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第１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７月１９日（火）午前１０時～  

場 所 黒部市役所交流棟２０３会議室  

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

会議次第 

 

１ 開  会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員の紹介 

５ 委員会設置要綱について  

６ 協議事項 

（１） 委員長の選出  

（２） 副委員長の選出  

（３） （仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の諮問について  

（４） 基本構想の全体イメージについて  

（５） 今後の協議方法及び策定スケジュールについて  

（６） 基本構想の一部（はじめに～第 2 章２－１）の素案について  

（７） その他 

７ 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）  

島   大 樹（黒部青年会議所副理事長）  

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）  

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）  
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

本日の欠席委員（２名） 

 牧 野 和 子（くろべ女性団体連絡協議会長）  

 能 沢 一 代（公募委員）  

 

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

 

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）  

 

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

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１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。 

 私は、市役所総務課長の長田でございます。本日の司会進行を務めさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

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

委嘱書の交付 

 

【出席委員に対し市長から委嘱書を交付】 

 

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

市長挨拶 

○事務局 それでは、ここで堀内康男黒部市長がご挨拶を申し上げます。 

○市長 皆さんおはようございます。 

本日、「第１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」を開催した

ところ、皆様方には大変ご多様な中をお集りいただき誠にありがとうございます。 

ただ今、委員の皆様方に委嘱書を交付させていただきました。 

市の方からお願いし快く引き受けていただいた方、また、公募により自ら申し出ていた

だいた方々がおいでになりますが、各方面でご活躍しておられる方々が、このように委員
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として委嘱を受けられたことを大変うれしく、そして心強く思っております。どうかよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

さて、「第１次黒部市総合振興計画」に掲げておりました重点プロジェクトにつきまし

ては、９年目を迎えておりますが、お陰をもちまして、概ね順調に推移させていただいて

おり、心から感謝申し上げます。 

そのような中で、重点プロジェクトの１つでありましたこの新庁舎の建設に伴う旧庁舎

の跡地につきましては、平成２３年７月作成の「新庁舎建設基本構想」の中で、「現庁舎

の活用につきましては、新庁舎建設の実現を目指すうえで切り離すことのできない重要課

題である」と位置づけており、市民の皆様方におかれましても大変関心の高い計画の一つ

ではないかと認識しております。 

これまで、旧黒部庁舎跡地の検討につきましては、平成２６年、一昨年の６月に市民団

体の代表の方、あるいは公募委員の方々を構成員とした「黒部市役所庁舎跡地活用検討委

員会」を立ち上げてご提言をお願いしたところでございます。 

その後、１年以上、８回にわたり議論、検討、取りまとめをしていただきまして、昨年

８月に「黒部市役所庁舎跡地活用に関する提言書」により、３つの活用案をご提言いただ

きました。 

これを受けて、跡地活用の方向性を協議、検討するための庁舎内組織「黒部市庁舎跡地

活用検討会」を設置し、提言書の内容を最大限に尊重しつつ、黒部市の将来都市像であり

ます「大自然のシンフォニー 文化・交流まち 黒部」の実現に資することができるよう

検討してまいりました。 

検討にあたっては、１つ目には、市の財政負担や既存施設を考慮し、実現可能な活用事

例を検討すること。２つ目には、近隣公共施設の集約化と公共施設のあり方検討との整合

性を図ること。そして３つ目には、新庁舎と連携した中心市街地の賑わい創出が図られる

ことの３点に留意しつつ、市民の皆様方が求めている施設の機能や実現可能な面積、スケ

ジュール等をシミュレーションしてまいりました。 

この庁内検討を踏まえて、昨年の市議会１２月定例会の提案理由の中で、「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」の建設を目指し、複合させる

施設の機能は、「図書館」に現在の「三日市公民館」、「働く婦人の家」、「市民会館」

の旧黒部庁舎周辺の３施設の機能を加え、新たに児童、子どもたちが楽しめる「キッズス

ペース」を複合させる施設内容を検討していること、また、検討委員会からの提言書及び

黒部商工会議所からご要望をいただいた「黒部商工会議所」の同施設への複合、入居につ

きましては、引き続き慎重に協議・検討することをご説明してまいりました。 

さらに、実施時期につきましては、今後予定されている大型事業との調整を図りつつ、

平成３０年度から始まる次期「総合振興計画」の「前期基本計画」の中で実施できるよう

努力していくことを申し上げてまいりました。 

このように、これまで慎重かつ計画的に取り組みを進めてまいりましたが、私はこの

「（仮称）くろべ市民交流センター」の建設は、本市の更なる伸展に欠かすことのできな

い事業と確信しておりまして、何としても実現しなければならないと決意しているところ

であります。 

この実現には、次のステップとして、「（仮称）くろべ市民交流センター」の具体的な

方向性を目指す「基本構想」を策定する必要があることから、本日、この策定委員会を設
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置させていただきました。 

