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     （仮称）くろべ市民交流センター 

      管理運営計画策定委員会  

    ワークショップ 
概 要 

資料３ 



黒部市における合意形成の手順について 2 

平成30年3月6日（火）に開催された、第1回（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会の資
料より抜粋 



「ワークショップへの議論へ経て、委員会に置
いて確認する項目（A項目）」の議論の流れ 

【ワークショップ】 

管理運営計画の決められ
た項目について議論 

【ワークショップ後の 
策定委員会】 

ワークショップで議論され
た内容について議論・提案 

【次の策定委員会】 

前回の策定委員会で議
論・提案した内容に基づき、 
管理運営計画を確定 

3 



ワークショップとは 

ワークショップとは 

        
    ・ただ一方的に意見を主張する場 
    ・あらかじめ定められた結論の合意の場 
 
 
    ・コラボレーション（協働・協同）によって 
     アイデアを創り出す場 
 
 

  市民のみなさんひとりひとりが、施設づくりやまちの運営に、 
主体として参加するための機会となります。 
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ワークショップの5つの特徴 

身体性 
体を動かす 

協働性 
一緒に作業

する 

創造性 
新しいもの
を生み出す 

共有性 
想いを伝え
合う 

プロセス
重視 

創っていく
過程を大切
にする 
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ワークショップの役割 

  交流センターについて、みんなで考え、 

  関わり続けていくための契機（きっかけ）とします 
 
    黒部市での暮らしを生き生きとしたものにするために…… 
 
        ・ 「サードプレイスとして」として 

        ・ 「情報発信の場」として 

        ・ 「創造の場」として 
 
    施設をどのようにつくり、 
    どのように利用していけばいいのだろうか？ 

ワークショップの位置づけ（役割）その1 
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ワークショップの役割 

市民が主体となってワークショップに参加し、 
地域の可能性を再発見することで、 
 
  地域に開いた新しい図書館を 
       創造していくエンジンとなります。 
 

ワークショップの位置づけ（役割） その2 
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市民ワークショップを行うと何が変わるの？ 

年齢や立場が違うメンバーが協働で創
造的作業に取り組むことで、個別 
（わたし）の課題ではなく、地域全体（わた
したち）の課題を見つけ出すことができま
す。 

①わたしたちごと化 ②固定観念（思い込み）を揺さぶる 

× 

市民がこの相互コミュニケーションと協働創造を体験することで、 
今回の図書館づくりが「わたしたち」ごとであるという意識を持つことが 

できます。その結果として、協働的行動や合意形成へとつなげていきます。 
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相互コミュニケーションと協働創造の場
としてのワークショップに参加することで、
参加者それぞれの固定観念（思い込み）
を壊し、創造的な解決策が生まれやすくな
ります。 



ワークショップのスケジュールと内容 

 2018年3月6日（火）に開催される第1回策定委員会
の提出資料にあるスケジュールと内容で進めてい
きます。 

 第1・2回ワークショップ（4月）昼の部・夜の部 

 事業運営方針 

 第3・4回ワークショップ（6月）昼の部・夜の部 

 事業計画（図書館機能） 

 第5・6回ワークショップ（8月）昼の部・夜の部 

 事業計画（子育て支援、生涯学習、市民活動、ビ
ジネス支援、その他） 

 第7・8回ワークショップ（10月）昼の部・夜の部 

 物販の実施の可能性、開館時間、休館日の設定、
市民参画の推進 
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ワークショップの時間帯と会場 

時間帯： 

 昼の部：14:00～16:00 

 夜の部：18:30～20:30 

会場： 

 市役所、市民会館等、参加者が集まりやすい場所 
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事前配布資料 

 （仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想 

基本構想を踏まえて管理運営計画が策定されるため、参加者の
皆さまには基本構想を呼んでいただいたうえご参加いただきます。 

管理運営計画（素案） 
管理運営計画（素案）は事前配布しますので、意見を用意してきて
もらいます。 
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ワークショップのテーマ 

1・2回 
• 「くろべ市民交流センター整備について知る」セッション 

3・4回 

• 「大切な人が、どのように図書館を使うかを考える」セッション
（図書館） 

5・6回 

• 「大切な人が、どのように他の機能（子育て支援、生涯学習、市
民活動、ビジネス支援、その他）を使うかを考える」セッション 

7・8回 
• 「私たちができること」を考えるセッション 
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第1・2回ワークショップ 

目的・位置づけ 

目的 

 参加者である黒部市民が（仮称）くろべ市民交流センターの施設整備の方針を正しく理
解する機会とします。 

 策定委員会提示素案「3 事業運営方針」についての議論が行われ、ワークショップで議
論の内容を基に策定委員会提示素案をよりよいものに練り上げていきます。 
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第1・2回ワークショップ 

