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第５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２７日（木）午後３時～ 

場 所 黒部市民会館２０１・２０２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４章）の修正案について 

（２） 今後のスケジュールについて 

（３） その他 

４ 閉  会 

 

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

 

本日の出席委員 １６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）  

島   大 樹（黒部青年会議所副理事長）  

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 １名 

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

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５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 皆さん、こんにちは。本日は、年末の貴重で慌ただしい時期に時間を割いて

いただき大変恐縮でございます。また、時間を調整いただきご出席いただきましたこと

に、まずは感謝申し上げます。 

なにぶん当委員会はスピード感を持って進めなければいけないということ。それから

議論を尽くしていかなければいけないことから、若干密度の濃い開催でありますがご理解

いただければと考えております。 

本日は、ゾーニングを中心にご議論いただければと考えております。これまで同様、

皆様それぞれの持ち場や立場からご意見をいただければと思いますので、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４章）の修正案について 
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○委員長 それでは、協議事項に入りたいと思います。 

本日の協議事項は次第のとおり「基本構想の一部（第４章）の修正案」及び「今後の

スケジュール」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４章）の修正案」について事

務局からご説明願います。 

○事務局 それでは、「基本構想の一部（第４章）の修正案」についてご説明いたしま

す。 

 ４－１必要機能からの規模設定については、前回会議では、図書館の規模設定、会議室

等の規模設定に分類し記載しておりましたが、今回の修正案では、図書館の規模設定、子

育て支援機能の規模設定、生涯学習・市民活動・ビジネス支援の規模設定、いわゆる「第

２章」で分類した基本機能の５機能にどれだけの施設の規模が必要かに修正しております。 

 まず、資料１ページから５ページの（１）図書館の規模設定、（２）図書館各コーナーの

規模設定については、修正はございません。  

 次に、資料６ページをご覧ください。（３）「子育て支援機能の規模設定」については、

今回新たに追加したもので、子育て支援機能は、現在のメルシー２階の子育て支援センタ

ーと同規模の機能と乳児のプレイルーム及び幼児から小学校低学年までが遊べるキッズコ

ーナーのほか授乳室などのスペースを確保することとし、子育て支援センターとしては、

事務所６０㎡、プレイルーム１４０㎡の２００㎡、キッズコーナーとしては、プレイルー

ム１２０㎡、授乳室２０㎡の１４０㎡を確保することとしております。  

 次に、（４）「生涯学習・市民活動・ビジネス支援機能の規模設定」については、今回新

たに追加したもので、生涯学習・市民活動・ビジネス支援機能として、会議室・研修室、

多目的ホール、調理室、音楽スタジオ等のスペースが必要であり、面積規模を検討するた

め下記の８施設の事例を整理し、「会議室・研修室」、「多目的ホール」、「調理室」、「防音ス

タジオ」の面積をそれぞれ算出しております。なお、それぞれの面積は前回提示したもの

と変更はございません。 

次に、９ページをご覧ください。４－２ゾーニング計画につきましては、前回の委員会

では、図書館を３階、４階に配置するゾーニング計画を素案として提示いたしましたが、

図書館を１階、２階に配置すべきとの意見や、３階、４階に配置すべきとの意見等をいた

だきましたので、今回はそれぞれのメリットを比較できるよう、図書館を３階、４階に配

置したゾーニング計画をＡ案、図書館を１階、２階に配置したゾーニング計画をＢ案とし

て提出しております。 

（１）フロア毎の機能分担については、図書館部分に３，３００㎡の面積が必要なこと

から、いずれの案も４０ｍ×４０ｍの４階建ての６，４００㎡と設定したことは、前回と

変更はございませんが、前回の会議でご意見いただいた地下については、閉架図書スペー

スとして活用することも考えられますが、浸水、湿気対策などによる建築コストや維持管

理コストが高くなることが想定されることから、ここでは地下利用を検討しないものとし

ております。  

①の３階から４階を図書館とするＡ案の配置のメリットについては、１つ目に、１階フ 

ロアの活動や展示に来館者全員がふれることとなり、新たな交流が期待できること。２つ

目に、駐車場などと一体となった公民館まつりなどのイベントの実施が可能となること。

３つ目に、多目的ホールを上層階に配置した場合、講演会等のイベント時は参加者の来場



4 

 

時間にエレベーター等に多くの人が集まり混乱することが考えられますが、１階に配置す

れば、エントランスから直接多目的ホールに移動することができ、混乱を避けることがで

きること。４つ目に、図書館の静寂性や眺望空間が確保できること。５つ目に、施設の管

理機能を１階に集中できることの５点のメリットを記載しております。  

 次に、施設の配置理由でありますが、１階に生涯学習機能と総合受付機能を配置する理

由といたしましては、生涯学習機能のほか展示ギャラリーや多目的ホール等により市民が

気軽に立ち寄れる機能を１階に配置し、まちなかの賑わいを創出することとしております。 

 次に、２階に市民活動、ビジネス支援機能を配置する理由といたしましては、市民活動

やビジネス支援を目的とした会議室・研修室を配置し、利用者ニーズの対応と様々な交流

が生まれるフロアとすることとしております。  

 次に、３階に図書館、子育て支援機能を配置する理由といたしましては、図書館機能の

児童図書や読み聞かせコーナー、キッズコーナー、授乳室と子育て支援機能を配置し、親

子連れが利用しやすいフロアとすることとしております。  

 次に、４階に図書館機能を配置する理由といたしましては、利用者の多い図書館を３階、

４階の上層階に配置することで、生涯学習、子育て支援等の利用促進や、その他の活動の

関心度の向上を図り、新たな交流が生まれることが期待できるとしております。  

 次に、１０ページをご覧ください。①は１階から２階に図書館を配置するＢ案でありま

す。配置のメリットとしては、１つ目に多様な世代が利用する図書館の利便性、安全性を

確保できること。２つ目に、生涯学習施設や多目的ホールの利用者が図書館へ立ち寄りや

すくなること。３つ目に、４階生涯学習機能の静寂性や眺望景観が確保できること。４つ

目に図書館増築が必要な場合に対応が可能となることとしております。  

 次に、配置の理由でありますが、１階に図書館機能と子育て支援機能を配置する理由と

しては、児童図書や読み聞かせコーナー、キッズコーナー、授乳室と子育て支援機能を配

置し、ベビーカーなど親子連れが利用しやすいフロアとすることとしております。  

 次に、２階を図書館機能に配置する理由としては、図書館を１、２階に配置することで、

図書館の利便性を高めるとともに、生涯学習等の利用者の立ち寄り利用が期待できること

としております。  

 次に、３階に総合受付機能、市民活動、ビジネス支援機能を配置する理由としては、市

民活動やビジネス支援を目的とした会議室、研修室を配置し、利用者の多様なニーズに対

応できるフロアとするとしております。  

 次に、４階に生涯学習機能を配置する理由としては、利用者が限定される生涯学習機能

を４階に配置することとしております。  

 次に、③は複合施設の図書館階数を記載しております。内容としては、４階以上の施設

の図書館の階数を表記しており、２階以上に配置している施設が多くみられます。なお、  

参考までに申し上げますと、図書館の方で資料に記載の２階建て以上の施設に聞き取り調

査を行い、図書館が上層階にある場合の不都合についてお聞きしましたが、いずれの施設

も運営で問題点を感じたことはなく、利用者からの苦情もないということでありました。  

 次に、資料１１ページをお願いします。１１ページは、フロア毎の機能別面積の目安Ａ

案であります。前回提示からの修正個所については、前回は、２階にあった子育て支援セ

ンターを３階のキッズコーナーに併設し、図書館と子育て支援機能の充実を図っておりま

す。また、これに伴い学習室及びレファレンス・企画展部分を４階に移動しております。  
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 次に１２ページをお願いします。１２ページは、Ａ案の動線をイメージしたもので、右