委員の皆様方には、今後かなりハードなスケジュールで議論をしていただかなければな

らず、大変ご苦労をおかけすることになりますが、「（仮称）くろべ市民交流センター」

建設の重要性を是非ご理解いただき、それぞれの立場で積極的なご意見をいただきますよ

う心からお願い申し上げます。 

また、市民団体からご推薦をいただいた委員の皆様方におかれましては、所属団体の皆

様とも、この基本構想の内容に関しまして、幅広く意見交換していただき、本委員会の議

論に反映させていただきたいと考えており、この点についても併せてお願いを申し上げま

す。 

結びになりますが、皆さま方の英知を結集した「（仮称）くろべ市民交流センター」の

建設に向けて極めて重要な意味を持つ、この基本構想が素晴らしいものとなることを念願

するとともに、委員各位のご多幸とご健勝を心からご祈念申し上げ、開会のごあいさつと

いたします。どうかよろしくお願いいたします。 

 

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

委員の紹介 

 

【事務局から出席委員を紹介】 

 

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

委員会設置要綱について 

○事務局 続きまして、次第書５「委員会設置要綱について」に移ります。 

本委員会を設置するにあたり、運営に関する基本的事項を要綱として定めさせておりま

すので、事務局から説明させていただきます。 

○事務局 事務局から説明をさせていただきます。大変恐縮ではありますが、座って説明

をさせていただきます。 

資料２の「委員会設置要綱」をご覧ください。 

まず、第１条では、「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」の策定にあたり、

総合的な見地からご審議いただくため、「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想

策定委員会」を設置するという設置目的を規定しております。 

次に、第２条では、委員会は基本構想の策定に関し、必要な検討及び協議を行うと所掌

事項を規定しております。 

次に、第３条では、委員会は１７人以内をもって組織し、委員には第１号で学識経験者

を有する者。第２号で、市民団体等の代表者。第３号で、市民から公募した者。第４号で、

その他市長が認める者を委嘱することと規定し、委員の任期は委員会に係る審議が終了し

た時までと規定しております。 

次に、第４条では、第１項で委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選

出することとし、第２項では、委員長の職務、第３項では、副委員長の職務をそれぞれ規

定しております。 
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次に、第５条では、会議の開催方法を規定しております。 

次に、第６条では、本委員会の庶務は、市役所総務企画部総務課が行うと規定しており

ます。 

なお、設置要綱については、６月１日に告示し、施行されております。 

以上、「委員会設置要綱について」ご説明いたしました。 

○事務局 ただいまの「設置要綱について」の説明に対して何かご質問等はありますでし

ょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○事務局 質問等がありませんので、ご確認いただいたものとさせていただきます。 

 

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

協議事項（１）委員長の選出 

○事務局 それでは、次第書６の協議事項に入らせていただきます。 

委員会設置要綱では、会長が議長となって会議を進行するとなっておりますが、会長が

決定するまでの間、事務局で会議を進行させていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○事務局 ご異議が無いようですので、事務局で会議を進行させていただきます。 

早速ですが、協議事項（１）「委員長の選出」を行いたいと思います。 

委員会設置要綱では、委員長は、委員の互選によるとなっております。会長にふさわし

いと思われる方を推薦していただける方がいましたらお願いいたします。 

○Ｋ委員 委員長には、新庁舎の建設基本構想の策定時に大変お世話になりました中村委

員にお願いしてはいかがでしょうか。 

○事務局 今ほど、中村和之委員を推薦するというご発言がありましたが、いかがでしょ

うか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○事務局 ご異議が無いようですので、拍手で確認をしたいと思います。 

【拍手全員】 

○事務局 ありがとうございます。 

それでは、中村和之委員が委員長に決定されました。 

中村委員長には、ご苦労をおかけしますが、どうかよろしくお願い申し上げます。中村

委員長には、委員長席にご移動をお願いいたします。 

ここで、中村委員長にご挨拶をいただきたいと思います。中村委員長よろしくお願いい

たします。 

○委員長 おはようございます。富山大学の中村でございます。大学では、財政を教えて

おります。 

今回、「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」の策定ということで、非常な

重責を担ったと思っております。改めて心を引き締めて取り組んでいきたいと考えており

ます。 

昨今、公共施設の維持、管理が非常な大問題に、何処の自治体もなっております。それ
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をクリアしていくためには、公共施設の集約化、あるいは複合化ということが大事ではな