プログラム：夜の部を例に 

時間と項目 内容 

18:30-18:50 
オリエンテーション 

（20分） 

• ［全体］市からの挨拶と趣旨説明（5分） 

• ［全体］ オリエンテーション「本日の内容について」（5分） 

• ［全体］自己紹介（10分） 

18:50-19:10 
「くろべ市民交流センターにつ

いて」 
（20分） 

•  ［全体］（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想（10分） 

•  ［全体］（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画メインコンセプト（5分） 

•  ［全体］質疑応答（5分） 

19:10-19:20 
休憩 
（10分） 

 

19:20-20:20 
「事業運営方針」の 
ディスカッション 

（60分） 

•  ［グループ］管理運営計画（素案）「3. 事業運営方針」についての疑問点、改善点
について議論する（事前に書いてきていただいた内容を発表してもらう） 

20:20-20:30 
閉会 

•  ［全体］閉会の挨拶、次のワークショップについての事務連絡 
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第1・2回ワークショップ プログラム詳細： 
オリエンテーション 

［全体］挨拶と趣旨説明（5分） 

 挨拶と趣旨説明をします。 

［全体］ オリエンテーション「本日のプログラムについて」（5分） 

  本日のプログラムの流れを説明します。 

［全体］自己紹介（10分） 

  参加者全員にご所属、お名前を他の参加者にお伝えする等、自己紹介をお願いします。 
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第1・2回ワークショップ プログラム詳細： 
「くろべ市民交流センターについて」 
 
 ［全体］（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想（10分） 

［全体］（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画 メインコンセプト（5分） 

 管理運営計画策定の土台となる「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」の重点
ポイントを確認します。 

 （仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画のメインコンセプトについて確認します。  

［全体］質疑応答（5分） 

 5分間の質疑応答の時間を取ります。  
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H23.3「黒部市図書館建設検討委員会」 
（H22.5～H23.3 計7回開催）  ●黒部市立図書館建設基本構想提出 

これまでの流れ 

H27.8「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」 
（H26.6～H27.8 計８回開催） ●提言書において活用案３案を提示 

   

「黒部市庁舎跡地活用検討会」（庁内組織） 
（H27.11～H27.12 計３回開催） 

●提言書の内容を基に「（仮称）くろべ市民交流センター」の概要をシュミレー 
ションし、庁内組織での方向性を決定し、市長に報告 

１２月定例会において市長が「（仮称）くろべ市民 
交流センターの建設を目指す」ことを表明 

 

 ●図書館をコアとした複合施設「（仮称）くろべ市民交流センター」 
 ●複合させる施設は、図書館に現在の「三日市公民館」・「働く婦人の家」・「市 
  民会館」の３施設の機能に加え、「キッズスペース」を複合させる 
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H28.6「 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本
構想策定委員会」（庁内組織） 

 
市議会においても「(仮称)くろべ市民交流センター建設検討委員会」を設置 

H29.3「 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本
構想策定委員会」（民間委員） 

（H28.7～H29.3 計9回開催） 

●図書館を核とし、5機能、7分野の機能を持たせる 
 5機能：図書館、子育て支援、生涯学習支援、ビジネス支援、市民活動支援 
●基本コンセプト『市民が集い学ぶ文化・交流の拠点』 

H29.6「 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本
構想」市議会にて議決 
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H30.3.26「 (仮称)くろべ市民交流センター管理運
営計画策定委員会」U-18ワークショップ 

（H30.3～H30.7 計2回開催予定） 

●第1回U-18ワークショップを開催。桜井高校生15名が参加。高校生が、旧庁舎周辺
で勉強場所等居場所を求めているニーズ等を把握。 

H30.4.24「 (仮称)くろべ市民交流センター管理運
営計画策定委員会」ワークショップ 

（H30.4～H30.10 計8回開催予定） 

●第1・２回ワークショップを開催。15名のメンバーが昼・夜2回のワークショップのどち
らかに参加。合計8回開催予定。 

H30.3.6「 (仮称)くろべ市民交流センター管理運営
計画策定委員会」設置 
（H30.3～H31.2 計7回開催予定） 

●第1回委員会を開催。富山大学地域連携推進機構の藤田氏が委員長に就任。 
●庁内組織「(仮称)くろべ市民交流センター庁内検討会」を設置し、並行して庁内検討を
実施する。 
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（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の概要（ハード前提条件） 

