第７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
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黒部市民会館１０１会議室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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委員長挨拶

３

協議事項
（１） 基本構想の一部（第５章・第６章）の修正案について
（２） 基本構想〔中間報告〕の取りまとめについて
（３） パブリックコメントの実施について
（４） その他

４

閉

会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・
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植
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三

井
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夫（黒部まちづくり協議会長）

牧
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和

子（くろべ女性団体連絡協議会長）
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之（公募委員）

能
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一

代（公募委員）

国

香

正

稔（黒部市教育長）

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

本日の欠席委員
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岩

井

憲

一（黒部市自治振興会連絡協議会長）

能
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二（黒部市副市長）
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事務局
寺
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和

義（黒部市総務企画部長）

長

田
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正（黒部市総務企画部総務課長）

橋

本

正
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山
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坂

東

板

屋

里

奈（黒部市総務企画部総務課主事）
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好
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雅
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谷
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説明員

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

開
○事務局

会

ご案内の時間となりましたので、ただ今から「第 ７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
員会

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

中村和之委員長がご挨拶を申し上げます。

○委員長

本日はお忙しい中をご出席いただき、ありがとうございます。

くろべ市民交流センター建設基本構想もかなり具体的な形になってきたと考えておりま
す。
本日でございますが、これまでご議論いただいた内容を中間報告として提出する。そ
れに対しての最終の意見交換、それから前回ご議論いただいた事業計画、あるいは今後の
課題について改めてご審議いただくことになっております。
今日、少し早めにこの会場に着きましたら、エントランスに女子高生２人が勉強をし
ていました。おそらく新しい施設が出来ると、そういう人達もその施設で勉強していくの
ではと考えております。
人生最も多感な時期をこの黒部の地で過ごす。そこで勉強や様々な活動に取り組んだ
思い出が素晴らしい環境の中での思い出になると、一旦、県外や市外にいても、また黒部
の地で暮らすことを選んでもらえるのではないかと思い ます。また、まちづくり等にも役
立つと考えております。そういう意味で今回皆さんにご議論いただいているこの基本構想
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は、黒部市の将来にとって非常に大切なものであると思っております。
委員の皆様方には、いつもどおり活発なご議論をいただければと思います 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５章・第６章）の
修正案について
○委員長

それではよろしくお願いいたします。協議事項に入りたいと思います。

本日の協議事項は次第に記載のとおり基本構想の第５章・第６章の修正案、基本構想
全体の中間報告の取りまとめ及びパブリックコメントの実施に関する協議をお願いするこ
とになっております。
それでは最初に前回ご議論いただきました基本構想の一部、第５章と第６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、第５章から第６章の修正案についてご説明いたします。

資料１の５２ページをお願いいたします。第５章から第６章の修正案につきましては、
前回の委員会でのご意見を踏まえ内容の修正及び文言等の修正を行っておりま す。
資料の見方については、朱書き部分が削除した部分、緑部分が修正及び追加した部分で
あります。
まず２つ目の・
（点）では、
「基本構想の段階であり」を「段階のため」、
「未確定」を「不
確定」に文言の修正を行っております。
次に、（１）概算工事費算定のための条件設定の２つ目の・（点）の部分でありますが、
概算工事の算定については、前回の委員会では国土交通省の工事費単価と資料５５ページ
に記載の塩尻市民交流センター他２施設の平均平米単価から算出する２つのパターンで算
定するとしていましたが、先進事例の平均単価は算出根拠に乏しいことから、平成２７年
１０月に完成した黒部市役所行政棟の建設費の平米単価から算出する２つのパターンに修
正しております。
次に、５３ページをお願いします。ここでは文言の修正他、前回会議では国土交通省の
予算単価に基づく、建築工事、電気設備工事、給排水設備工事、外構工事、概算工事費の
工事費内訳を記載しておりましたが、基本設計が出来ていない現段階では、個別の工事内
訳を記載することが適当ではないと考え、工事内訳を除いた概算の工事金額を記載するこ
ととし、５４ページのとおり修正しております。
また、外構工事について前回会議では、１６百万円を計上しておりましたが、駐車場の
舗装等の軽微な工事金額であったことに加え、消雪装置、舗装、植栽等の整備も考えられ
ることから、市役所建設時の外構工事を参考に１億円を計上いたしました。
さらには、前回の委員会で図書館、多目的ホール、防音スタジオ等の特殊設備費用の取
り扱いについてご質問いただいておりましたが、図書館の特殊設備に係る主な費用を概算
工事費に加え、５４ページに記載のとおり参考資料として掲載いたしました。
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もう一度５３ページをお願いいたします。５３ページ に記載の建築工事での２つ目の・
（点）の１ｍの積雪荷重については、雪国では当然のことであることから削除いたしまし
た。
次に電気設備工事については、2 つ目の・
（点）の災害時の自家発電施設については、小
型自家発電機の使用を想定したため削除いたしました。
給排水設備工事の２つ目の・
（点）のスプリンクラーの設置については、設置義務がない
こと、また調理室の器具については、ⅠＨの仕様が想定され出火の可能性が極めて少ない
ことから削除いたしました。
概算工事費については、前回は工事監理費用として工事費の５％を計上してお りました
が、市施設の建設時の算定を参考とする富山県営繕委託料算定基準としたことによる、文
書の修正を行っております。また、図書館特殊設備に係る主な費用を加えたこと等による
工事費の見直しにより、概算工事費を２７．１億円、平米単価を４３０千円に修正してお
ります。
５４ページをお願いします。上段の削除部分につきましては、図書館特殊設備に係る主
な費用を加えたことや、先に説明した自家発電装置、スプリンクラー装置を廃止したこと
等により、多目的ホール、防音スタジオ、調理室等の特殊設備費用を賄えることと想定し
たことから削除しております。
次に、②の先進事例に基づく概算工事費の算定につきましては、市役所庁舎の建設費を
もとに概算工事費を算定することとしたことから全文を削除し、併せて５５ページ上段の
表を削除しております。
次に、②の黒部市役所建設に基づく概算工事費の算定については、黒部市役所行政棟の
平米単価３８３千円とした６４００㎡の概算工事費は２４．５億円となり ます。これに平
米単価９０千円とした図書館部分３，３００㎡の工事費２９７百万円に設計監理費２４百
万円及び消費税２６百万円を加えた図書館特殊設備に係る費用は３．５億円、こ れを足し
た建物の概算工事費は２８億円となり、平米単価が約４３７千円となったことを新たに記
載しております。
次に、③（仮称）くろべ市民交流センターの概算工事費の目安を前回会議では２３億円
から２６億円としておりましたが、これまで説明してきた理由により２７億円から２８億
円に増額しております。また、参考としてこれまで視察してきた塩尻市民交流センター他
３施設の概算工事費等一覧を新たに追加しております。なお、会津稽古堂の平米単価につ
いては、地下駐車場を含んだ平米単価となっていること、また建設時のコストが最も低い
時期であったことや、図書館の特殊設備の経費が含まれていないことから、著しく 平米単
価が低くなっております。
次に、５６ページをお願いします。５－２事業手法の検討部分の５６ページから５８ペ
ージまでは修正はございません。
次に、５９ページをお願いします。３つ目の・
（点）については、指定管理制度の導入に
加え、管理委託等の導入も考えられることから文書の修正を行っております。
次に、６０ページをお願いします。６０ページからは、５－３整備スケジュールになり
ます。
（１）基本構想から実施設計までのスケジュールについては、前回会議で施設運営計画
についてもう少し分かりやすく記載すべきとのご意見をいただきましたので、２つ目の・
4