側には、例として、高齢者、子育て支援センターを利用する親子、高校生、会社員の方の

利用動線を文書で記載しております。  

①の図書館を利用する高齢者の動線イメージは、まず、施設に入ると総合受付で今日の  

講座や教室の内容をモニターで確認し、図書館へ上がるエレベーターに向かうエントラン

スで保育園の子ども達の絵を見ていると、多目的ホールからは同世代の笑い声が聞こえ、

そこではダンスサークル等が活動されていた。また、ガラス張りのエレベーターから２階

のちぎり絵教室の活動も見えた。３階で先週借りた本を返し、赤ちゃんや母親たちのにぎ

やかな声を聞きながら、４階で必要な本を借りて、２階の教室を覗くと知り合いが楽しそ

うに活動しており、少し話を聞いて気軽に参加できそうだと思った。  

次に、②の子育て支援センターを利用する親子の動線イメージは、施設に入ると総合受  

付で今日の講座や教室の内容がモニターでわかる。図書館へ上がるエレベーターに向かう

エントランスで保育園の子ども達の絵を見ていると、多目的ホールから出てきた高齢者に

声をかけられて子どもも楽しそう。ガラス張りのエレベーターにベビーカーのまま乗ると、

２階の高齢者の活動も見えた。３階のキッズコーナーなどでは、他の赤ちゃんやお母さん

と情報交換しながら楽しく過ごすことができた。今度２階の調理室で離乳食教室があるの

で、参加しようと思ったなどの動線イメージが記載されております。同様に、高校生や会

社員の動線イメージの例を記載しておりますので、後程ご確認いただければと思います。  

 次に、１３ページをお願いします。１３ページは、図書館を１、２階に配置するフロア

毎の機能別面積の目安Ｂ案であります。  

 １、２階に図書館を配置した場合は、図書館の面積を確保することを前提にゾーニング

すると、１階の共用空間の面積が６４０㎡から５６０㎡に縮小しなければなりません。こ

のためエントランス部分が狭くなり、展示ギャラリーとしての活用が困難になります。ま

た、学習スペースを４階に配置しなければならず、図書館と分断された形になります。更

には、閉架図書のスペースがＡ案では、２階に４４０㎡、３階に１２０㎡の計５６０㎡を

確保しておりますが、Ｂ案では、３階に４００㎡しか確保できず、１６０㎡の差が生じて

おります。 

 次に、１４ページをお願いします。１４ページはＢ案の動線をイメージしたもので、Ａ

案と同様に右側には、例として、高齢者、子育て支援センターを利用する親子、高校生、

会社員の方の利用動線を文書で記載しております。  

①の図書館を利用する高齢者は、施設に入ると今日の講座や教室の内容がモニターで確  

認し、図書館に入り本を返却、赤ちゃんや母親のにぎやかな声を聞きながら、２階で必要

な本を借り、用事が済んだので帰宅した。②の子育て支援センターを利用する親子は、図

書館に行くと、ここで知り合った赤ちゃんや母親と情報交換しながら楽しく過ごした。今

度３階の調理室で離乳食教室があるので、参加しようと思うなどの動線イメージが記載さ

れております。同様に、高校生や会社員の動線イメージの例を記載しておりますので、後

程ご確認いただければと思います。  

 なお、動線イメージから見た場合の施設の一体利用という観点では、Ａ案の方がＢ案よ

り、一体的な施設利用ができるのではないかと、事務局では考えております。  

 次に、１５ページをお願いします。１５ページからは、各階のゾーニング計画をＡ案、

Ｂ案それぞれ記載しております。  
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 まず、１階のＡ案のゾーニング計画であります。１つ目は、施設入口部に総合受付、管

理事務所、公民館事務所を設け、施設全体を管理する。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。３つ目は、エントランスホール

に隣接して飲食施設を設置し、誰もが気軽に訪れやすい空間とする。４つ目は、施設中心

部に共用空間としてトイレ、給湯、階段、エレベーターを設け、共用空間から各施設へア

クセスできる動線とする。５つ目は、多目的ホールと会議研修室（中）を隣接させ稼働壁

により一体利用できるものとする。６つ目は、イベント時には会議研修室（小）や防音ス

タジオが楽屋、控室として利用できるものとするとしております。なお、１階に配置する

施設、主な機能は記載のとおりであります。  

 次に、１６ページをお願いします。①は１階のＢ案のゾーニング計画であります。１つ

目は、施設入口部に図書館事務所を設け、図書館部分を管理する。２つ目は、図書館に多

くのスペースを確保するためエントランス部分が狭くなることから、展示ギャラリーとし

ての活用が困難になる。３つ目は、入り口部に飲食施設を設置し、誰もが気軽に訪れやす

い空間とする。４つ目は、施設中心部に共用空間としてトイレ、給湯、階段エレベーター

を設け、セキュリティの関係上、図書館、子育て支援センターと明確に区分する。５つ目

は、児童図書、読み聞かせ、キッズコーナー、子育て支援など、親子が安心して過ごせる

空間を創出するとしております。なお、１階に配置する施設、主な機能は記載のとおりで

あります。 

 次に、１７ページをお願いします。１７ページは、２階のＡ案のゾーニング計画であり

ます。１つ目は、会議室研修室（中）は、３階を稼働壁によって一体利用できるよう配慮

する。２つ目は、会議研修室（小）の１室を１２畳２間の和室として整備する。３つ目は、

食育や郷土料理の継承のための調理室は換気などに配慮して正面側に設ける。４つ目は、

図書館の閉架図書のうち、貴重資料や移動の少ない図書を中心に２階フロアの閉架図書に

収納する。また、２階に４４０㎡の図書館機能を配置することで、共用スペースを含め図

書館の総面積を３，３００㎡確保するとしております。なお、２階に配置する施設、主な

機能は記載のとおりであります。  

 次に、１８ページをお願いします。１８ページは、２階のＢ案のゾーニング計画であり

ます。１つ目は、一般図書コーナーを大きく確保し、郷土資料コーナーやパソコン・ＡＶ

コーナー、新聞雑誌コーナー、談話、休憩スペースを集約して配置する。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の確保に配慮する。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。４つ目は、郷土資料コーナー、談

話・休憩スペース、新聞雑誌コーナーに約１００席分の読書スペースを確保するとともに、

一般図書コーナー等の窓際やデッドスペースにカウンター席を設けるとしております。 

なお、２階に配置する施設、主な機能は記載のとおりであります。  

 次に、１９ページをお願いします。１９ページは、３階のＡ案のゾーニング計画であり

ます。１つ目は、児童図書、読み聞かせ、キッズコーナー、子育て支援など、親子が安心

して過ごせる空間を創出します。２つ目は、新聞雑誌コーナーについては、ある程度静寂

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する。３つ目は、正面部分

に管理がしやすいよう貸出カウンター、図書館事務室を配置するとしております。なお、

３階に配置する施設、主な機能は記載のとおりであります。  

 次に、２０ページをお願いします。２０ページは、３階のＢ案のゾーニング計画であり
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ます。１つ目は、総合受付、管理事務所を正面に設け、３、４階フロアの管理がしやすい

よう配慮する。２つ目は、会議室研修室（中）は、３室を稼働壁によって一体利用できる

よう配慮する。３つ目は、食育や郷土料理の継承のための調理室は換気などに配慮して正

面側に設ける。４つ目は、図書館の閉架図書のうち、貴重資料や移動の少ない図書を中心

に３階フロアの閉架図書に収納するとしております。なお、３階に配置する施設、主な機

能は記載のとおりであります。  

 次に、２１ページをお願いします。２１ページは、４階のＡ案のゾーニング計画であり

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

ナー、学習室、レファレンス・企画展、談話・休憩スペースを集約して配置する。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の確保に配慮する。３つ目は、

