検討いただきたいと思います。  

細かい施設の割り振りはご苦労があったと思いますが、図書館の階については、非常重

要な部分だと思いますので、ひとつ慎重に皆さんと協議していただきたいと思います。  

○委員長 図書館は１階、２階に配置する方が望ましいのではないかというご意見であり

ました。 

○副委員長 旧黒部庁舎跡地面積の関係が非常に大きいと思います。駐車場のことが別途

議論になると思うのですが、地下を利用するという考え、これは予算が関係しますが、閉

架図書のためにフロアを利用するのは非常にもったいないというか、高岡市の図書館は地

下にかなりの閉架図書、普段はあまり利用されないが保存することが求められる資料的な

物を地下に置いていました。そういう意味では、閉架図書について、１階、２階の関係に
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も繋がると思うのですが、予算の関係もありますが、全く地下の発想はないのかお聞かせ

願いたいと思います。  

○Ａ委員 それに関連してですが、図書館は非常に蔵書が増えてきます。どこの図書館に

行っても５、６年で一杯という話を聞きますので、私は閉架図書については、将来の拡張

性が重要だと思っております。施設の制限がありますが、施設内は形が少しずつ変わって

いく可能性がありますので、２階に閉架図書を設けても、一杯になると２階から広げるこ

とができないので、今副委員長が言われたように１階や地下にあれば、そういう書庫の活

用性の可能性があります。現在は、これだけ大きいので必要ありませんが、１年に１万冊

ずつ増えると、６４，０００冊くらいでは時間の問題だと思いますので、是非、階の割り

当ての他に、書庫の関係で地下に繋がっている方が、将来の拡張性に繋がるので、今、副

委員長が言われた案に賛成であります。  

○委員長 書庫のスペースの検討も必要だということであります。  

 いかがでしょうか、図書館は１階、２階に配置する方が良いというご意見がございます

が、３階、４階の方が良いというご意見はございますでしょうか。  

○Ｉ委員 ゾーニング計画の配置で分からないのですが、図書館の機能の話が出ています

が、「最も利用者の多い図書館を３階、４階に配置することで、生涯学習、子育て支援の利

用促進、関心度を高めるなどにより新たな交流が生まれることが期待できる。」と記載され

ていますが、これを読む限りでは理解できないので、どういう意味なのか、もう少し分か

りやすくご説明願います。  

○委員長 私なりに解釈した文言の意味を考えてみると、まず図書館が１番利用される方

が多いというところで、この施設にまず図書館を目的に入っていただいた方が、１階、ど

ういう設計にするか分かりませんが、１階、２階などを見た時に様々な活動スペースがあ

って、そこで実際に様々な活動をやっている方をまずは見て、知っていただくということ

で、図書館利用者にもそういった活動に関心を持っていただく、そういうものに１歩踏み

出すきっかけになればという思いが事務局にはあるのでしょうか。  

○事務局 図書館部分につきましては、今、複合する施設の中では、図書館の利用者数が

１番多いということで、いろんな方が図書館を訪れる。その時に１、２階を通って来られ

るというところで、市民のいろんな活動を見る中で触れ合い、そういうことに新たに参加

するきっかけを作るのではないかという表現であります。  

○Ａ委員 委員長に対して反対の意見を言うので非常に恐縮なのですが、私は、どちらか

と言うと、公民館でいろんな講座や教室に参加した人が、下の図書館で、「こんな話が出た

けど、どんな本があるかな」という本との出会いがあると思います。それから、例えば料

理教室の後に、図書館には料理に関する本がたくさんあります。そういう面で捉えると逆

じゃないかなと、例えば、子育て支援センターも、そこで読み聞かせ、図書館でもやりま

すが、その人たちの子どもが施設から下に降りて、例えば、子どもの紙芝居や絵本などを

見せながら遊ばせるということを考えると、私は、どちらかと言えば、強く固執はしませ

んが、交流センターという考え方から言いますと、もちろん間接的な本との交流もありま

すし、いろんな講座やイベントの関連の中で、やはり下に降りてきてそこで出会うことが

非常に重要かと個人的に思っております。  

○Ｉ委員 私の質問に対してお答いただいたことについて申し上げますが、今の説明で、

図書館の利用者が１階、２階を通るということでした。３階、４階の図書館は、エレベー
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ターで直行するイメージがあったので、今の話ではエスカレーターで中央のエントランス