（点）について、
「民間委員による組織を立ち上げ、施設運営計画の検討を行います 」に修
正しております。また、スケジュール表をもう少し項目ごとに詳細にというご意見をいた
だきましたので、前回より詳細に記載しております。なお、建設工事の開始時期について
は、現在策定中の第２次黒部市総合振興計画において決定されることから、平成３２年度
以降とし、点線の矢印となっております。
次に（２）建設スケジュールについては、２つ目の・
（点）の工事期間について旧黒部庁
舎の解体工事に１年必要なことから「２ヶ年」を「３ヶ年」に修正しております。
次に６１ページをお願いいたします。
（３）設計者選定手法については、前回の委員会で
市民の意見を十二分に捉えて柔軟に設計を行うこととのご意見を受けておりますので、
「こ
のことを選定基準の１つに加えて選考する必要があると考えられます」と追加しておりま
す。
次に、６２ページをお願いします。ここからは、最終章の第６章になります。６－１実
現化に向けた課題の（１）基本構想を踏まえた設計条件の設定については、２つ目の・
（点）
「建築計画の段階から市民の意見を取り入れ、市民にとってより利用しやすい 」に修正し
ております。
次に、
（２）の１つ目の・
（点）と２つ目の・（点）については、それぞれ文言の修正を行
った他、３つ目の・（点）において、「市民の意見を反映させるため民間委員による委員会
を設け、市民参画型の施設運営計画を策定する必要があります」に修正しております。
次に、
（４）使用料の検討については、前回の委員会で市民会館の利用形態の１つであっ
た物販等の取り扱いのご意見を受けて、「まちなかの活性化に寄与するうえでも市民会館
の利用形態の１つであった民間業者による催事や物販等に対する使用料についても検討す
る必要があります」ということを追加しております。
６３ページをお願いします。
（６）については、前回の会議で芸文協などの入居希望に対
する取扱いについてのご意見をいただいておりますので、「市民団体等から要望があった
場合の入居に対する取扱いについてもあらかじめ検討しておく必要があります 」と追加し
ております。
次に、６４ページをお願いします。
（８）は、前回委員会で市民交流センター開館後の図
書館他３施設の利用についてご質問を受けておりますので、それぞれの跡地対策について
記載しております。
1 つ目は、交流センター建設後、計画的に解体していく必要があること。２つ目に、建
物取壊し後の跡地活用については、公共施設の再編に関する基本計画にもとづいた活用を
検討していく必要があることを追加しております。説明は、以上です。
○委員長

ただいま、前回ご議論いただきました基本構想の一部、第５章と第６章の修

正案について事務局からご説明いただきました。
今、ご説明いただきました第５章、第６章の修正案につきましては、この場で協議い
ただき、本日ご確認させていただければと思います。そこで改めて全体の中間報告につい
てご審議いただく形にしたいと思います。
前回から少し事業の部分等で変更になっているところもございます。ご意見、ご質
問、わかりにくい点等がありましたら、どこからでも結構ですのでお願いいたします。
○Ｂ委員

６２ページの６－１ですが、これは本来なら前回の委員会で発言しなければ

ならなかったのですが、前回の委員会で重要なことを見落としていましたので、今回の委
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員会で発言することをお許しいただきたいと思います。
当面、市の直営方式を基本としながらも指定管理者制度についての民間のノウハウを
活かした管理体制を検討する必要性について提案されております。これは図書館のサービ
スの良し悪しが問われる、職員に係わる重要なことであります。また、図書館サービスを
大きく左右する重要なことであります。このため、図書館が核となる複合施設に指定管理
者制度を導入することに対して懸念しております。最初から導入するとは記載されていま
せんが、当面うんぬんというのは何かそういうことも前提にあるように私は感じました。
指定管理者制度は皆さんもご存知のとおり、導入時は佐賀県武雄市の図書館が一時報
道によって話題に上がりましたが、最近は導入した複数の図書館の利用者からの疑問や不
安が現実のものとなっており、図書館への指定管理者制度の導入については、私は曲がり
角にきている問題だと思っております。その懸念を５点ばかりお話させていただきたいと
思います。
１点目に、図書館は地域の中核的な社会教育施設で、特に質を維持して市民の学習す
る権利を保障するため、自治体が直接責任を持って運営する機関であること。
２点目に、図書館は金銭的利益を目的にしてはならない施設 のため、営利を目的とす
る企業活動の一環にはなり得ないため、無理に利益を追求した経営に陥りやすいこと。
例えば人件費の削減、人件費は図書館にとっては大きな予算でありますので、それから店
で売れない資料の図書館への押し付けなどがあります。
３点目に、指定管理者制度は数年で管理者が代わるため 、将来の利用を見据えた図書
館の専門的職員の育成、人材育成に無責任になりがちになること。気がついた時には、市
民から信頼される調査・相談できる人材が失われ、図書館の根本が破壊することになりか
ねません。将来の世代までそのツケを残すことにならないようにしなければいけないと思
っております。
４点目は、貸出登録、貸出記録、調査相談、予約サービスなど、個人の情報を有して
おり、その利用と管理には法的責任が伴うこと。これまで、ベネッセの顧客情報の漏洩事
件等も発生しております。
５点目は、新刊雑誌は図書館で閲覧できますが、これは武雄市の例でありますが、貸
出はできません。これは、図書館法第１７条の無料原則に触れることになります。なお、
住民の知る権利を保障しなければならない図書館の雑誌のバックナンバーが保存されてい
ないことや、ＤＶＤ資料の大量廃棄など指定管理者制度を導入している図書館の利用者か
ら疑問や不安が現実のものとなってきております。
教育施設を民間企業が運営することに対して、市民の疑問や不安を抱くのは当然であ
りますが、前から図書館は、指定管理者制度にはなじまない施設であると文部科学省や総
理府の調査で指摘されていますが、自治体にとりましても教育権の保障や教育の安定性を
導入として掲げる自治体が多くなってきている事情であります。
私は、どちらかと言えば管理運営委員会等を作って検討していくことになっているの
ですが、非常に慎重にこの問題については本筋に関わる問題 を多く含んでいるだけに、い
ろいろと深い論議をしていきたいと思っております。
○委員長

管理運営に関する課題として、図書館の運営方式についてのご意見をいただ

きました。
確かに委員が言われるように図書館に指定管理者制度を導入していったことで、幾つ
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かの問題点が出ていると思いますので、ここでの書きぶりとしては、当初は直営でやらざ
るを得ないが、その後直営が良いのか、それとも別の形が良いかも含めて検討していこう
ということでございます。その結果、直営でなければいけないのであれば直営になるでし
ょうし、今ほど委員が言われたように図書館機能の確信的な部分は、なかなか民間だけで
全てが対応できるものではないと思います。ここのところは議論を深めていただきたいと
思います。やはり図書館に限らず今回、ここで整備する各施設の機能のどの部分について
は、どういった形で運営していくのか、そこはやはり民間のアイディアを取り入れるべき
でもあるでしょうし、それから長期に渡って図書館の果たす役割を考えると、あるいはそ
の他の施設についても大事なところをきちんと意識し、運営に関係する人たちが連携をと
らなければいけない部分もあると思います。
このあたりは本当に大事なところなので検討をしていくということで、書きぶりとし
てはこういう形なのかなと思いますが、今ほどいただいた意見も踏まえて今後の課題とい
う整理をさせていただければと思います。
事業費については、①と②という形で２つの概算の算出を行 い、両者の比較が可能な
形になっています。前回は、既存施設の建設費を参考にする部分と積み上げといったとき
に施設の特殊設備が入っていたり、入っていなかったりして、なかなか比較し づらく議論
のやりようがない部分がありましたが、それは改善していただきました。
○Ｈ委員