郷土資料コーナー、談話・休憩スペース、学習室に約９０席分の読書スペースを確保する

とともに、一般図書コーナーや共用空間などの窓際やデッドスペースにカウンター席を設

けるとしております。なお、４階に配置する施設、主な機能は記載のとおりであります。  

次に、２２ページをお願いします。２２ページは、４階のＢ案のゾーニング計画であり

ます。１つ目は、多目的ホールと会議研修室（中）を隣接させ、稼働壁により一体利用で

きるものとする。２つ目は、イベント時には会議研修室（小）や防音スタジオが楽屋、控

室として利用できるものとする。３つ目は、図書館学習室は、１、２階でスペースを確保

できないことから、静寂性が確保できる４階に配置するとしております。なお、４階に配

置する施設、主な機能は記載のとおりであります。  

 最後に、２３ページをお願いします。２３ページは、Ａ案・Ｂ案の比較を記載しており

ます。①は利用面積の比較について記載しており、Ａ案は、３、４階を図書館として一体

利用するため、廊下部やセキュリティ部を簡略化できることから、Ｂ案と比較して１６０

㎡共用面積が小さくなるころから、表に記載のとおり閉架図書の面積を広く確保できます。 

 次に、②の管理上の比較についいてでありますが、Ａ案では３階に配本作業や閉架図書

のスペースが確保できることや、セキュリティ上もエレベーター部や階段部で入退出管理

ができるなど、管理面でのメリットとして大きなものが考えられます。また、施設全体の

管理として、Ｂ案では１階に総合受付や管理事務所スペースが確保できないことや、１、

２階の図書館と４階の学習室が分断することのデメリットが考えられます。  

 これらのことを鑑み、今月２２日に開催した庁内検討会において、Ａ案・Ｂ案のどちら

が施設を運営していく中で良いかを検討した結果、いずれの案も１長１短があるものの施

設全体の管理・運営を考えると、Ａ案が良いのではないかという結果であったということ

を申し添えさせていただき、説明とさせていただきます。  

○委員長 それでは、続きまして補足説明といたしまして、図書館、生涯学習を所管い

たします教育委員からご説明をお願いします。 

○説明員 今ほど事務局から説明がありましたが、図書館や公民館などの生涯学習施設

を今後完成した後に運営していく立場となる教育委員会としての基本的な考え方を述べさ

せていただきます。資料については、Ａ４版、両面の資料をご覧願います。 

前回の策定委員会では事務局内部で比較検討した結果を踏まえて、図書館機能を上層

階に配置する案を提示させていただいておりました。委員の皆様からは、図書館機能を１

階、２階の下層階に配置した方が良いというご意見、また３階、４階の上層階に配置した

方が良いというご意見、また各階層に図書館機能と生涯学習機能をそれぞれ配置すること
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も考えられるのではないかといったようなご意見もいただいたところであります。 

前回の会議では、委員の皆様にそれぞれのメリットやデメリットを明確にお示ししな

かったように思っております。 

今回の提案は、３、４階に図書館を配置するＡ案と１、２階に図書館を配置するＢ案

の２点に絞って提案させていただいております。 

教育委員会としては、図書館機能は上層階が望ましいと考えている主な理由を５点ほ

ど述べさせていただきたいと思います。 

まず、１点目は駐車場確保と図書館機能の面積確保の観点からであります。下層階に

図書館を配置すると図書館利用者の利便性は確保されますが、エントランスの面積など、

共用スペースの面積が取られ、図書館機能としての面積の確保が厳しくなることがあげら

れます。 

また、駐車場について市議会の一般質問や特別委員会において職員駐車場の活用も考

えられると答弁しているところでありますが、「線路を渡って歩かせるのか」、「図書館

をコアに子育て支援センターも移設し、三日市公民館、働く婦人の家、市民会館の機能を

併せ持った賑わいを創出する複合施設とするのであれば、同一敷地内での更なる駐車場確

保が必須条件ではないか」と強く求められています。 

このため、４，１００㎡余りの敷地面積の中で想定できる駐車台数は約７０台であり

ますが、それに加え設計上の工夫などにより、駐車場の増設ができないか検討していく必

要があるものと考えております。 

したがいまして、設計上の工夫により１階面積をさらに削減しなければならないこと

も想定できることから、図書館機能を上層階に配置した方が望ましいのではないかと考え

ております。 

２点目は、運用面の観点からでございます。図書館機能や生涯学習機能の開館時間や

休館日などの運営面にもよりますが、図書館よりも夜遅くまで利用すると思われる生涯学

習機能を１階に配置した方が、夜間に明かりが灯り賑わいの雰囲気が感じることができる

のではないかと考えたところであります。 

３点目は、公民館行事等イベント開催時の利便性の観点からでございます。公民館の

現状から申し上げますが、生涯学習機能を下層階に配置した方が、年数日間でございます

が、公民館まつりなどのイベント開催時において、駐車場にテントを張ったりエントラン

スやキャノピーを活用したりして、館内イベントと一体的に行事を行うことができると考

えられるからでございます。また、大きな機材の搬入にも利便性があるものと考えており

ます。 

４点目は、管理運営及び利用の観点からでございます。下層階に図書館を配置すれ

ば、施設管理事務所や総合受付を上層階に配置しなければならず、施設全体の管理運営や

利用者への案内が不便になるものと考えられます。 

５点目は、賑わい空間と静寂空間との調和の観点からであります。図書館を上層階に

配置することで、振動や騒音などを気にすることなく、落ち着いた雰囲気の中で、読書を

楽しめる静寂性を確保できるのではないかと考えたからでございます。 

その他といたしましては、上層階まで借りた図書を返却しなければならず面倒とのご

意見もありましたが、１階の総合受付、管理事務所に返却ボックスを設置するという方法

も検討していくことができると思っております。 
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また、図書館機能と生涯学習機能を各階にそれぞれ配置した方が良いというご意見を

いただきましたが、図書館としても生涯学習機能としても管理運営上大変厳しいものがあ

ることから、今回の提案から外しておりますのでご了承いただきたいと思います。 

この他にも様々なメリット、デメリットが考えられますが、総合的に考えますとコア

となる図書館機能の面積が確保され、かつ駐車場の確保などに柔軟な対応が可能となる図

書館機能を上層階に配置するＡ案が良いのではないかというのが教育委員会の思いでござ

います。以上でございます。 

○委員長 事務局、教育委員会から第４章の修正案、とりわけ前回議論いただきました

図書館のゾーニングについての論点を整理していただいたところであります。本日は、こ

の第４章についてＡ案、Ｂ案いずれの方向で考えて行くのかを決めさせていただければと

思います。もちろん細部については修正の余地があると思いますので、最終案の確認は次

回にさせていただければと考えております。とりわけ今回議論になるのはＡ案、Ｂ案のい

ずれかということかと思います。それぞれ皆様方のご意見、あるいは事務局、教育委員会

の説明に対するご質問等がありましたら、どちらから、どなたからでも結構でございま

す。いかがでしょうか。 

○Ｉ委員 規模のことについては協議しないで、いきなりゾーニングだけを協議するの

でしょうか。 

○委員長 おおよその規模については、前回の会議でご理解をいただいたと思っており

ますが、何かございましたらお願いいたします。 

○Ｉ委員 今回、生涯学習、ビジネス支援で会議室・研修室の規模が出ております。こ

れは先進事例に基づいてお示ししていただいていると思いますが、私は、それは少しおか

しいのではないかと思います。周りに類似した施設がある町とない町、いわゆる近くに会

議室や多目的ホールがある町とない町があるなかで、単に先進事例を調査し、それだけで

これを決める。以前にもらったこの旧市役所庁舎跡地近隣にどんな施設があり、会議室が

どうだという資料があったと思います。せっかく施設を作っても、例えばここの会議室ば

かりが使われていて、他の施設の会議室がガラガラになっている等が考慮されているの

か、ないのか、規模や会議室の数や多目的ホールの使い方は大変難しいですが、その大き

さについても精査する必要がある気がします。単なる先進地事例だけでこれを決めていく

方法が正しいのでしょうか。前に調べていただいた近隣の施設等の関連を鑑みる必要はな

いのか、それについて質問させていただきます。 

○委員長 以前の会議で、稼働率とそれぞれのサークル等の開催状況などをお示しいた

だいたと記憶するのですが、その点について事務局から説明願います。 

○事務局 お答いたします。今回のゾーニングの施設規模につきましては、前回会議で

お示ししましたが、現在、三日市公民館、働く婦人の家で活動されている定期利用団体の

方が沢山おられます。このため、その方々にご迷惑をかけない規模設定として部屋の面積

や数などを洗い出し、規模を調整したのが１点、その他、市民会館等での様々な会議の形

態等を考慮し、これだけの面積で部屋数がこれだけあれば、新たな客層を呼び込んでも大

丈夫ということで規模の設定を考えたところであります。 

○Ｉ委員 それは、頻度も考慮したのですか。 

○事務局 そのとおりです。 

○委員長 確か稼働率等も出していただき、それに基づいてシミレーションをしていた
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だいたと思うのですが。 