を眺めながら上がっていくイメージかなと、そうでない限り、３階、４階に図書館があれ

ば、普通はエレベーターで上がってしまう。そういう説明もなくこういうことを書かれて

も、階段を上がっていく人はあまりいないでしょうし、そうなるとエスカレーターで、中

央の空間から全体を見渡せる部分があって成り立つような話であるとすれば、少しおかし

いという気がします。エレベーターとエスカレーターを併設すると、圧倒的にエレベータ

ーを利用する人が多いと思います。何か本当にその辺を配慮して考えてあるのかというこ

と、先ほど漆間委員が言われたように、最初に大事なのは集いやすい、入りやすい、そこ

で滞在しやすい環境なのでしょうが、そういう部分が全然見えません。きちんと総合受付・

インフォメーションみたいなことをしっかりと書いてほしいですし、７割、８割そこで印

象が決まってしまうので、そこに素敵な人がいて、全体を案内してくれる、そこからエス

カレーターで施設を見ながら上に上がる方法もあるでしょうが、エレベーターなのかエス

カレーターなのか、どう人の誘導行うかの計画が書いてない状態でこれから議論するので

あれば、各委員も戸惑ってしまうのではないかと思います。私も全然イメージが湧かなか

ったのですが、そうやって言われれば、エスカレーターで行くのかなということもありま

すが、その辺も含めて計画、ゾーニングの中で話をしていただかないと、この計画自体の

根本が分からなくなると思います。  

○委員長 交流を核にキーワードにしているということ。それから、図書館や子育て支援、

市民活動を包含したような１つのセンターを作るということで、やはり動線が大事になっ

てくる気がするので、このフロア間の動線をどう構築していくか、おのずと決まってくる

面もあるでしょうし、例えば、エスカレーターは、それだけでもコストの高いものになっ

てくる。そういう制約の中で考えるとどういう仕組みが良いのかということにもなってく

ると思います。  

 次回、事務局の方で、これからまだ意見をお伺いしますが、修正案を提示する時には動

線的な部分を含めた全体のフロアごとのゾーニングを考えていただきながら修正案を出し

ていただくことが大事かと思っています。 

 いかがでしょうか、フロアごと、逆に子育て施設、市民活動、あるいは生涯学習機能を

高層階に持っていくうえでのご意見、あるいは１階、２階に必要だという意見や何かお気

づきの点、お考えがあればお聞かせ願います。  

○Ｄ委員 子育て支援の部屋が２階ということですが、施設の中に入って行動のしにくい、

子育て支援センターは、子どもを抱っこした、それからベビーカーに乗せた、それからこ

の頃シニアの方のお孫さんを連れての利用者が増えていると聞いておりますので、施設に

入ってそのまま行ける１階にあった方がいいのではないかと思います。  

○委員長 いかがでしょうか、シニアの方々が利用される、あるいは子どもを連れたお母

さんが利用されるという施設も低層階にあった方が良いのではないかというご意見だと思

いますが、全てを１階に配置することは難しいので、どこかで考えていかなければならな

いのですが、我々としては、責任ある形で検討していく中で、それぞれの施設がどのフロ

アにあるのかということのメリット、あるいは検討を要する点を考えていきたいと思いま

すので、どんな小さなことでも結構でございますので、お気づきの点があればお聞かせい

ただきたいと思います。 

○Ｊ委員 今日の会議は、ここで結論を出さなければいけないのでしょうか。  
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○委員長 違います。  