５２ページに使用料の検討が書いてありますが、この中にまちなかの活性化

に寄与するために市民会館の利用形態の１つである民間業者による催事や物販と書いてあ
りますが、市民会館で物販を行ったことは何度もあります。２、３日前も物販を行われて
いましたが、実は市内と言いますか商店街の方から自分たちの商売の邪魔をしてくれるな
というクレームが過去にあったことがあります。要するに同じような品物を売っていると
いうことで商店街からクレームが出た経緯があります。物販については、商店街が現在は
壊滅的な状態なので被らないと思いますが、物販は新しい交流センターには似合わない気
がします。それと商店街と似たような品物が並べられると商店街の同じ仕事をやっておら
れる方々に迷惑になることも考えられます。そういうことを考えると催事は大丈夫ですが
物販はいかがなものかと思いますので、新しく建てる場合は物販は止めたらどうかと思い
ます。
○委員長

この施設の基本コンセプトの１つにまちづくりがありますので、それに資す

るという意味では、いろいろな取り組みがあっても良いだろうということで書いてあると
思いますが、今のご意見について何か他のご意見等はあるでしょうか。
○Ｇ委員

今のご意見に追加させていただきますが、市民会館で物販をするということ

は、今の市民、三日市の方々だけではなく、黒部市全体の市民にとって公共の施設でやっ
ているものイコール良いものと受け取られかねないです。実際に広報で広告料をとってい
ろいろな広告を出しているのですが、その時に市民会館でこういうことをしますと一時的
に広告を掲載された方がいたのですが、少しどこまでのもの か真意がわかりませんが、良
いとも悪いとも言えないような中途半端な商品だったので、広報に掲載されているから全
てが良いとか、公共施設で販売をするから全てが良いと取られかねないので、その辺を今
度の交流センターにおかれましても最新の注意を払われた方が良いと私は思います。
○副委員長

市民会館の指定管理者の立場もあり委員のご意見はよく分かるのですが、

この市民会館が出来てから５０年になります。これまで物販は市民会館の運営の中で相当
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高い比重を持っていました。それがどんどん落ちて行き料金体系を見直したのですが、や
はりここで物販を行われる業者、過去にクレームがあったかもしれませんが、例えば、三
日市の呉服屋がここで大規模にやりたいという方もおられました。もし、商店街の営業に
影響があるのであれば慎重にしなければいけないのですが、例えば品物の品質について
は、これは一人ひとりが、なかには倒産した企業のただみたいに安い品物を販売したりし
て人を寄せる広告はいかがなものかと思いますが、市民交流センターで物販を 行えば、市
民会館で物販を行ったときは、それの目的にしか来ません。これがもし、市民交流センタ
ーで行えば、例えば図書館に来た人、あるいはサークル活動に来た人がついで に覗いてい
くということで、そういう市民交流センターの１つの、市民交流センターで行われるいろ
んな活動の１つに物販も入るのではないかと思います。というのは、市民会館にとって物
販は相当比重が大きいです。昔に比べれば少なくなりましたが、もし物販を止めるという
のであれば、それは１つの判断だと思いますが、例えば魚津市のグランミラージュでは、
呉服等の大きな物販が行われております。そういうことを考えると、内容については慎重
に、これからなんでも物販をやれば良いとは思いませんが、これから市民交流センターに
人が集まるひとつのきっかけになるような物販もあって良いのかなと思います。
○委員長

物販、あるいは広く民間による催事等で民間業者にスペースを貸し出すこと

について、１つはこれから市民交流センターが交流拠点として運営をしていく時の１つの
収入源という位置づけも出来るでしょうし、集客のメリットもあるかと思います。一方で
は、この施設の最終目的はまちづくり、まちの賑わいづくり、商店街の経営者の方々はも
ちろん、そこに住まわれる方がこういったところで様々な催し、あるいはイベント等が行
われる。ひいてはまちづくりに繋がるというところがあるかと思います。ちなみに全面的
にこれを駄目だということでもないでしょうし、それからＨ委員が言われるように周辺の
商店街の方にマイナスの影響が出るようであれば、なんのためのまちづくりなのか、ある
いは施設なのかということになってしまいかねないというところもございます。ただ、そ
こで販売、取り扱われる品物やサービスが公の施設、単なる貸しホールではなく、黒部市
が建設したこの施設というところで、その黒部市の信用も背景に商売もされるということ
があるかと思いますので、その辺はやはり慎重にしないといけないと思います。使用料の
検討もそうですし、使用料プラス中身、そういうことも含めて広く検討していくという形
で出来れば良いと思います。
先ほど副委員長が言われたように地元商店の方々が普段は自分のお店でなかなかでき
ない規模のようなことをこの施設を借りて期間を限ってやるという試みは大いにあるでし
ょうし、それから黒部市民にとってはなかなか手に入れにくもの、あるいは通常は必要が
ないが、何かの時にこういうものがあれば良いという物について、こういう場所を利用し
て提供していくことも、地元の商店街の方々とバッティングしない限りは、あってもよい
のかなと思います。
もちろん子どもたち、あるいは高齢者の方々も集まる施設なので、そこの施設でも催
事等についてはしっかりとあり方を考えていかなければいけないということだと思います
ので、この部分については使用料プラスもう少し広い意味でのあり方を検討する形で今後
の実際の運営の時の検討課題とさせていただくということでどう でしょうか。
○Ｇ委員

私は、以前に男女共同参画の会長をしており、これまで、この市民会館を何

度も利用させていただいております。と言いますのも、地区の公民館では地区の方の利便
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性を重視しておられるということで、公民館の中で は何と言いますか、利益を追求しては
いけないと言われたので市民会館やコラーレを利用していました。
今回、複合施設には三日市公民館の機能も入るということで、その辺りの整合性、ど
ういう利用者や活動であれば良いのか悪いのかということをきちんと整理していただかな
いと、三日市公民館も入ります、三日市の人以外も使えます、じゃあその目的は何です
か、良いのか、悪いのかということがいろいろあるので、きちんと整理していただきたい
と思います。
○委員長

まさにそこが、これから時間をかけて運営の部分 を考えていかないといけな

いと思います。
基本は、それぞれの施設を複合化させて１つの施設を作るので、それぞれの施設で取
り組まれてきた事、あるいは活動されてきた事は、基本的には継承していくことだろうと
思いますが、複合的な施設になったがゆえに考えないといけないこともあるでしょうし、
それから、そういう施設になったために、今まで出来なかったことが出来るということに
なってくるでしょうし、その辺りの部分について当委員会で全て細部にわたって検討する
ことは、なかなか出来ないところではございますが、今後の運営検討のところでぜひしっ
かりとご検討いただきたいということで、これからの課題として整理させていただきたい
と思います。
今、言われたことは非常に大事だと思います。物販や催事の話もそうですし、それか
ら、何が出来る・出来ないというところ、市民の方々の自由な発想でいろいろなことが 出
来るというところも確保、担保していかないといけないし、先ほどからありました公の施
設ということもありますし、子供も集まる、それから高齢者の方も集まるという施設とい
うこともあるでしょうし、何よりもまちの賑わいづくり 、それから図書館としての機能と
いうところがございますので、少し時間をかけて検討していかないといけないし、その辺
が今言ったような視点が一番の論点になるのかなと思っております。
○Ｌ委員