○Ｉ委員 そうであれば、ここの書き方も先進地事例を参考に黒部市の現在の状況を鑑

みて、これを出したと記載していただいた方が良いと思います。そこまでやっていただい

ているのに、それが書いてないのは非常に残念です。何かこれだけを読んでいると単に平

均値を取ってこれを決めましたという様に感じられます。せっかくそこまで調べて、稼働

率を鑑みて調整されたのであれば、非常に適正で周りの施設との整合性も取られていると

思うので、そういうふうに書いていただくと非常に納得できる話になると思うのでよろし

くお願いいたします。 

○委員長 これについては、他の委員も抵抗はないと思いますので、我々の委員会で検

討した結果を反映させていただきたいと思います。 

○Ｆ委員 教育委員会から提出された資料の２点目、運用面の観点ですが、明かりがつ

いて賑わいの雰囲気が感じられることができるということですが、婦人の家は、朝８時半

から、イベント時は夜９時半から１０時頃まで開館してくださるのですが、図書館や会議

室は、何時ころまでの開館を考えて、そういうことをここに書いているのかお聞きしたい

です。 

○委員長 このような形で論点を整理させていただいていますが、そこで想定されてい

る利用形態等について説明をお願いいたします。 

○説明員 図書館の開館時間は平日が夜の８時まで、土日は夕方の６時まで開館してお

ります。また、県内の図書館の開館時間、休館日を調査したところ県内で一番最高が夜の

９時まででした。今後、新しい交流センターが出来た時には、やはり県内のトップクラス

のサービスを考えなければならないと考えており、夜の９時頃までは開館すべきではない

かという思いは持っております。 

○委員長 Ａ案の下層階に配置予定の生涯学習や会議室などの開館時間についてお願い

します。 

○説明員 現在の三日市公民館の実態は、午前８時３０分から午後１０時までの開館時

間で、その中で会議等が行われております。また、働く婦人の家は午前９時から午後１０

時までの開館ですので、この両施設の開館時間を継承していくとすれば、午後１０時まで

の開館になるのではないかと考えております。 

○委員長 図書館についてはソフト面の話になってくるのかなと思います。開館時間や

開館日については、今後検討していかなければいけないところかと思いますが、現状は説

明したとおりであります。それを踏まえて何かご意見等はあるでしょうか。 

○副委員長 Ａ案・Ｂ案どちらかということですが、その前に前回の会議でも言いまし

たが、今日の説明では地下について、今現在の条件付きですが検討しないということです

が、図書館を考えた時には、やはり閉架図書、開架図書、一般の利用者がすぐ利用できる

開架と保存するための閉架と両方の機能があって、前回、Ａ委員も言われたと思います

が、図書館の蔵書数は間違いなく増えていく。もちろん増えていく図書の質や量等の問題

もあると思いますが、閉架図書のことを考えると駐車場を含めて地下の利用を今の議論か

ら外す、外すという言い方は語弊があるか分かりませんが、将来的に地下は本当に考えな

いのかということをここで確認した方がいいのかなと思います。もし地下について将来的

にも検討の対象から外すとなると、これは次の段階でも良いのかもしれませんが、やはり

閉架図書を抜きにした図書館構想はあり得ないと認識しておく必要があると思います。そ
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れから、駐車場について教育委員会からも話がありましたが、駐車場は大変大事だと思い

ます。そういう意味でも地下の発想は、駐車場と合わせて検討することもあるのかなと思

いますが、駐車場に関しては他のアイディアもあると思うので、地下だけにこだわる必要

はないと思いますが、図書館については、閉架図書を外す訳にはいかないと思います。

後、幾つか申し上げたい部分がありますが、とりあえず地下の利用についてだけ申し上げ

ておきます。 

○委員長 地下の利用についてはコスト面も含めていろいろな制約があるので、今回は

原則なしとして考えたいという事務局の意見でございます。なかなかコスト的なことを考

えると現時点で地下を前提にして考えるのは難しいのかなと思います。閉架図書スペース

の必要性については、これは副委員長が発言されたとおりで、図書館が知的な厚みを持た

せるために閉架図書のスペースは是非必要なので、ここは全体のスペースの中でしっかり

と確保したうえで、今後増え続ける増書に対してどのように対応していくかは、これも若

干ソフト面になってくると思いますが、検討していかなければならないと思います。 

○Ｂ委員 事務局の説明や教育委員会の説明を聞くと、もうＡ案・Ｂ案を検討する前に

Ａ案が良いのではないかと聞こえます。この前言った図書館らしさを考えてのことなの

か、全然違う方向に行ったように感じられ、私は聞いていて言っても良い段階ではないよ

うな気がしています。閉架図書についても、前の会議では宇奈月館の方でという話があり

ましたが、私は宇奈月館の読書会に所属していますが、宇奈月館にはそれを入れるスペー

スはないと言われました。そういうことを考えると閉架図書をどうすればよいのかなと資

料を読みながら考えていました。本当に１階と２階が生涯学習とビジネス関係、ビジネス

関係はどんなことをするのか、２階にあるビジネス関係が必要なのかなと思いながら、１

階、２階が図書館で、４階に学習室も良い案だと思っていますが、いろいろ検討していた

だきたいと思います。初めから駐車場スペースが無いことは分かっていてあそこに建設す

るので、今更議論の余地がないくらい分かりきったことではないかと私は思っています。

本当にどうなるのかという思いでいます。 

○委員長 Ａ案、Ｂ案という形で今回整理していただいたのですが、これは私自身の考

えでもありますが、Ａ案、仮に図書館を３、４階にするにしても図書館の玄関は１階だと

いうことをしっかり押さえていただき、１階に図書館はここにある、あるいは電子管理は

こういうことをやっているということを分かっていただける、そういうゾーニング、これ

はソフトの話も関わってくるかもしれませんが、そういうことが大事だと思っておりま

す。その上で、やはり図書館機能として閉架図書スペースもきちんと確保でき、なおかつ

共用的なスペースをとって、ここは図書館があります。それから図書館だけではなく様々

スペースもあり、「市民の皆さん利用してくださいね」という形でメッセージを出せると

ころが大事かと思いますので、いかにこの建物が、玄関が図書館だという部分を工夫して

出していただけるかということかと思いました。 

○Ｅ委員 各部屋の機能のところに展示機能が記されていない気がします。何処が展示

で使われるのかきちんと表示した方が良いと思いますので、会議室や多目的ホールで展示

できるのであれば、そこに記載しておいた方が良い気がしますので、その辺をお願いいた

します。 

それから、多目的ホールが３分割できる様になっています。また、防音スタジオが３

つあり、それを１室で使えるような書き方がしてありますが、自分は防音スタジオを３つ
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に仕切って音が漏れないかという心配をします。こういうことをきちんと整理して設計で

きるように書いていただけるとありがたいと思います。 

それから多目的ホールの３分割については、３分割できるのは使いやすくて良いと思

いますが、どうしてもデッドスペースができたり、それからホールとして使うときに、非

常に使いづらい状況になる心配があるので、その辺を考慮した設計にしていただけるよ

う、ここに書いといていただければうれしいなと思います。 

それから開館時間についてすぐに午後１０時までと簡単に言われますが、例えば多目

的ホールを利用していろんな発表会をする場合、普通は７時から始まり２時間程度なので

９時に終了する。それから後片付けに入ると１０時を過ぎるケースが沢山あります。コラ

ーレでそれを考えた時に、やはり１０時では駄目だということで、１０時以降の閉館時間

にしてます。また、開館時間を長くした理由としては、この辺は自然や遊ぶことに関して

全然不満はないのですが、都会がないので都会的な雰囲気をコラーレで作ろう。都会の人

たちは、どちらかと言えば夜長くいろんなことをする時間設定がありますので、なるべく

長く使えるように設定したいということで、コラーレは開館時間を長くしてあります。 

そういう意味でいくと、ＹＫＫの本社機能が黒部市に移転すると都会の人たちはどこ

にいけば良いのかと言われます。そういう意味でも少し開館時間を可能な限り遅くまで使

えるようにする。使う人がいるのかと皆さん言われますが、逆にそれこそソフト事業の中

で使える、そういう時間帯に利用するいろんなことをイベントとしてやっていくそういう

仕掛け方をして、少し夜遅くまで楽しめるそういうソフト事業を沢山やっておけば良いの

ではと思っております。 

○委員長 多目的ホールを３分割にして使うことは、技術的なこともかなり入ってくる

と思いますので、例えば今後計画が具体化して仕様書や基本機能を設定しなければいけな

い時に論点が漏れないように、ご意見があったということも反映させていただければと思

います。 

また、展示スペース、これについてどのような形で、どれくらい使えるのかというと

ころの様子を示すことは今のゾーニングでも可能だと思います。 

それから開館時間について皆さんも思っておられると思いますが、このプランの成功

はソフトだと思います。ソフト面で質の高いものが出来る様なハードにしていくことが、

一番大事になってくると思います。今後運営組織について詰めていかなければいけないと

思いますが、今ご意見いただいた開館時間についても協議されていく必要があると思って

おります。 

○Ｋ委員 １７ページの資料に和室と書いてありますが、この和室は、単なる和室なの

でしょうか。それともお茶室なのでしょうか。結構、お茶室を利用する方もおられると思

いますので、どのように考えているのでしょうか。 

また、施設には倉庫が必要だと思います。例えば三日市公民館の倉庫は公民館まつり

のパネルやテントなど、いろんなものが収納されています。倉庫はどの程度考えているの

か。例えば働く婦人の家、市民会館にしてもそれぞれ倉庫を持っています。倉庫はどの部

屋になるのでしょうか。 

○委員長 現時点での想定で結構なので事務局からお願いします。 

○説明員 和室は、お茶の水屋程度は確保したいと考えております。本格的な茶道がで

きる茶室の想定ではなく、和室プラス水屋、現在の三日市公民館で活用している程度のも
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のは確保したいと考えております。 