○Ｊ委員 これを決めるには、いろいろ利用される方の声等を聞かないといけないと思い

ます。委員の方はそれなりの認識をお持ちの方ですが、少し判断する時間が必要ではない

かと思います。敷地の問題もあると思います。１階から４階までのゾーニングが出てきて

いますが、これだと１番運営しやすい、エントランス等いろいろ考えていかないといけな

いのではないかと思います。このため次回の会議までに、それぞれ各委員にご検討いただ

ければ良いのではないかと思います。  

○委員長 この部分は一番大事なところなので、今回この場で決めるということでは全く

ございません。今回は、事務局で作っていただいた、たたき台について、こういう観点か

らは、こちらの方が良い。あるいは、こういうことが考えられるが、実際にはどうなのか

というところを委員の皆さんに意見をいただければ、次回までにそれを踏まえたものを改

めてお出しするという形になると思うので、出来るだけ今日は、本当にどんな点でも結構

なので、ご意見、あるいはお考え、質問をいただければと思います。 

○Ｋ委員 市民の方は、図書館のイメージがあるので、図書館は１階に出来るものと思っ

ていると思うので、図書館は１階が良いかなと思っています。生涯学習の部分は、高齢者

でも目的を持って来るので４階でも差し支えないと思います。私のイメージとしては、１

階は図書館が良いと思いますが、利用者を案内する時に戸惑いのないことが大事と思いま

す。 

○Ｍ委員 機能的には難しいかもしれませんが、１フロア１機能ではなく、思い切って１

階から４階までに図書館機能のスペースと他のスペースを共有させるのはどうでしょうか。 

○委員長 委員のイメージは、１階から４階までに図書館があり、同じフロアに、それぞ

れの施設もあるということだと思います。  

○Ｃ委員 図書館が３階、４階だと、借りる時は上がりやすいが、返却の時に３階、４階

まで上がるのは少しきついかなと思うので、休みの日に返却できるスペースが今の図書館

にはあるので、１階に返却できるスペースを設けていただければ、３階、４階でもいいか

なと思いました。  

○委員長 今の委員のご指摘は大変大事であります。高層階に図書館を配置する時にどの

ように利便性を確保するか、何を高層階に配置するにしても一番大事なところだと思いま

す。その上で、ある施設を低層階にもっていくことによって、今回目指している交流であ

るとか、様々な市民活動の活性化等がどう図られるかというところも大事になってくると

思います。その辺について、この段階で考えなければいけないこと、それから今後、運営

面で考えていくことの両方がありますので、ご留意いただきながらご検討いただきたいと

思います。いかがでしょうか、他にご意見、ご質問があればお願いします。  

○Ａ委員 資料では、リファレンスと書いてありますが、普通はレファレンスが多いです。

日本図書館協会で出しているハンドブック等でもレファレンスと書いてあります。リファ

レンスと記載されている箇所が何箇所もありますので、実際に先進図書館をみてもレファ

レンスを使っていますので、出来れば修正していただければと思います。  

○委員長 用語の統一については、事務局で確認していただき対応していただきたいと思

います。 

 いろいろな論点があると思いますので、例えば図書館を１階、２階に配置し、生涯学習

を３階、４階に配置するとした時に、１階は共用スペース的なところ、ギャラリーやエン
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トランス、先ほど意見のあった総合案内等について、かなりのスペースが必要になります。