市民会館の物販は月に何回くらいあるのでしょうか。実は市民会館、 三日市

公民館、働く婦人の家の教室等を考えると、部屋があるからといっても、物販の場合は２
日から３日間程度利用されます。ですから、それだけの余裕の部屋があるかということが
１つ、きっと公民館と婦人の家のところだけでも部屋の取り合いになるの を覚悟はしてお
りますが、その辺が難しいのではないかと考えております。
○副委員長

現在は物販の使用率は低いです。ここで物販を行う業者は減ってきまし

た。
○Ｌ委員

今、副委員長が言われたように物販の他に、いろいろな行事が入ってきま

す。そういう行事を入れる部屋が難しいのではないかと思います。
○委員長

物販のための施設ではないことは、しっかりとここで確認させていただきた

いと思いますが、一方で物販や催事がこのセンターの運営面でのサポート、それから市民
の方々にとって有益なものである限りは、それをやっていかなければならない。その中で
限られたスペースですので何をどういう優先順位で使っていただくか、単なる民間、事業
者の方と市民の方々だけではなく、様々な機能を今回複合化するということですから、い
ろいろな目的でいろいろな方々が利用を希望されるでしょうから、そこの調整をしっかり
とする必要がありますので、原則あるいは考え方を整理していくことが大事だと思いま
す。本当に、施設が満杯で利用出来ない状態は、ある種うれしいことではありますが、そ
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の準備もしっかりしていくということだと思います。
○Ｍ委員

６３ページに記載の黒部商工会議所の入居は、まだ決まっていないのでしょ

うか。
この市民交流センターは、黒部市が自治体として責任をもっている 機能を入れるので
すよね。この黒部商工会議所は民間ですよね。そうすると建設経費はどうなるのか。そし
て商工会議所の駐車場はどうなるのか。今の７０台分に黒部商工会議所の駐車場が入って
良いのか、それにエレベーターやトイレや廊下等の共有スペースはどうなるのか。いろん
なことを考えると、民間を入れるということがどうなのかなということを疑問に思いま
す。
○委員長

まず事務局の方で私の認識が異なっていれば補足していただきたいのです

が、商工会議所がこの施設に活かされるということに関して言いますと、当委員会で今事
業費を含めて機能、ゾーニングを出している部分は、これは今ほどお話をしてご検討いた
だいている形でのゾーニングを基本とする。この委員会で考えたゾーニングの中に商工会
議所が補間スペース、削って割り込んで入ってくるという話ではないと理解しておりま
す。
○Ｆ委員

商工会議所の話が出てきましたが、商工会議所は商工会議所法という法律で

設立されている法人です。公共的法人と言われているものです。その内容としては、営利
事業をしてはならないという禁止事項が法律で定められておりますし、特定の政党を支持
することも禁止されております。その設立目的の１つ目に、一般社会の福祉の向上に資す
ることを目的に設立されているのが商工会議所でありまして 、決して民間と言えることに
はならないと思います。
○委員長

組織としては、営利を目的とした法人とは違うとご理解いただければと思い

ます。
先ほどの話ですが、この商工会議所から施設への入居、あるいは複合ということで要
望書が提出されているのは、ここに書かれているとおりでございます。ただ、当委員会と
しては、ここの判断、どのような形で入居していただき、どういう形や機能を果たされて
いくのかは、当委員会で考えるよりは、市で改めて当委員会として施設は、こういう機
能、あるいはこれぐらいのスペース、あるいはこういったものを複合化させるということ
をしっかり検討させていただいて、その上で、商工会議所の課題については、市の 方で検
討いただく形で進めさせていただくつもりです。
したがいまして、あくまで現状のゾーニング、事業費等は機能を活かすために様々な
観点からご議論いただき詳細な数字も交えて検討しておりますので、これが今ほど話をい
ただいている商工会議所の入居によって、その分のスペースがなくなることや、事業費は
市が負担する、また、そこにプラスするということではないと考えております。これは、
別途で考えていただくということであります。確かにその中で事業費やスペースの問題で
調整が必要な場合も出てくるのだと思いますが、当委員会で検討していただいたものにつ
いては、あくまでも今までご議論いただいた諸機能、ゾーニングについては 、しっかりと
提出させていただき、その上で市にご判断いただくということであります。いかがでしょ
うか。他に何かございますでしょうか。
【「質問なし」と呼ぶものあり】
○委員長

今ほど、ご意見をいただいた６２ページの使用料の検討については、使用料
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のセクションでもありますが、物販・催事のあり方についても、いろいろご意見をいただ
いたところでございます。
物販・催事については、様々な観点から検討が必要だということで、その旨を記載さ
せていただく形で記載内容につきましては、委員長、副委員長一任でお願いできればと思
います。
その他に、もう少し幅を広げた意味での運営のあり方についてご意見をいただきまし
た。その辺りのことにつきましては、運営委員会の中で詳細に詰めていただく必要があり
ますので、議事録等に記載いただき今後の議論のポイントにしたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

協議事項（２）基本構想〔中間報告〕の取りまとめについて
○委員長

それでは続いてでございますが、第５章・第６章については、このような形

で取りまとめさせていただくことにいたしまして、２番目の議題であります、基本構想
（中間報告）の取りまとめ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〔中間報告〕についてご説明いたします。この中間報告は、