また、倉庫については共有空間の中にありますので、資料には面積の明示はしており

ませんが、可能な限り確保したいと思っております。 

○委員長 共有空間について明確になっておらず少し不安になるということだと思いま

す。 

○副委員長 共有空間の関連で、先ほど委員長が言われた図書館らしさのところで言わ

れましたが、やはり何がなんでも図書館が１階、２階と固執する訳ではありませんが、少

なくとも１階には、例えば本屋に入ってみると今一番話題の本や売れ筋の本や新刊本が並

んでいます。やはり図書館をコアとしているのであれば、少なくとも１階には、今の話題

の本、それから新刊本、北日本新聞で毎週２つの大きな書店のベスト１０の本を紹介して

いますが、それくらいの本は３階、４階に上るのではなく、１階のところで読む、読まな

いは別にして、今、本屋で話題になっている本や、新聞、雑誌が少なくとも１階の喫茶コ

ーナーと隣り合わせくらいのところで読みたい。３階、４階に上らないと雑誌や新聞が読

めないのは、図書館としてはあまりにもわびしいという感じがします。図書館が３階、４

階にあるのは、少し言いすぎかもしれませんが、やはり１階、少なくとももっと気楽な図

書館のイメージは是非１階に設ける必要があるのではないかと思います。 

それから資料を見て、２階に会議室や閉架図書、調理室があり、ここで生涯学習セン

ター的な機能が展開されるのだろうとは思いますが、何かイメージがはっきり分からない

ので、本当にそこで賑わいや交流がどう展開されるのか、２階のイメージがＡ案、Ｂ案と

も、もうひとつ弱いと思います。 

もうひとつは、児童図書コーナーとキッズコーナーと子育て支援センターを一体的に

するのは非常に良いと思います。本当は、３階よりもせめて２階の方が本当は子連れのお

母さんにとっては良いのかなと思います。小さな子育て中の幼児を３階まで連れていくの

は、少し可哀そうだなと感じます。 

先ほど委員長が言われた１階のイメージをどう脹らますには、多目的ホールは１階で

良いと思いますが、そこでどういう利用の仕方があるかはこれからの議論かと思います

が、誰もがここに図書館があると思わせる図書館のイメージは１階に欲しいなと思いま

す。 

○委員長 図書館についてＡ案は３階、４階になりますが、あくまでも図書館の玄関は

１階にあって、今ほど副委員長が言われたような形で図書館から情報が発信され、その情

報が受取りやすい形で市民、来館者の方々に届くことが必要かなと思いますので、その辺

はやや柔軟に考えていただく方が良いのかなと、だからこそ共用スペース的な部分が必要

ですので、共用スペースを広く取れるというところも大事ではないかと思います。 

先ほどの倉庫の話で言うと、視察した会津若松市の施設はうまくデッドスペースを倉

庫として活用されていました。「ここが倉庫なのか」というところが何カ所かあったと記

憶しておりますので、その辺は設計段階の工夫の条件として書いていただければ良いので

はないかと思いました。 

○Ｈ委員 Ａ案、Ｂ案という話の中で、私も３階、４階に図書館があるのはどうかと思

ったのですが、周辺の市町村を見てみると、昔は、朝日町の図書館は４階に図書館があ

り、私は幼少期は朝日町に住んでいて４階まで子供達が上って本を読むのが日常的に見ら

れたので、実際には子どもたちが４階に上っていくのですが、ただ最近、朝日町の図書館
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も新しくされて、なぜあの状態にしたかというと、やはり市民の方々を含めて強い意見が

あったと聞いているので、どういう経緯で４階が１階になったのかという同じ議論がされ

ているはずなので、確認してみるのもひとつかなと思います。 

子ども達からすればそうですが、もう少し小さい幼児をお父さん、お母さんが連れて

いく時は、どうしてもエレベーターが怖いなというのが必ずあると思うので、図書館とく

っつければ一番良いのでしょうが、本当に小さな子供たちは１階の方がお父さん、お母さ

ん達も安心して移動できる空間になるのかなと思いますので、その辺を分けることも１つ

なのか、それとも全部くっつけるのが本当に正解なのかというのが見えないのかなと、私

はＡ案とＢ案を見た時に、Ａ案の良さが少し見えたのが多目的ホールや防音スタジオにつ

いては、手で持っていける資材は良いですが、資材搬入が必要になると同じエレベーター

が１機なのか２機なのか提示はありませんが、入善や富山の施設には、必ず資材搬入用の

エレベーターがあります。それも加味して４階に持って行くのかどうかも必要なのかと。

この状態であれば下から裏に搬入路を付ければおそらく資材搬入はそんなに難しくないの

かなと思ったので、検討の要素があれば教えてほしいと思います。 

○委員長 様々な制約の中でゾーニングを考えていかなければいけません。それから、

これらの施設が機能的に一体として整備できる面で言えば、強み、メリットになります。

そのあたりのところ、今ほど委員が言われた資材の搬入の件などは制約の１つとなるでし

ょうし、それから子供を連れた方々がどういう形であれば利用しやすいのかというとこ

ろ、これはメリットを生かす方向での1つの検討材料だと思います。今後、細部を詰めて

いく段階での検討をここですることになると思いますが、していければと思います。 

○Ｆ委員 今ほどの話にも関連するのですが、この動線イメージの黄色の共有空間に倉

庫もここに入るということですが、ここの共有空間のイメージができません。そこが吹き

抜けなのか、エレベーターなのか、何なのか少しよく分からないのと、ガラス張りのエレ

ベータ－から見下ろすみたいなことが書いてありますが、それはそれで良いのかもしれま

せんが、こういう施設はバックヤードが大変大切ですし、これだけのいろんな機能が入る

ということは、それだけ持ってくる荷物が多いということなので、バックヤードはとても

大切だと思います。そのため、ガラス張りのエレベーターでそういう物が運べるのか少し

疑問に思いました。もし、これは予算の関係もあると思いますが、出来ればバックヤード

のエレベーターが別にあるとか、バックヤード施設がそれぞれに持っているのか、共有な

のかよく分かりませんが、そういうところも考えてみる必要があるのではないかと思いま

す。 

○委員長 ガラス張りが良いのか、それとも違う種類が良いかは今後の検討になると思

いますので、現在のところはあまり考えていないという理解でお願いします。 

バックヤード的なスペースについては、共有区間の部分で確保を考えているところで

す。先般、視察に行ったときにボランティア方々等の部屋もきちんと確保されていまし

た。これは、配慮が行き届いているなと思った記憶がありますが、それらを含めてデザイ

ンしていくということで、このあたりはこれからという理解でよろしいでしょうか。 

○事務局 資料の１１ページのＡ案で言いますと、共有空間についてはこの黄色の部分

で各階に共有空間の面積比率が出ています。右側に記載のとおりトイレやエレベーター等

などの代表的なものを記載しておりますが、詳細の検討はこれからであります。 

○委員長 今のうちに出来るだけご意見をいただければ、それを反映したような形で、
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今後、実施設計等での条件に付け加えることができると思いますので、今のご意見は非常