また、飲食スペースも必要になります。このため、プラス１階の残りの部分を図書館、２

階の全部を図書館、先ほどの閉架図書のスペースの意見を考えると、恐らく３階の一部も、

今の現在のスペースで見ると図書館という形になってくるのかなと思います。そういう形

でいくと、１階の図書館スペースがかなり狭くなるような気がします。そういったものが

利用者の利便性を確保するという意味で良いのかという部分もあるのかなと思いました。  

 別に３階、４階が良いと言っている訳ではないので、ただ、３階、４階だと今のところ

２つのフロアで完結し、３階が子ども、学習機能に特化した形、４階が一般の方に特化し

た形ということに出来るのかなと思いました。 

 図書館を１階、２階に配置することのメリットについては、先ほど何人もの委員からご

指摘いただいており、そのメリット、それから３階、４階に配置する場合について、もう

少し議論させていただければと思います。また、全フロアを分割した案もございました。  

 いかがでしょうか、本当にこれは論点を出しつくすくらいに、きちんと議論しなければ

いけないところだと思います。  

○Ｇ委員 子育て支援センターは、現在、メルシーの２階にあります。あそこは、借りて

いると思いますが、どれくらいの費用がかかっているのでしょうか。何かと言えば、メル

シーに子育て支援センターあることによって、メルシーにお客さん来るということがあり

ます。メルシーにとっては非常にありがたいことだと思います。そういうことがどうなの

かなということ。それから、もう１つ気になったのは、調理教室の調理台７台とあります

が、働く婦人の家、公民館にも調理室があります。それから先ほど出ていました保健セン

ターや、その利用率はどうなのかと、実は前に視察した場所にも調理室がありましたが、

「あまり使われていません」という話でありましたので、その辺の稼働率はどうかと思い

お訊ねしました。 

○説明員 現在、賃貸で子育て支援センターのスペースを借りていますが、賃料について

は、１ヶ月当たり１８万円×消費税で契約をしております。なお、面積は、１４０㎡であ

ります。また、職員の事務室が別途用意してあります。 

○委員長 調理施設の稼働率等についてお願いします。  

○説明員 まず、三日市公民館の調理実習室の利用率は、平成２６年度実績で、１２日で

あります。次に、働く婦人の家も１年間で１２日であります。施設の実態といたしまして

は、かつての旧保健センターの調理室よりも狭いため利用しにくいことから、このような

状況になっております。 

○Ｊ委員 今の三日市公民館は、調理室という状態ではないので使えない状況で使用を断

っている状況です。働く婦人の家についても、施設を見てもらえば分かると思いますが、

時代にマッチしない施設であります。このため、利用が少ない状況であります。  

○Ｋ委員 少し付け加えますが、本当に両施設も使いたいけど使えない状況です。４台の

調理台では何もできません。旧保健センターには７台の調理台があり、結構利用されてお

りましたが、今は何かしたくてもできない状況です。働く婦人の家も地域の人が使ってい

ますが、本当に使われない状況です。なお、三日市公民館は、調理室とは言えません。男

性料理教室を三日市公民館では開催していますが、困難な状態のため、７台の調理台は必

要だと思います。  

○委員長 何をどのように配置するかという点については、当委員会が始まりました間も
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なくの時に、それぞれの施設の利用率、稼働率、それから、ただいまご意見をいただいた