本日のとりまとめの決定をうけ策定委員会から市が中間報告を受け、市において明日 １０
日から３月１１日までの３０日間パブリックコメントを実施するものであります。
基本的には、この基本構想について委員会として最終のとりまとめになりますが、今後
は、パブリックコメントでの意見を受けて必要があれば見直しを行うことになります。
これまで、記載内容については委員各位の了承を得ておりますが、これまで文書につい
てもう少し簡潔に記載すべき等のご意見を踏まえ文言の修正等を行っておりますので、修
正個所ついてご説明いたします。
まず、１ページから７ページ（２）関連する施設の維持管理コストまでの部分について
は、必要な文言の修正を行っております。
次に、
（３）公共施設の再編に関する基本計画の部分については、三日市公民館の長寿命
化部分が抜けておりましたので、記載のとおり修正しております。
次に、９ページをお願いします。
（２）庁舎跡地活用に関する提言書の主な内容について
は、記載のとおり修正しております。
次に、１２ページをお願いします。●のコアとなる施設を図書館とした理由の３つ目の・
（点）について記載のとおり文言の修正を行っております。
次に、１５ページをお願いします。（１）の基本コンセプトについて、「図書館は多世代
が利用しやすい」は当然のことでありますので削除し、その他文言の修正を行っておりま
す。
次に、１６ページをお願いいたします。
（３）交流センターの基本機能については、①の
図書館に求められる機能から１７ページ⑦のビジネス支援に求められる機能については、
それぞれキーワードとなる部分を太字のアンダーラインで記載し、わかりやすくなるよう
記載しております。
次に、１９ページをお願いします。
（４）交流センターの施設整備方針については、①か
ら③において文言の修正をしております。
次に、２１ページをお願いします。３－１図書館に求められる機能の（１）市民の文化
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力の向上に寄与する図書館の①では文言の修正を行っている他、②の子どもの成長に役立
つ図書館を目指すでは、１つ目の・
（点）の「子どもを大切にする図書館として」や、２つ
目の・
（点）の「一人でも多くの子どもたちに図書館を利用してもらい」の部分については、
少し説明がくどいところがありましたので、削除し、文書を簡潔にしております。また、
この後にも出てきます「場としての」の表現を統一的に削除し、文言の修正を行っており
ます。
２２ページをお願いします。１つ目の・
（点）の国際理解教育、帰国児童生徒からの部分
につきましては、「帰国児童生徒やから国際交流まで」を削除し、「国際理解教育等が進め
られているなかで」に修正しております。
２３ページをお願いします。
（２）誰もが気軽に利用でき、憩いの場のある図書館の①の
３つ目の・（点）については、「交流スペース等により」は、下記の具体的な施設例に記載
がありませんので、削除しております。
次に、②の１つ目の・
（点）の「市民サポート体制の構築をはじめについて 」は、具体的
なサポート体制がイメージしにくいことから削除しております。
２４ページをお願いします。
（３）時代ともに成長する図書館については、それぞ れ文書
が簡潔になるよう記載のとおり不要な部分を削除し、文書を簡潔にしております。
次に、２５ページをお願いします。３－２子育て支援施設に求められる機能については、
「子育ての知恵の伝承」とはどんなことなのかがイメージしにくいことから「アドバイス」
に修正し、
「子育て世代の理解」も意味が通じないことから「相互理解」に修正しておりま
す。
次に、
（１）子育て支援活動の機能の次世代を担う人づくりについては、ここでの人づく
りは、子どもを指すことから、よりわかりやすくするため、
「次世代を担う子どもたち」に
修正しております。
次に、２６ページをお願いします。３－３生涯学習施設に求められる機能については、
それぞれ文書が簡潔になるよう記載のとおり不要な部分を削除し、文書を簡潔にしており
ます。
次に、２７ページをお願いします。
（２）女性・青少年活動の機能については、全体に少
し回りくどい表現となっていることから不要な部分を削除し、文書を簡潔にしております。
次に、２８ページをお願いします。
（３）シニア活動の機能については、言い回し等不要
な部分を削除し、文書を簡潔にしております。
次に、２９ページをお願いします。３－４その他交流センターに求められる機能につい
ては、（１）市民活動支援の機能の人々が集まり交流することでの朱書き部分については、
具体的なイメージや行動がわかりにくいことから、「市民活動を行う団体や個人と協力し
ながら様々な課題解決やビジョンの共有化を図り、市民活動をサポートする施設や設備を
つくります」に修正しております。また、②の気軽に立ち寄れる施設を目指すについても 、
全体に少し回りくどい表現となっていることから不要な部分を削除し、「市民活動を志す
団体や個人が気軽に立ち寄り、市民活動の様子に触れることができる機能が求められます 」
に修正しております。
３０ページ、３１ページは文言の修正を行っております。
３６ページをお願いします。⑥の読み聞かせコーナーの面積については、記載のとおり
「子育て支援施設」を「子育て支援センター」に修正する等文言の修正を行っております。
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３７ページをお願いします。
（４）生涯学習・市民活動・ビジネス支援の規模設定につい
ては、記載の「等のスペースが必要であり」を削除し、文書を簡潔化しております。
３９ページをお願いします。③調理室の面積については、ここでは面積についての記載
するものであり、調理台の台数は関係ないことから調理台７台を削除しております。
４０ページをお願いします。４０ページは記載のとおり文言の修正を行っております。
４６ページをお願いします。
（４）施設配置の決定の図書館を３階、４階に配するＡ案を
採用する部分につきましては、前回の会議では緑色のなお書き部分については 「Ａ案を採
用する理由の最後に記載していたものをこの部分に移動し、ゾーニング計画や基本・実施
設計にあたっては、Ｂ案の「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」
などのメリットについては、施設を管理運営していく中で大変重要であると考えられ、Ｂ
案のメリットを取り込んだゾーニング計画、基本・実施設計となるよう検討していくこと
が望ましいと考えられます」に修正しております。また、Ａ案を採用する理由部分につい
て、記載のとおり、ですます調に修正しております。
次に、４７ページをお願いします。⑥では、前回の会議でご提案いただいた防犯上の観
点についてを新たに加え、「いろいろな人が出入りしやすい１階に子育て支援センターや
児童図書コーナー等を配置するよりも上層階に配置した方が、不審者等から子どもを守り
やすい等、防犯上の利点があります」としております。
以下、５１ページまでは修正はありません。また、第５章及び第６章については先ほど
協議いただいたとおりであります。説明は、以上です。
○委員長

先ほどご議論いただきました第５章から第６章の修正部分と合せまして、た

だ今説明いただいたところを中間報告という形でパブリックコメントに出すという提案で
ございます。
これまでご議論いただいたところから文言の整理、言い回しをできるだけ簡潔にし
て、メッセージが伝わりやすいように工夫お願いしておりました。お気づきの点、どこか
らでも結構でございますので、ご指摘いただければと思いますが、いかがでしょうか。
先ほど事務局から不要な部分を削りましたと言われましたが、不要というわけではあ
りません。それぞれの１つひとつのフレーズには、それぞれの思いが込められているので
すが、それを書くとかえって伝わりにくくなるかもしれないということで、簡潔にさせて
いただいたということであります。
内容については既にご検討いただいておりますので、大よそご理解をいただいている
と思いますが、細かな言い回し等があればお聞かせ願いたいと思います。
○Ｐ委員

２５ページに写真が３つありますが、右上の写真の説明が写真の中に入り込

んでおります。
○委員長

事務局は修正をお願いいたします。

○副委員長

全体の中間報告としては、骨格もきちんと定まったと思います 。また、ゾ

ーニングもきちんと定まったと思います。
ゾーニングについてはいろいろ意見がありましたが、これはこれからの図書館、ある
いは生涯学習的な機能や運営的なことについては、別途、委員会が設けられるかどうか分
かりませんが、中間報告とはいえ、もう少しこの新しく出来る市民交流センターのイメー
ジアップといいますか、メッセージ性を簡単でいいので盛り込んだ方が良いのではないか
と思います。
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パブリックコメントを求める時、市民に対して何を目指して作るセンターなのかが、
メッセージとして伝わるような文言がほしいと思います。今回、図書館をコアにしており
ますが、ただ図書館をコアにするだけではなく、子育て支援センターと融合して子どもと
子どもの子育てとの一体管理、これは他の図書館、他の自治体でもやっているかも しれま
せんが、新しい試みであると思います。子どもを大事にするということと、若干ゾーニン
グに関係してくるのですが、２階が生涯学習センター的な部分でありますが、何か２階の
イメージがもうひとつパンチがないと言いますか、今まで市民会館、三日市公民館で行っ
ていたものをそこに移して行うということだけではない、これからの後期高齢者社会を迎
えた中で生涯学習はどういうことを目指し、どんな役割があるのかを１行か２行でいいの
で、各項目の施設の部分で少し記載する。
図書館もコアと言っていますが、どういう魅力的な図書館を目指すのかデータ的な部
分は十分整理されておりますので、少しメンタルな部分で色をつけてほしいなという感じ
を受けておりました。
○委員長