に参考になると思います。 

○Ｈ委員 先ほどの話の中で、駐車場の想定台数が今のところ面積的に７０台が確保で

き、これから増やす予定ということでありますが、これも質問ですが、実際には今の１，

６００㎡の内容に対していろいろな条件でのお考えだと思いますが、これはここで話し合

えば良いのですが、自転車の利用者も多いと考えられますが、どれくらいの駐輪スペース

を確保されるのかお伺いいたします。 

○委員長 何かそのことについて、事務局で想定しているものはありますか。 

○事務局 現在説明している７０台は６,４００㎡の施設を建てる場合に、その建物の底

地を差し引いた残りの面積を考えた場合に７０台確保できるとしております。今現在、こ

の統合する施設の駐車場につきましては、常時満車ではありませんが、全部の施設を足す

と１５５台程度になっております。現時点では実際にこの建物をどういう配置で建てるか

や、全体敷地の有効活用により少しでも多く駐車台数を確保できないか、また、線路の向

こうにある市職員駐車場部分を活用して利用できるような形にできないかということを考

えております。 

○委員長 イベント時等には職員駐車場の活用を考えて通常はこの７０台で対応できる

という想定だと思いますが。駐輪場はどうでしょうか。 

○事務局 現在の図書館も駐輪場を設置しており必要な施設と考えておりますが、今の

ところ精査はしておりません。 

○委員長 必要台数、スペースを確保するつもりでよろしいですね。 

先ほど駐車スペースについては、建物の形状や位置によって変わってくるかもしれな

いことがあるという話であったと思います。しかしながら、駐車場の台数確保を目指して

建物が使いにくくなっても具合が悪いだろうということで、これも制約の中での条件にな

るだろうと思います。そこもある程度、実施設計の段階でいろいろな提案を募って、最良

のものを選択していくことになるのではないかと思います。 

○Ｇ委員 図書館をどの階に配置するかについて事務局、教育委員会は３階、４階にし

たい、しかしながらここの委員の方々はどう思っているのか、私はそれが大事ではないか

と思います。今回の委員会に行ったら３階、４階に決まったというのではなく、ここで委

員の方々はどう思っているのかをお聞きして、この委員会の総意とは言いませんが、そう

いうことを大事にして行政に反映してもらうことが大事ではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○委員長 今回の委員会で一番大きな論点は、今ほど委員からご指摘いただいた部分で

あると考えております。このため出来る限り各委員からご意見をいただきたいと考えてお

ります。これまではここが少しよく分からないというところで、いろいろなご意見をいた

だいたと思うのですが、いかがでしょうか、３、４階に図書館を配置するのがＡ案。それ

から１階、２階に図書館を配置するのがＢ案でございます。その他、細部において若干違

いはございますが図書館が上層階か低層階かいうところだと思います。 

○Ｃ委員 親子で利用する場合はエレベーターを使って、３階、４階まで上がっていけ

ば良い、それも不便な方がおられると思いますが、小学校くらいの子供だけで利用する場

合にエレベーターを子どもだけで利用するのは、親とすればすごく心配な部分がありま

す。ソフト面で付き添いやエレベーター付近で安全に乗り降りできるということがあるの
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か、ないのか、３階までエレベーターに乗せるのも少し心配だし、そうであれば子ども達

だけでは利用が出来なくなるのではないかという思いがあります。 

○委員長 当然、上層階に図書館を配置して、子ども達だけでの図書館利用を想定した

場合に注意しなければならない点だと思いますので、その対策としてソフト的な部分もあ

るでしょうし、エレベーター本体のハード的な部分もあると思います。それに限らずセキ

ュリティについて十分注意しなければならないと思います。 

どうでしょうか、議論が一段落すればＡ案、Ｂ案というところでご意見をいただきた

いと思いますが、事務局案がＡ案だからという訳ではございません。この場でどちらかに

決めていただければ良いと思うのですが、例えばＢ案が好ましいのではないかというご意

見はあるでしょうか。全体を通じてＡ案にも解決すべき点があるし、Ｂ案にも解決すべき

点があると思います。全体としてＡ案をベースにＡ案の欠点を少なくしていこうという考

え、あるいはＢ案をベースにＢ案の欠点、あるいはＡ案の長所を取り入れた方が望ましい

のではないか等の観点からＢ案の方が望ましいというご意見があればお聞かせ願いたいの

ですが、いかがでしょうか。 

○Ｇ委員 各委員のご意見を聞いてはどうでしょうか。 

○委員長 よろしいでしょうか。非常に大事な部分でございますので、各委員のご意見

をお聞かせいただければと思います。では、副委員長からお願いいたします。 

○副委員長 私は、Ａ案かＢ案かを決めるのは少し短絡した感じがしております。確か

に多目的ホールは１階ないし２階が使いやすいというのは分かりますので、それを念頭に

置きながら、例えば２階、３階を図書館の中心、そして１階には先ほど申し上げたように

より誰もが図書館だと感じる、新刊本や新聞・雑誌が気軽に読めるコーナーを、それから

交流センターの案内をできる雰囲気を１階に置くことは良いと思いますので、例えば子ど

も中心とした子育て支援センター、それから子どがを育むことができる子ども図書館的な

機能を中心として、それは先ほども言われましたが子どもだけでエレベーターに乗る心配

等もありますので、自分は２階にそういう子どもを中心とした図書機能、３階に一般図書

があっても良いと思います。また、閉架図書が２階、３階ではあまりにももったいない気

がします。本当は閉架図書は地下が望ましいと思います。４階に閉架図書、眺望のことを

言われますが、本当に眺望が良いかどうかは建ててみないと私は分からないので、眺望は

もちろん良いに越したことはありませんが、やはり利用しやすいのは１階から２階、２階

から３階というのが利用しやすいので、生涯学習的な機能については目的を持った人達

が、それも毎日ではないので、そういう人達は４階で十分機能できるのではないかと思い

ます。 

○Ａ委員 今日は、複合施設についての皆さんの意見を十分聞いて発言しようと思いこ

れまで発言をしておりませんでした。それだけ私はこの市民交流センターの複合する施設

によって、このフロアの配置は非常に重要なことであると感じております。そういう点で

本日は、前回はＡ案だけの提案でありましたが、今日はＡ案、Ｂ案を提案しての委員会を

開催していただき、本当にいろんな活発な意見が聞けたように思います。私はどちらかと

言えば、富山市の旧図書館では本当に図書館員がいない中で、２階に親子読書室を作り、

図書館の主体が４階から６階までありました。そういう中で、大変苦労した一面もあり、

特に図書館はご存知のように小さい幼児から利用されます。子どもは競ってエレベーター

に乗るので危ない面があるのですが、そういう点で１階に配置すれば紙芝居や絵本、子育
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て支援センター、それから家庭の家事、料理関係の本、家庭の奥さん方が読みたい本とか