●施設建築物の概要 

敷地面積 約4,100㎡ 

建築面積 1,600.㎡ 

延べ面積 6,400㎡ 

階  数 地上４階 

●駐車場の確保  

100台の確保に
努めます。 

●概算工事費 
（目安） 

27～28億円と
想定します 

■フロア毎の機能別面積の目安■

諸室
１室当り
面積

室数 合計面積

一般図書コーナー 800 1 800

ＰＣ、ＡＶコーナー 100 1 100

郷土資料コーナー 100 1 100

談話・休憩スペース 50 1 50

学習室 100 1 100

レファレンス・企画展 50 1 50

◆共用空間 400 1 400

小計 1,600

児童図書コーナー 400 1 400

読み聞かせコーナー 80 1 80

キッズコーナー 140 1 140

子育て支援センター 200 1 200

新聞雑誌コーナー 100 1 100

貸出カウンター等 60 1 60

図書館事務所 100 1 100

配本作業・閉架図書 120 1 120

◆共用空間 400 1 400

小計 1,600

和室 60 1 60

調理室 100 1 100

会議室・研修室（小） 60 1 60

会議室・研修室（中） 100 3 300

閉架図書 440 1 440

◆共用空間 640 1 640

小計 1,600

多目的ホール 300 1 300

会議室・研修室（小） 60 3 180

会議室・研修室（中） 100 2 200

防音スタジオ 40 3 120

飲食施設 60 1 60

総合受付・管理事務所 100 1 100

◆共用空間 640 1 640

小計 1,600

6,400

４
階

３
階

２
階

１
階

４階 

３階 

２階 

１階 

知の泉・ライブラリーゾーン 

おやこライブラリーゾーン 

人生の充実ゾーン 

交流と賑わいゾーン 

●フロア毎での機能
区分  

利用者の利便性
を考慮し、フロ
ア毎に機能する。 
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「サードプレイス」 

～家でも、学校や会社でもない、第3の自分の居場所～ 

サードプレイスは、「居心地がよく、行きたくなる場所」「予約不要
でふらりと立ち寄れる場所」「帰りたいと思ったら、いつでも帰れば
よい場所」「ひとりでも、他の人と一緒で楽しめる場所」であり、家
でも学校や会社でもない第3の自分の居場所を意味している。 

「（仮称）くろべ市民交流センター」は 
市民の皆さんのサードプレイスとして機能します 

 

【サードプレイスという言葉の認知度について】 
 アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグの『サードプレイス～コミュニティの核
になる「とびきり居心地のよい場所」』（みすず書房、2010年）が出版されて以
来、「サードプレイス」という言葉は日本でも浸透している。 

 文部科学省等、省庁の資料にも「サードプレイス」が使用されている。 
 スターバックスも、コンセプトに「サードプレイス」を使用。 
 公共施設との親和性は高い言葉だが、全面的に「サードプレイス」をメインコン
セプトとして交流センターの整備をしている自治体はあまり見られない。 
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第1・2回ワークショップ プログラム詳細： 
「事業運営方針」のディスカッション 
 
 事前に参加者に配布した「資料4-3 第3章 事業運営方針」を基に、ディスカッションを行
います。 

 「資料4-3 第3章 事業運営方針」に書かれていることについて改善点があれば発言して
ください。 

 多くの意見からさらに議論を深化させるために、ホワイトボードに出た意見のポイントを
書き込み、可視化します。 

 ホワイトボードに書かれた意見を記録します。記録には、深く議論された点、参加者に支
持されたポイントは、それがわかるように示します。その点は、管理運営計画策定の際
の参考となります。 

 「資料4-2 第3章事業運営方針」の内容以外のディスカッションが行われないように注意
しましょう。 
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ワークショップの様子（第１回・昼の部） 
平成30年4月24日（火）14：00～16：00 23 

【座  長】中尾 晃司     （仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会 副委員長 
【メンバー】池田 富士子   子育て支援活動実践者（宇奈月子育て支援センター）  
  10名  荻野 康子  地域活動実践者・サークル活動実践者（三日市自治振興会・三日市公民館）  
       川端 志穂  サークル運営支援実践者（中央公民館）  
       菊地 昌弘  芸術活動支援実践者（黒部市国際文化センター「コラーレ」）  
       島 悦子      女性活動・サークル運営支援実践者（婦人の家「まいむ」）  
       杉田 晋一  地域活動・Iターン・定住サポート実践者（地域おこし協力隊員）  
       津澤 美保子   貸館事業実践者（市民会館）  
       永井 隆志  読書活動実践者（黒部市図書を愛する会）  
       村井 隆俊   経営指導実践者（黒部商工会議所経営指導員） 
       若林 美恵子   読書活動実践者（黒部市合同読書会）  

敬称略 



ワークショップの様子（第２回・夜の部） 
平成30年4月24日（火）18：30～20：30 24 

【座  長】上田 洋一    （仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会 副委員長 
【メンバー】石田 智章  Uターン実践者（会社員）   
  ５名   嵯峨 拓也  市民活動実践者（くろてつの会）  
       橋詰 真知子  Iターン・子育て・定住サポート実践者（主婦）  
       宮垣 憲道    若年層（市内民間企業会社員）  
       森丘 晃之  商店街活性化実践者（三日市大町商店街振興組合） 

敬称略 