当委員会でご検討いただいたことをもう少しメッセージとしてクリアに出し

ていってもいいのではないかというご意見だと思います。
○Ｅ委員

４７ページの⑥です。センターの安全性については、もっともそうだと思い

ます。ただこの文書の中で避難する場合はどうなのかと、３階からエレベーターで避難す
るのか。私たち現場の者とすれば１階で、すぐに外に出て助けを求める。すぐ避難でき
る、それから防犯にしてもそうです。その辺の安全性について両面でどうなのかというこ
とをお聞きします。
○委員長

今ほどいただいたご意見で、それぞれでどのようなものを配置するかという

ことで、メリットもあれば懸念される点等があるということだと思います。
どうでしょうか。今回このような形で書き加えたのは、前回もご意見がありました。
我々はとしてはＡ案を採用するにあたって、こういうところを考えてやりましたというと
ころで、ひとつ根拠というか理由、そういったところを 記載したところでございます。た
だし、今ほどの意見も当然出てくるかと思います。ただ、Ａ案、Ｂ案を比較検討していた
だいた中でＡ案を採用した根拠について、ひとまずメッセージというか伝えてパブリック
コメントを受ける。当然その中では、今ほど言われた観点からのご意見が出てくるかもし
れないし、それを受ける形の方が良いのではないかと思っております。
いかがでしょうか、Ａ案、Ｂ案でいうとＢ案で検討されたメリット、あるいはＢ 案で
こういう施設を作りたいという思いは非常に大切なので、４５ページで付け加えたＢ案の
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ということで、今ほど委員が
言われたことは込められているのではないかと思っております。安全性という言葉で少し
表現をさせていただいております。
一方で、Ａ案について前回委員会でご指摘いただいた上層階に子育て支援センター、
児童図書コーナー等を配置するメリットがあるということで併記させていただきました。
Ｈ委員

ゾーニングが決まった後から言うわけではありませんが、４７ページに参考例

として各施設の建物階数と図書館の配置階数が書いてありますが、上層階に図書館が配置
されているのは、８階建てや１１階建の大きな建物ばかりです。５階建てまでなら１階、
２階と書いてあるのですが、これは役所の言い訳にしか 聞こえないような気がします。
このため、この資料を記載する必要があるのか。私に言わせれば人口形態も違います
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し、住んでいる人口も違います。このため、こういう資料を載せる必要があるのかどう
か、どのくらいの人口規模か分かりませんが、豊洲の施設も１１階建ですし、そういうこ
とであるとするならば、役所の言い訳で、高層階にあるのは、８階建てとか１１階建てで
あります。黒部市の４階建ての施設で参考になるのかどうか、この辺も含めて、こういう
施設がこうだから３階、４階に作りましたとはならないと思います。このため、こういう
資料を掲載する必要があるのかどうか、私は、交流センターを上層階に配置するのは分か
りますが、こういった資料を載せる必要はないと思います。 決して、ゾーニングを変えて
くれとか、Ａ案をＢ案に変更してくれということではありません。皆さんで決めたので３
階、４階というのは分かりますが、この資料の取り扱いについて事務局に聞いてみたいと
思います。
○委員長

ここの参考の記載を削除した方が良い、参考にならないとのご意見だと思い

ます。ここでご議論いただき削除した方が良いということであれば削除も選択肢だと思い
ます。
○説明員

今、委員が言われたことは、削除することも可能だと思っておりますが、議

論の経過として１階、２階に図書館があるべきだというご意見もあったことの中 での議論
で、こういった施設もあるということをお示ししたものでありま す。役所の理由でこうし
ているということは決してございませんので、その辺は皆さんのご判断をいただければと
思います。
○委員長

役所の理由ということですが、私が役所の理由で記載するのであれば、この

建物階数は取ります。それで、図書館の階数だけを見ていただいて「３階、４階でしょ
う。」とすると思います。
○Ｈ委員

５階以下は全部、１階、２階に図書館が配置されています。その辺を含め

て、皆が見て疑問を持たないように、不信を抱かないようにきちんとやるべきだと思いま
す。
○委員長

これを根拠に当委員会で決めたと言われるのは、若干心外なところもあると

思います。実際にこれを見て、これが決め手になってゾーニングを決めたという ことでは
ございません。これが決め方に際して誤解を招くのであれば、削除した方が 良いと思いま
す。他の図書館の事例をきちんと見ていただくということであれば残しても良いという選
択肢もあるかと思います。
今ほど、Ｈ委員から削除した方が良いのではないかというご意見がございましたが、
残しておいた方が良いというご意見はございますか。あるいは、削除した方が 良いという
ことがあればお願いします。この場で削除するかどうかを決めさせていただきたいと思い
ますが、いかがでしょうか。
○副委員長

これまで塩尻市等の施設を視察してきましたが、複合施設は図書館の他に

いろんな機能が入っており、それを書かないと図書館だけが上の方が良いという、 Ｈ委員
が言われたように、４階建以上の施設の図書館の階数は、２階以上に配置している施設が
多くみられますと、何か誘導的な印象があるので、載せるとすれば図書館以外にどんな施
設があるかも記載し、それから、例えば８階や１０階のところでは確かに図書館が上層階
にありますが、４階以下の図書館はむしろ低層階に図書館を配置しているので、この文章
はＨ委員が言われるように少し誘導的な印象を与えると思います。もし載せるのであれ
ば、もう少し丁寧に記載する必要があると思います。
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○委員長

いかがでしょうか、このままであれば削除するというご意見だったと思いま

す。後ほど説明いただくパブリックコメントの日程とも関係してくると思いますが、パブ
リックコメントは明日からでありますので大規模に書き加えていただくことは少し対応し
がたいのではと思います。もし、書き加えてこういう情報もきちんと最終 的な報告書に載
せて、今後の検討に役立ててもらうべきだということであれば、現段階では、削除したう
えで、パブリックコメントを終えて最終案を出す段階で少し他の施設との関係をきちんと
載せるという選択肢もあるかと思います。
どうでしょうか、削除することに明確に反対というご意見がなければ削除し、パブリッ
クコメントに付す形にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
【「異議なし」呼ぶ者あり】
○委員長

それではご異議がないようですので、４７ページの参考「複合施設の図書館

階数」については、本文、表ともに削除し、パブリックコメントに付すことにさせていた
だきたいと思います。
それから、先ほど副委員長からご意見をいただいた 部分について事務局にお聞きした
いのですが、これは概要版みたいなものはなく、これだけを出す予定ですね。
○事務局

今のところその予定です。

○委員長

概要版みたいなものを出すのであれば、エッセンスだけを抽出しお示しすれ

ばもう少しわかりやすく伝わるというところもございましたが、これをそれぞれの文言 に
若干付け加えることでいかがでしょうか。スケジュール的なものもあるかと思いますが。
○副委員長

昨年の夏に、旧黒部庁舎の跡地をどう利活用するかということで、図書館

をコアとした施設を方針としました。その時の文言は、この中にも部分的には全て出てき
ているのですが、頭になぜこの図書館をコアとした施設としたかの理由が４点くらい書い
てありますが、それを１ページが旧黒部庁舎跡地の現状では少し図書館をコアとした施設
のイメージがしにくいので、１ページ目を何か工夫すればどうかなと思います。
○委員長