を置き、先ほどから出ておりました１階に図書館らしいイメージを作り、その他の図書館

を何階かに配置する図書館では、新聞や新刊本を確かに１階に置くのは魅力的な部分があ

りますが、私は、それだけに皆さんの意見がいろいろ分かれたと思います。 

私は、あえて言うならば利用や幼児から超高齢者までの安全性から言えば出来るだけ

図書館は、下の階の方が３階、４階よりは良いのではないかと思いますが、私も教育委員

会から任命された図書館協議会員でありますので、あまり教育委員会から出されて案に対

抗した意見を言うのは心苦しいのですが、正直言いまして私は前回の会議でも図書館のこ

とについては、かなりいろんな意見を申し上げたつもりであります。 

○Ｂ委員 私は、読書会の代表としてこの会に出ています。読書が得意ということでは

なく、輪番制で宇奈月の方が読書会の担当になっているので会議に出させていただいてい

るのですが、宇奈月読書会と黒部読書会の代表者にも聞いてみました。そうすると高齢者

の方は下の方が良いとか、子どもも下の方が良いのではないか、また、読書会の中には、

とても本が好きな方がおられ、静かに読書できるところが是非欲しいということを伝えて

ほしいと言われる方もおられまして、私もＡ案かＢ案のどちらかに決めかねて出席してい

るのですが、この資料を見て私が思ったのは、動線イメージが書かれているのですが、こ

れを見てもイメージできない。どこにエレベーターがあるのかなどがなかなかわかりませ

ん。分からないまま出席し、考えも浮かばないまま出席しているのが恐縮なのですが、資

料が立派に出来ているのに、私がわからないのが心苦しいと思って資料を見ています。こ

のため、まだ決めかねております。 

○委員長 資料を見ていてもイメージが掴みにくいということは確かにあると思いま

す。ただ、これがこれからの委員会、あるいはこの委員会の後に出来る委員会で、ここで

の議論もそうですし、これらの議論を踏まえて作っていくものなのかなと思っておりま

す。 

○Ｃ委員 子どもを育てていく中で、いろいろ心配なご時世ですが、図書館は安心して

子どもが過ごせる空間にしていただきたいので、私はＢ案、低層階に子どもの図書館が配

置されるように考えていただきたいと思っております。 

○Ｄ委員 私は、単純にやはり上の方が景観や落ち着いて本に触れ合うことができる上

層階の方が良いのではないかという思いでいました。しかしながら、今日ここへ来て子ど

のエレベーターのことを聞いてみてそうだなという思いもありますし、あの場所なので４

階に行っても景観はよくないのではないか。単純に決められないと思いました。子育て支

援について前回会議で発言したように、おばあちゃん達が孫を連れて、そして先ほど駐輪

場の話がありましたが、おばあちゃん達が乳母車を持ってきて、それを置いておく場所も

いるので、そういう細かいところの配慮が大事ではないかと思うので、まだはっきりＡ案

かＢ案か決めかねておりましたが、最終的にはＢ案が良いかなと思います。 

○Ｅ委員 複合施設でやらなければならないということであれば、Ａ案が良いと思いま

す。 

図書館には静寂性、私が図書館を利用するとすれば、３階、４階の静かな環境で本を

選んだり読んだりした方が良いと思います。それから自分がホール等に少し係わった関係

で言いますと、搬入やいろんな会議が錯そうしてくるとかなり音が出ます。そういう点か

ら行きますと、やはりなるべく公民館機能等は下の方が良いと思います。 
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先ほどから子どもの安全性について意見が出ていますが、その辺はソフト、人的な対

応やサイン計画等で極力対応できるようにしていけば良いと思います。都会の図書館も何

カ所か行ってきましたが、ほとんどの施設は上層階でした。子どもも問題なく上がってい

たように思いますので、その辺は多分慣れてくれば大丈夫じゃないかなと思います。コラ

ーレも複雑な建物でサイン計画などで非常に沢山叱られました。最終的に取った手は小ま

めに案内しようという人的なことで対応しました。それが良いか悪いか分かりませんが、

子どもたちがエレベーターに乗れないことが想定されるのであれば、それに対応する対策

を行えば良いと思います。 

○Ｆ委員 私は１階、２階、３階、４階と分けるよりも、できればＡ案とＢ案を足して

２で割りたいと思っております。 

１階に多目的ホールがありますが、いつ使うか分からない多目的ホールがあるのは、

とてももったいないと思います。このＢ案の１階のような感じ、入りやすい感じプラス、

図書館の事務室や総合受付、公民館機能がある。今ここで皆さんと会議をしていても、同

じフロアの向こうの方が気になることはないと思うので、もし一緒にするのであれば同じ

フロアでも気にならないようなやり方があるような気がします。それで、私は、２階、３

階に図書館の機能があっても良いのではないかと、１階の半分は小さい子にして、２階に

図書館の本当の機能、３階にＢ案では閉架図書がありますがそうする。ぷつんと上、下に

分けるのではなく柔軟に対応することも出来るのではないかと思っております。 

○Ｇ委員 図書館をコアという考えであれば、私はＢ案だと思います。 

○Ｈ委員 私は、シンプルに言うならＡ案かなと思っていますが、先ほども言いました

が、読み聞かせ、キッズコーナー、子育て支援センターについては１階が望ましいかな

と、会議室を１つ上にあげても良いのではないかというのが意見ですが、Ａ案です。 

○Ｉ委員 今回の修正で交流という言葉を沢山入れていただき、随所に人と人が触れ合

うところ、ゾーニング、それから動線についても記載していただきました。今の時点でど

ちらが良いかはっきりと言えということであれば、私もＡ案が良いと思います。 

やはり、相反したところが複合施設にはあるので、一方では静寂性が求められ、一方では

交流して触れ合って、賑わい創出みたいなことを言っています。両方を成立させるために

は１階に図書施設コーナーがあると、どうしても静寂性が保てないのではないかなという

のが私の結論です。そこで、Ｂ案にしたい方々の気持ちを鑑みながら、Ａ案を修正して補

完していくことに解決策があるのかなと、何かを足して２で割ったような案はあり得ない

と思うので、そういう点で今結論を出すとすればＡ案ではないかと思います。 

○Ｊ委員 私も率直に言いますとＡ案です。三日市公民館は年間３万人弱利用していた

だいておりますが、実は高齢者が７、８割です。このため、上とか下の話ではなく、やは

り問題は利用していただく方に分かりやすい施設、それと開館後の運営管理をスムーズに

できるよう柔軟性を持って対応できるか、この辺が問題ではないかと、ついては修正でき

るところは別に、これでガチガチに固める訳ではないので、若干の移動や変更等を踏まえ

て私はＡ案だという考えです。 

それから、この際言っておきますが、駐車場の問題を皆さん言われますが、これは最

初から分かっていた問題です。私は、これを決定した1つの目的は中心街の活性化だと思

っております。今日、この委員会に出席している方で、この施設が果たして適切な駐車台

数が何台か応えられる方はいないと思います。５００台という人もいれば、２００台、５
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０台と言う人もいると思います。現在、中心街の活性化が大きな課題になっています。 

これには、歩く仕掛けをしなければいけません。１００メートル、２００メートル歩く、

大きなショッピングセンターでは、駐車場から利用者が何百メートルも歩いており、ショ

ッピングセンターは丸抱えです。交流センターも、そういう施設では中心街の活性化にな

りません。また、そういう施設であれば、私は三日市として反対します。これからのまち

づくりは、人を歩かせる考え方をしないといけません。周りの施設を利用しながら、皆で

知恵を出しながら緑豊かなまちを作る、そうであるから賛成しました。 

このため駐車場の話は、最初から分かっていた。今更足りないとか少ないとかという

話はおかしいので、今から皆さんで知恵を出しながらまちづくりをしていくための施設で

すから、私はそういうことで、これはＡ案、Ｂ案関係ありませんが、そういうこともこの

際、付け加えておきます。 

○Ｋ委員 私もＡ案ですが、やはり我々の年齢になると図書館を利用する人が多いの

か、生涯学習を利用する人が多いかを考えると健康のために少しでも身体を動かしていた

だく方が良いかなという考えもあり、私自身もそうですが、図書館は上の方で静かに読書

をしてもらい、下の方で賑わった方が、皆さんが利用しやすいのかなと感じております。 

○Ｍ委員 管理運営側の立場ではＡ案が良いですし、利用者目線ではＢ案が良いと思い

ますが、Ａ案を軸として図書館を２階、３階にするのが一番良いのかなと思います。 

○Ｏ委員 ぜひ一度現地に行ってもらい４階の眺めを見てもらう機会があれば良かった

かなと思っております。 

○委員長 ただ今、本日ご出席の全ての方々からご意見をいただきました。Ａ案を推

す、Ａ案を現時点では良いと思っておられる方もいますし、それからＢ案を推す方もおら

れます。それから、Ａ案、Ｂ案は今の段階では決めかねるというご意見もあります。それ

から、条件付きの案というところもございました。これらの意見を踏まえ、一定の方向性

を決めていかないと議論がなかなか進まないということがございます。 

少し論点を整理させていただきますと、子ども連れあるいは子供だけで利用するとい

った時に図書館を利用する場合には、図書館は低層階にあった方が安全で安心ではないか

というご意見が１つありました。それについては、ソフト面等の工夫で対応できるのでは

ないかというご意見もありました。 

それから、実際に利用する利用者の方々の交流的な面を見ると、生涯学習あるいは公

民館機能というところが多いのではないかというご意見もありました。 

それから、図書館の静寂性もあるし、眺望は本当にそうなのかというご意見もありま

した。 

それから、図書館を核とする施設なので図書館は１階にというご意見もございまし

た。 

それから、全体の施設運営を考えていくとＡ案が良いというご意見もありました。 

これらの全体の意見を踏まえ、ここで１つご提案させていただきたいのですが、先ほ

ども申し上げましたように、折衷案はなかなか考えにくいところもあると思います。折衷

案的な考え方は、これは精一杯活かしていかなければならないと考えております。 

事務局と論点を整理し、今日、皆様方のお話を聞かせていただいての提案でございま

すが、Ａ案をベースに、Ｂ案の長所を出来るだけ取り込んで何ができるかを一度考えさせ

ていただくという方法はどうかと思いますが、何かご意見はございますでしょうか。 
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例えばＢ案を強く推すというところでセキュリティの問題が確かにありました。やは