事情もお聞かせいただきながら協議してきた経緯がございます。そのスペースをどれくら

いにするかは別ではございますが、これからの検討については、資料に記載の施設、設備

については、基本的に取り入れていくということで、実際どの程度の広さ、あるいはどの

フロアに配置するかをご議論いただくという形で進めさせていただければと思います。  

 どうでしょうか、フロア割が中心になっておりますが、それ以外のことでも結構でござ

います。何か、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。  

○Ｉ委員 コラーレの調理室は、会議室兼用です。あれが良いか悪いか分かりませんが、

実際は会議室で使われることが多い気がします。それが最初から出来るように作るのか、

作らないのかということもありますが、私は、なるべく多目的に使えることを前提に、コ

ラーレの調理室も閉めてしまえば何の違和感もない会議室になるので、そういったことも

一緒に考えていけばどうかと思います。  

○委員長 今の話は、いくつかの施設を１つにまとめて複合的な施設にしようというとこ

ろなので、施設全体を貫くハード面でのコンセプトとしては、そういったことが大事だと

思います。この基本構想でそこまで記載するということもあるでしょうし、あるいは、こ

の後のプロポーザル等の段階で、そういった工夫をしてくださいという形で自由な提案を

受けるという手段もあるかと思います。  

○Ｅ委員 図書館の機能が１階か４階かという話ですが、少なくとも自分は、図書館はよ

く分かりませんが、コラーレを作った時の経緯から言えば、高校生が学習しやすい環境を

どうするかという話をしたことがありました。そこでは、外の景色が良いところに高校生

が集まり、そこで学習するということで、コラーレはそう作りました。また、先ほどＩ委

員が言われた調理室についても、当然、会議室が不足するので、調理だけではもったいな

いという話で、元々いろんな施設を視察し建設した経緯がありますので、もう少しいろい

ろな形で研究する必要があると思います。  

 多くの方に利用してほしいのであれば、図書館は、上の方が良いのではと思います。  

○Ｏ委員 Ｅ委員と同じ様な趣旨でありますが、仮に４階の建物を作ったとすれば、旧黒

部庁舎の跡地では、１階、２階からの眺望は期待できないと思います。しかしながら、４

階なら何とか眺望が期待できます。このため、例えば４階に閉架図書、事務所という配置

にして、折角の眺望を手に入れる人は、本であってはまずいと思います。そこの眺望を誰

が享受することになるのかは、凄く大事な点だと思いますので、その辺を含めて十分検討

をしなければならないと思います。  

○委員長 上層階の特徴として、確かに施設に入ってエレベーターで上ることは手間がか

かるが、今ほどご意見のあった眺望、あるいは上にフロアがないので、やはり静寂性が確

保できる。しかし、上まで上がらないといけないというところを考えてのゾーニングにな

ると思います。 

○Ａ委員 先ほどＭ委員が言われましたが、１階、２階、３階、４階という形での図書館

や生涯学習、子育て支援の分け方ではなくて、例えば、図書館の読み聞かせコーナー１２

０㎡を子育て支援センターの方に配置しても良いのではないかと思います。その代わりに

閉架図書１００㎡をどの階に配置するかですが、１階に配置するとすれば１階に子どもの

本を置くか、大人の本を置くかで違いは出てきますが、部屋によって少し柔軟に検討され

ても良いのではないかという考えであります。  
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○委員長 今までは、どの施設を何階にというお話でご意見をいただいておりますが、も