最終案の段階では、恐らく私が一文、書くことになると思います。現段階で

は、なかなかそこのところを書ける状態ではありません 。それからそこについてもパブリ
ックコメントを受けたうえで、そこでのご意見を反映させた 内容で、最終的に当委員会と
して提出したいと考えております。最終案で出す形でお願い出来ればと思います。他にお
気付きの点はございますか。
○Ｊ委員

先ほどの副委員長の話と近いのですが、パブリックコメントを行い市民の意

見をいただくために市民が見られた時のイメージとして例えば、１５ページから１８ペー
ジくらいに比較的分かりやすい表現でこの「市民が集い学ぶ交流の拠点」という表現で綴
ってあるわけですが、特に１８ページにイラストにまとめてあるのですが、少し言葉を選
ばずに言いますと、ここから受けるイメージからは新しいものが感じられません。単に複
合の施設、今ある４つの施設を集めてぐるっと回っていますが、交流するイメージでいう
と、ここで一緒になることによって交流の拠点として生まれるものが何処にも書いてあり
ません。ですから、やはり複合で交流の拠点とするからには、それぞれバラバラにしてあ
ったものが一緒になるメリットみたいなものが大きくうたわれるべきでしょうし、そこに
夢とか希望みたいなものが、イメージでも良いのでうたわれていないと、これを見ても単
に今ある古い建物、老朽化した施設を４つ集めて作ったみたいなことになりかねない。私
どもが一生懸命考えたことを表現することは大変難しいところではありますが、交流する
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ことによって生まれる夢や希望や、最近さかんに言われております個人の社会的孤立みた
いなものが交流によって救われる部分があるのでしたら、そういうことをうたっていく、
それぞれを見てもやはり新しさとか斬新な表現とか がほとんどないので、申し訳ないです
が聞いたことがある文言しか書かれていない。そこに新しい交流が生まれる息吹みたいな
ものも感じられない。それでは、パブリックコメントをしようと思っても建設的な意見が
なかなか出てこないのではないかと懸念しておりま す。副委員長の話と近いのかもしれま
せんが、イメージ的なところでもう少し何か工夫すべきではないかと思います。
○委員長

いかがでしょうか。先ほどパブリックコメントのスケジュール的なことを若

干頭の中に置きながら話をさせていただきましたが、今ほどの点についても検討するとい
うことになれば、もう少しだけパブリックコメントを後ろに 移すことは可能ですか。今ほ
どＪ委員が言われたことは検討もしておりますし、中では書かれております。その書かれ
ているものを、この機能イメージにもう少し補えないかというところだと思います。例え
ば、１８ページのイラストに１５ページに図書館と子育て支援が融合する施設という表現
がありますが、その融合というところがもう少しメッセージとして伝わるような形で何か
書き込めないのかということもあると思います。パブリックコメントは、一定期間を保障
することが基本だと思いますので、そうそう日程的には調整が難しいところがあるかと思
いますが、いかがでしょうか。
○事務局

日程的になかなかきついのですが、２、３日程度であれば可能かと思いま

す。実際に次回の委員会の日を先般皆さんにお知らせしておりますが、パブリックコメン
トの必要日数も定まっていますので、基本的には今ほどＪ委員が言われたとおり１５ペー
ジを皆さんにも何度ご議論いただき作っていただきました。このため、１８ページのイメ
ージ図については、委員長、副委員長と協議しながら修正する時間をいただ ければと思い
ます。
１日、２日でこのイメージ図が大きく変わることにはならないのですが、少なくと
も、今ご指摘をいただいた内容を踏まえた形で少しでも改善できるような形にさせていた
だきたいと思います。
○Ｉ委員

私もここから生まれてくる価値や目的が見えにくいと思うのが１点、１７ペ

ージの⑦のビジネス支援の機能の部分がほとんど見えない。特に右側に書いてある図書を
利用したビジネスに関する情報収集、図書館の書物で勉強してくださいというのが本当に
ビジネスの支援、その左に書いてある起業する人を支援する機能に答えとして提示しきれ
ているのかなと思います。この部分も１８ページの部分でやはり夢や希望というのもあれ
ですが表現できていない。特にその具体的に何が出来るのかが不足していると思います。
今回、商工会議所が、もしかしたらというのは書けないのかと思いますが、書けない中に
もこういった計画があるということを組み合わせれば凄い価値になるのでは ないかと強く
思うので、書けないにしても構想として反映させておくのが今後の道筋として 良いのでは
ないかと思います。その辺りはどうなのでしょうか。
○委員長

⑦で具体的にもう少し見えてくるものがあればというご意見だったと思いま

すが、今ほど委員が言われたように商工会議所との関係 が若干係わってくることも出てく
るかと思います。この交流センターの機能イメージの中にビジネス支援ということが書か
れていること自体がメッセージとしては強いのかなと思います。普通は出てこない話なの
で、その後で商工会議所との話、先ほど申し上げたようなスタンスでご理解いただいてお
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りますので、そこはここでそれを含めた形の細部の検討はなかなか踏み込んだ形で記載す
るのは難しいと思いますが、ビジネスが１つ入っていることでメッセージとして伝えてい
るというこれまでのご議論を踏まえてのメッセージの仕方というところなのかと思いま
す。ただ、仮に商工会議所が入居されたことにより、何がもっと広がるかについてはいろ
いろな事が考えられますが、そこは今後、市の方で検討されていくということなので、そ
こで行う。ひとまずこの段階でメッセージとして出して、逆にパブリックコメントで新た
な提案があれば、この委員会で反映させていくのか、その次の段階で、あるいは市当局
が、商工会議所と話し合いを進めていくなかで反映されるのかというところでご検討いた
だくというところが、今までの議論を踏まえての話になるのかなと思いますが、いかがで
しょうか。
○Ｉ委員

そうですね。もし何か付け加えることが出来ればと思い話ましたが、事務局

の考えもあると思うので、表現の方は一任したいと思います。
後、もう１点だけすいません。私は、ずっとこのゾーニング計画で ワイファイ機能が
使えるのかと考えておりましたが、これは計画的にはどうな のでしょうか。今後、２０
年、３０年後を見据えるとワイファイ機能は必須ではないかと思いますが、４階だけなの
でしょうか。
○事務局

こういう時代なので全館対応になると思います。

○委員長

いかがでしょうか。いろいろな観点からご議論いただきましたが、基本的に

これまでの委員会でのご議論を踏まえて１つひとつ確認をさせていただきながら進めさせ
ていただきました。今、若干修正や書き加える部分のご意見をいただきましたので、そこ
については対応させていただくということで、ひとまずこちらを当委員会の成果としてパ
ブリックコメントに委ねたいと思いますが、いかがでしょうか。
【「異議なし」呼ぶ者あり】
○委員長