り、子供のことが心配なので、エレベーターに１人で乗っていけるだろうかというところ

もありますし、それから黒部市は安全、安心なまちだと思いますが、何か知らない、それ

こそ天災等が無いとも限らないという面でも心配なところもございます。逆に、そういう

ことを考えると、ひょっとしたら高層階の方が、そういう面でのセキュリティということ

では優れているかもしれない。 

それから図書館を核にしてというところは、1番大事なところだと思います。この施設

のコアは間違いなく図書館でございます。その図書館が、これは図書館が核になっている

施設で、そこをベースに賑わいの方を活かしていくという形のメッセージがきちんと伝わ

るような形で今後の実施設計や、更にはソフト面の部分を検討していくことを考えます

と、玄関に入ってエントランスの部分で図書館の機能の紹介が十分にされていながら、あ

るいは図書館の展示が十分にされていながら人々が集い集まれるスペースが大事なのかな

と思います。 

そう考えますと、共用スペースをかなりフレキシブルに広くとれるＡ案が有力なのか

なという気がします。このため、Ａ案をベースにＢ案の長所をどこまで盛り込めるのか、

それから何より大事な利用者の安心、安全、特にお子さんや障害者の方が利用しやすいと

いう観点も必要でしょうし、そういうところを取り込む形で考えていただくということで

いかがでしょうか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 本日、全委員からご意見を聞かせていただきました。今後、更に細部を詰め

ていく段階では、この意見を踏まえたものにしていきたいと思いますので、事務局には修

正の方をお願いします。よろしいでしょうか。これに関して何かご意見、ご質問等がござ

いましたら、お願いいたします。 

○Ａ委員 フロアの配置につきましては、全体の方向性が決まったようであります。た

だ、私は先ほどからＪ委員さんやＩ委員さんが交流スペースやいろんなところで心配され

ています。これは多分ソフトづくりの面で重要な部分のため、聞かれる機会があると思い

ますが、私は２点ばかり皆さんにお願いしたいと思っております。 

施設オープン後のソフト面の意見として、建物を作るとソフト面は重要視されないの

ですが、オープン後のソフト面での意見として市民の交流拠点づくり、人づくり、賑わい

のあるまちづくり、この○○づくりには、非常に時間と情熱がかかります。特に、まちを

あげての支援と継続的な活動が重要になってきます。 

そこで私は、要点として２点ばかり申し上げたいと思います。富山市が旧大和の跡地

に中心街の活性化のために富山市立図書館と富山ガラス美術館を併設した「ＴＯＹＡＭＡ

キラリ」を建設して、オープン後も市がユニークなイベントの開催、市電の増発などの支

援をしていることは、皆さんもよくご存知のとおりであります。施設の来館者を増やし、

賑わいのまちづくりを作るための１つ目の要望意見は、まちをあげてのユニークなイベン

トの開催、市内循環バスの立ち寄り等の支援、あるいは小学生をクラス単位で図書館に招

待しての図書館利用指導の実施、それから子ども達への読書を推進していただきたいこ

と、また、複合される施設同士が積極的に連携し、市民の交拠づくりのためのイベントの

開催、例えば、読み聞かせ、講座、講演会、研修会の魅力あるイベントの開催に努力して

いただきたいのが１つ目の要望意見であります。 
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２つ目の要望意見は、大規模なスーパーなどがオープンした後も長く賑わい利用され

ているのは、絶えず利用者に魅力ある商品を揃え、チラシ等によるＰＲなどの努力をされ

ているからであります。図書館は、利益を追求する施設でありませんが、図書館サービス

の命であると言われております資料の充実、整備なくして市民から信頼される図書館づく

りはできません。図書館が多くの市民に利用されるには、魅力のある新刊書の収集整理と

多様な学習要求に応えることができる、充実した増書構成を市民に補償するため、資料の

充実について意見を申し入れする次第であります。 

そういう点で、ただ単に人集めや交流などといろんなことを言いましても、やはりソ

フト面でオープン後に、そういうことをきちんとしていかないと長続きしないのではない

かと思います。そういう点でＩ委員が言われる交流、人づくりに応えているかどうか分か

りませんが、今後いろんな点、ソフト面での話し合いがされる中で大変重要なことだと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長 本当に、この委員会でも度々出ていますが、ソフト面が大事であります。今

回新たにこういう形で機能を集約した複合化した施設であるからこそ、どんな新しいもの

が生み出せるかというところ、それぞれ公民館活動や生涯学習活動、あるいは図書館の読

み聞かせの活動であるとか、そういったところで着実な活動を続けてきておられると思い

ますが、それを継続させていく、あるいは連携するということが非常に重要な部分であり

ますし、先ほども話がありました、まちづくりの視点、あるいは交流という視点からも、

それらが無いと施設を作った意味がなくなると思います。ソフト面の議論をこれから深め

ていただくことになると思いますが、現段階で検討しているハード面での議論というの

は、今後のソフト面での展開を十分に踏まえたもので、ソフト面でこういうことが考えら

れるので、こういう施設配置が望ましいという部分も併せて次回までに最終案として提示

させていただければと思います。それでは、この議題はここまでとさせていただきます。 

 

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

協議事項（２）今後のスケジュールについて 

○委員長 次に今後のスケジュールについて、事務局から説明願います。 

○事務局 それでは、今後のスケジュールについてご説明いたします。資料２をご覧く

ださい。 

これまで、会議は本日の第５回まで協議いただき、第４章の修正案まで協議いただい

たところであります。当初の予定では、今月中にパブリックコメントを実施し、２月に最

終案をまとめるということでしたが、非常に熱心に議論をいただいておりまして、今後の

スケジュールについては、資料に記載のとおり、第６回委員会を１月１６日午後２時から

「第４章の最終案並びに第５章、第６章の素案」を協議いただき、２月９日に「第５章、

第６章の修正案、基本構想全体のとりまとめ」を中間報告的に取りまとめたいと考えてお

ります。それを踏まえてパブリックコメントを市側で実施し、３月１４日に第８回委員

会、３月２７日に第９回委員会を開催し、最終的な基本構想の決定、市長への答申をでき

ればと考えておりますので、大変お忙しいとは思いますがスケジュールを調整していただ

きますようお願いいたします。説明は以上です。 

○委員長 スケジュールについて説明いただきましたが、何かご質問、ご意見はありま
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すでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 よろしいでしょうか。それでは、今ほど申し上げたスケジュールで進めさせ

ていただきたいと思います。非常に密度の濃い検討が続きますが、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 

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

協議事項（３）その他 

○委員長 それでは、（３）のその他ですが事務局から何かありますでしょうか。 

○事務局 特に事務局からはございません。 

○委員長 それでは全体を通じて何かご意見、ご質問等がございましたらお願いいたし

ます。 

○副委員長 差し支えない程度で結構ですが、議会でも検討委員会が展開されていま

す。新聞に内容が出たりしていますが、差し支えない範囲で議会でどういう議論がされて

いるのか聞かせてもらえればと思います。 

○事務局 議会でも「（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会」が設置されて

おります。先日、１２月２０日に第８回の委員会が開催されました。その中では、こちら

でも議論いただいている内容を含め様々な議論がなされております。 

具体的な話としては、先般の会議で話があったのが駐車場のスペースの話、またこち

らの策定委員会でどのような意見が出たかなど、随時議会でも検討委員会が開催されてお

ります。 

○委員長 本当にこの施設は全国的にも先進的な事例になると思いますし、これはソフ

ト面での成功を収めたら全国に誇れるような事例になると思います。それだけに慎重な、

そして周到な準備と検討が必要かと思いますので、よろしくお願いいたします。他に何か

ございますでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それではこれで議長の役目は終えさせていただきます。委員の皆様には慎重

なご議論をいただきありがとうございました。事務局にマイクをお返しいたします。 

 

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

閉  会 

○事務局 これをもちまして、「第５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４時４８分 