う１つ大事な大枠として、資料の事務局案で言いますと、全体で６，４００㎡であります。

それぞれの施設に、これくらいの規模ということで、総枠の割り当てと言いますか、施設

面積をたたき台として提示しております。例えば、図書館は３，３００㎡となっています

が、その３，３００㎡の中に書庫、閉架スペースをどのようにゾーニングしていくかとい

う話になってくると思うので、この全体のスペース割についても何かご意見、ここは、も

う少し広い方が必要、あるいはあまり必要でないという様なご意見があればぜひお聞かせ

いただければと思います。図書館の面積が３，３００㎡と言われても検討はつかないと思

いますので、後日ご意見をいただくことも可能かと思います。  

 本日の段階でございますが、まず何を何階にというところで、いろいろなご意見をいた

だきました。それから施設のそれぞれの広さについて、調理室のスペースについては、い

ろいろご意見がありましたが、その他の施設については、なかなか検討しづらいというこ

とがあるかもしれませんが、大きなご意見はなかったということで整理させていただき、

次回の会議において、今日のご意見を踏まえた形で修正したものを改めて提出させていた

だくという形でよろしいでしょうか。事務局で出来そうですか。 

○事務局 今日いただいたご意見をもとに、事務局で再度整理したいと思います。  

○委員長 それでは、そのような形で整理をさせていただきたいと思います。  

その他、例えばエントランスに受付等のスペースが必要ではないか等のご意見もいただ

いておりますので、その辺りも含めて改めて修正案を整理させていただきたいと思います。 

 それでは、協議事項の（２）はここまでとさせていただきます。  

○副委員長 一言だけお願いします。この委員会は、基本的に交流センターの基本構想を

検討しております。もちろん図書館をコアということでありますが、どういう図書館を目

指すかは、次のステージと言いますか、その時には、例えば宇奈月館との関係もあると思

います。それから先ほど閉架図書、閉架図書は場所を取るが必要なものであります。１階、

２階、３階、４階に閉架スペースを取るのは非常にあれなので、例えば、その時に宇奈月

館の利用が出来ないかとか、どういう図書館を目指すかは、次のステージということで、

先ほどＩ委員が言われたこともあるのですが、この交流センターの立体的なイメージがも

う少し、図書館をどの階に配置するかは当然大事な議論だと思いますが、例えば公民館が

果たしている機能、それから働く婦人の家が果たしている機能が、交流センターの中で一

緒になるので、生涯学習機能と一言で片付けておられますが、交流センターのイメージを

もう少し固めていく必要があるのではないかと思います。  

○委員長 副委員長の発言は、そのとおりでありますので、繰り返し申し上げていますが、

これらの施設が１つの建物の中に入って、具体的にどのような形でそれぞれの事業、活動

を展開していくのか、その時にそれぞれのゾーニングはどこにどういう形であれば相乗効

果を発揮出来るのかということが非常に大事になってくるかと思います。  

 それぞれの施設が単体で果たしている役割がいろいろあるかと思いますが、複合させた

形で非常に大事になってくると思いますので、どのようなことが出来るのか、そのために

はどういうゾーニングが必要かということ、それからゾーニングだけではなく、どういう

役割を果たしていけるのかというとこについて、本日、最終案としてお示しした機能のと

ころをどう発揮していくかというところだと思います。  
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

協議事項（３）その他 

○委員長 それでは、協議事項の（３）その他について、事務局からお願いします。 

○事務局 事務局から２点事務連絡させていただきます。 

 まず、第５回の会議開催日についてのお願いであります。次回開催日については、若干

スケジュールに遅れが生じてきておりますので、年末の大変お忙しい時期とは思います

が、１２月２７日（火）午後３時から、黒部市役所２０１会議室にて開催いたしますので

ご出席いただきますようお願い申し上げます。なお、協議内容については、本日協議いた

だきました第４章の修正案ならびに第５章・第６章の素案を予定しております。 

 次に、２点目は意見の随時受付についてです。本日の委員会で言い足りなかったご意見

等がありましたら、本日、配布しております意見用紙にて事務局までご返送いただきます

ようお願い申し上げます。 

○委員長 ただ今の説明について、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

【意見なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、本日協議させていただいたこと、それ以外のことでも結構です。

全体を通じて何かあればご発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

○Ｆ委員 この交流センターにいろんな施設が入りますが、朝何時から夜何時まで開館

しているのか、この施設は５時半に終わり、この施設は夜何時まで開館しているというこ

とも含めて考えていかないと施設に来たけど何も開館していなかったとかにもなりますの

で、そういうところも考慮して検討いただければと思います。 

○委員長 それは大事なことであります。今日の何を何階にということと関係するので

すが、３階、４階はやっているが、１階、２階は閉まっているみたいなことになると、非

常に利便性や印象も悪くなり、人が来なくなってしまうということもあると思います。そ

れぞれの施設の特性によって利用時間帯が違ってくると思いますので、その辺りも今後議

論の材料にさせていただければと思います。他に何かございますでしょうか。 

【意見なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、本日予定しておりました協議事項はすべて終了いたしました。こ

れで、議長の役目を終えさせていただきたいと思います。長時間にわたり、議事進行にご

協力いただきどうもありがとうございました。 

 

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

閉  会 

○事務局 これをもちまして、「第４回（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想

策定委員会」を閉会とさせていただきます。委員の皆様方には長時間にわたりご審議いた

だきありがとうございました。 

 

 

 

閉 会 午後１１時４６分 