ありがとうございます。若干の加筆部分については、委員長、副委員長に一

任させていただければと思います 。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

協議事項（３）パブリックコメントの実施について
○委員長

続きまして、（３）パブリックコメントの実施について事務局から説明をお

願いします。
○事務局

それでは、
「市民パブリックコメント」の実施についてご説明いたします。資料

２をお願いいたします。
まず、１の目的については、交流センター建設の実現に向けた取り組みの基礎資料とな
る基本構想を取りまとめるにあたり、市民への公表とともに意見を求め、今後の審議の参
考とするため実施するものであります。
次に、２のパブリックコメントの対象でありますが、今ほどご審議いただいた基本構想
の（中間報告）全般を予定しております。
次に３の意見提出者の要件については、市内在住、在勤者、納税義務のある方としてお
ります。
次に、４の意見募集期間は、明日２月１０日から３月１１日までの３０日間としており
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ますが、先ほどの協議を経て、委員長、副委員長と協議のうえ、数日遅らせることをご理
解いただきたいと思います。
次に、５の意見の提出方法については、郵送・持参、ＦＡＸ、Ｅメールでの提出として
おります。
次に、６の対象資料の提供方法については、市ホームページでの掲載他、市役所、図書
館、地区公民館での閲覧を予定としております。
次に、７の意見提出上の留意点については、１つ目に、提出された意見に対して基本構
想を修正したときは、修正内容をホームページに掲載する他、市役所において閲覧に供す
ることとしております。２つ目に、意見に対する個別の回答は行わないこと、３つ目に電
話での意見は対象外としております。
次に、８のその他については、本日配布の市民パブリックコメント手続実施要綱に準拠
し実施することとしております。また、提出用の参考様式については、裏面のとおりであ
ります。説明は以上です。
○委員長

今ほど事務局から説明がありました期間、方法等でパブリックコメントを実

施したいということ、それからこの様式やスケジュール等につきましては、市の要綱に従
っていくということであります。何か、ご質問、ご意見はございますでしょうか。
【「質問なし」呼ぶ者あり】
○委員長

それでは、今ほどの中間報告の若干のとりまとめの修正がございま したし日

数的なこともありますが、この要綱に従った形でパブリックコメントを実施する形にさせ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

協議事項（４）その他
○委員長

それでは、（４）のその他について事務局から説明をお願いします。

○事務局

事務局から１点お願いいたします。

次回の第８回委員会につきましては、３月１４日（火）午後２時からここ市民会館にお
いて、パブリックコメントの整理と基本構想への反映、協議を行うことと予定しておりま
す。年度末のお忙しい時期とは思いますが、ご出席いただきますようお願い申し上げます。
事務局からは、以上であります。
○委員長

次回の開催日程等についてご質問はよろしいでしょうか。
【「質問なし」呼ぶ者あり】

○委員長

次回は、このパブリックコメントを受けての検討になろうかと思いますので

よろしくお願いいたします。
それでは、本日予定しておりました協議事項は全て終了いたしました。せっかくの機
会でありますので全般を通じて何かございましたらご発言いただきたいと 思いますが、よ
ろしいでしょうか。
○Ｍ委員

すいません、最後に自分の意見、私は公募委員ですので出来れば市民の意見

を述べさせていただきたいと思っています。１月２３日に意見用紙に私の気持ちを書いて
提出いたしました。その内容を少し読ませていただきます。
１回から資料を全て読み直してみました。最初は市長からの諮問でした。諮問とはな
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んだろうと、本当に私はこういうことが全然分からず諮問を広辞苑で調べてみました。諮
問とは、「こういうことについて検討してくれと、そして相談して意見を出してくれとい
うことが諮問」だそうです。
市長は、図書館をコアとした交流センターを作ることに対して諮問してくれと、皆さ
んと相談してくれという委員会だと思います。最初から「そうだ、そうだ」と、それあり
きの委員会ではないのではないかと思います。公募委員の募集要項で１番最初に掲げられ
ているのが、市民の参加を促し、その意見を反映させることを目的に委員会の委員を公募
しますと書いてありました。
このため市長はこう思っているが、私の意見を言ってもいいのだと思い参加させてい
ただきましたが、自分の気持ちと策定委員会の中での話がなかなか 上手くいかないので意
見用紙を提出させていただきました。
よく考えてみると、まず駐車場の問題、会議室が取り合いになるという問題について
は、本当にこれでよいのでしょうか。
まず、駐車場の７０台で少し聞いてみたのですが、三日市公民館のサークルは最低２
時間、施設を利用されます。子育て支援センターの方はだいたい２時間くらい子どもたち
を遊ばせて相談したり買い物をしたりされます。図書館の利用者は３０分から１時間、そ
の他いろいろな会議が重なれば全くもって７０台ではいかがなものかと。今はまだまだ車
社会です。このため、駐車場のないところに人は集まりません。商店街が寂れていった１
つの理由にそれが大きく関わっているのではないでしょうか。郊外型のショッピングセン
ターには駐車場がたくさんあり、そういう所に人が集まるのではないでしょうか。駐車場
をいろんな所に求めてみても果たして子どもたち、母親、高齢者に来ていただけるでしょ
うか。３分、５分歩いて、市の職員駐車場を使えば 良いと言われますが、踏切を渡って来
れるでしょうか。そういうことを熟慮いただきたいと書きました。
また、余談になりますが、私は地区の新年会に出席しました。そこで、議員がはっき
り言われました。図書館は市民会館の跡地へ、子育て支援センターは、今大変喜ばれてい
るのに、なぜメルシーから動かす必要があるのか。コラーレに市民会館的機能を持たせる
と建てたのにも関わらず、なぜその役割が果たされていないのかということを、私の地区
は村椿ですが、村椿地区の新年会で言われました。私は、もっともだなと思いました。
財政的に１つを混み込みにしてしまえば安上がりですが、今、たった幾らかのお金を
節約して２０年後、３０年後に「あちゃー」ということになる思いはないでしょうか。
「狭くて使いにくい」とか、「なぜこんなふうにしてしまったのか」と公募委員にな
ったにも関わらず自分自身を責めてしまうのではないかと思って、考えれば考えるほど、
頭がぐちゃぐちゃになってしまい、紙に書いて提出いたしました。
この出来あがっている中間報告を見ると、まだまだ自分自身納得はいきませんが、パ
ブリックコメントを聞きながら、また自分の気持ちを整理していこうと思います。 出来れ
ば、委員の中に少し納得いかない委員がいるということを是非反映していただきたいと思
います。
○委員長

今ほどいただいたご意見でございますが、私たちとしては、この施設、交流

の核となる複合的な施設を作るとしたら１番良いものを作りたい 。その中での基本的な構
想をご議論いただいているところでございます。
それぞれの委員には、それぞれのお考えやご意見等があり、その中で１つの報告書と
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して、この委員会で考えてきたことを取りまとめた形になっているということでございま
す。その中で当然、それぞれの委員におかれましては、それぞれの立場やお考えの中で、
当報告書と少し違っている、あるいは異なっているご意見もあるかと思います。ただ、そ
の中での代替として、こういう形で市民の方々に基本構想を問うてみようという形で進め
てまいりました。
委員が言われているところ、それからご発言の内容等については、議事録等にも載っ
ていることかと思います。逆に言うと我々が、いろいろな意見を持った方々が集まって、
１つのものを出したということを重く捉えて市民の方々にメッセージとして出していきた
いと考えております。パブリックコメント後も当委員会がございますので、引き続きご検
討していただければと思います。これは全ての委員の方々についても同様であります。少
しでも良い施設を作りたいという思いは全員共有していると考えておりますので、また引
き続きご議論いただければ思います。他に何かございますでしょうか。
【「発言なし」呼ぶ者あり】
○委員長

無いようですので、ここで議長の役目を終えさせていただきます。委員の皆

様方には長時間にわたり議事の進行にご協力いただきましてありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

閉
○事務局

会

これをもちまして、「第７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３時５０分
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