いかと考えております。 

ただ、やはりコスト面だけではなく、さまざまな機能を持った公共施設が１つになって

いくことで、そこに新たな価値も生み出せるのではないか。そういったものが、まちづく

り、黒部市の発展にとってより有意義なものになるのではないかと考えているところであ

ります。 

それらのことを考えながら、委員の皆様におかれましては、それぞれの立場、見識から

ご意見をいただきまして、この基本構想のご議論をいただければと思います。 

不慣れな議事進行等でご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうかよろしくお願いい

たします。 

○事務局 ありがとうございました。 

それでは、中村委員長に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（２）副委員長の選出 

○委員長 それでは、議事を進行させていただきます。これまで基本構想策定 

委員会の協議事項の（１）まで進みました。 

続きまして、協議事項の（２）「副委員長の選出」であります。 

「副委員長の選出」については、私の方から指名をさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

【「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、上田洋一委員を指名いたします。 

皆さんの拍手で確認したいと思いますので、よろしくお願いします。 

【拍手全員】 

○委員長 それでは、上田委員に副委員長をお願いすることで決定させていただきます。 

それでは、上田副委員長からご挨拶をお願いします。 

○副委員長 上田でございます。私ごとですが、今年、後期高齢者の仲間入りいたしまし

た。何とか元気なうちに、新しい交流センターが完成することを望んでおります。 

図書館に関わることをここ数年携わってきましたが、図書館は、特に子ども達、それか

ら、あらゆる世代に大変必要な施設だとわかっていたつもりですが、これまで各地の図書

館を視察してきたなかで、住民の熱意が反映されている図書館は魅力的だと感じました。 

そういう意味で、この検討委員会でも議論していきたいと思います。中村委員長を支え

て一生懸命やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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

協議事項（３）（仮称）くろべ市民交流センター 

建設基本構想の諮問について） 
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○委員長 ありがとうございました。 

続きまして協議事項の（３）「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の諮問に

ついて」に移ります。 

 まず、市長から策定委員会に対して諮問がございます。 

○市長 （仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会委員長 中村和之様 

黒部市長 堀内康男。 

（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の策定について（諮問） 

（仮称）くろべ市民交流センターの建設の実現に向け、その具体的な方向性を示す建設

基本構想の策定を諮問します。 

なお、諮問の趣旨等については、別添のとおりであります。よろしくお願いいたします。

○委員長 それでは、ここで堀内市長におかれましては、次の公務がありますので退席さ

れます。 

○市長 皆さんよろしくお願いいたします。 

【市長退席】 

○委員長 それでは、ただ今、堀内市長から諮問を受けました「（仮称）くろべ市民交流

センター建設基本構想」の策定目的等につきまして、確認の意味も含め事務局から説明を

お願いいたします。 

○事務局 それでは、資料３をご覧下さい。 

資料３は、「諮問書」の写しでございます。一枚めくっていただくと、別添の「（仮称）

くろべ市民交流センター建設基本構想の策定に係る基本方針について」を整理しておりま

すので、順次説明させていただきます。 

まず１番目の「基本構想の策定目的」であります。前段では、これまでの経過について

整理しております。 

整理した内容をご説明いたしますと、「（仮称）くろべ市民交流センターの建設」に関

しては、「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」からの提言書を受けて、庁内組織「黒部

市庁舎跡地活用検討会」を設置し、議論、検討を進め、平成２７年市議会１２月定例会市

長提案理由説明において、旧黒部庁舎跡地に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」の建設を目指すこととし、複合させる施設の機能は、図書館に現

在の三日市公民館、働く婦人の家、市民会館の旧黒部庁舎周辺の３施設の機能を加え、新

たに幼児、子どもが楽しめるキッズスペースを複合させる施設内容を検討している。 

これにより、人を育て、まちをつくり、知力を育てることができる斬新な複合施設とし

て、更なる生涯学習、文化力の向上と市民交流及び市民協働参画の推進並びに新庁舎と連

携してのまちなかの賑わい創出が図れるものと考えていると市長が表明いたしました。 

これらの経過を踏まえまして、これから策定する基本構想については、規模、機能、施

設内容、財源をはじめ、あらゆる関連項目について、さまざまな角度から分析を加え、そ

れらの具体的方向性を示すことを目的とするとしています。 

また、今回の基本構想の策定にあたっては、あくまで図書館をコアとした複合施設を建

設することを前程に取りまとめるものとしております。 

なお、箱書きの中に民間委員による「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」の提言書に

記載の「図書館をコアとした複合施設とした理由」を記載しておりますので、後ほどごら

んいただければと思います。 
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また、「これまでの取り組み経過」及び「平成２７年１２月定例会市長表明要旨」も併

せて記載しておりますので、こちらも後ほどご覧いただければと思います。 

次に３ページをご覧ください。２の「基本構想の位置づけ」についてであります。 

この基本構想は、「（仮称）くろべ市民交流センター」建設に係る基本設計、実施設計

及び関連事業推進上の指針とすることとしております。 

次に、３の「基本構想の策定目標（時期）」についてでありますが、本日から来年３月

の策定を目指すこととしております。 

なお、最終の取りまとめについては、市議会への説明と市民へのパブリックコメントを

経て、最終の取りまとめを行うこととしております。 

次に、４の「基本構想の内容」については、資料４に記載しておりますが、後ほどの「基

本構想の全体イメージ」の中で説明させていただきますので、ここでの説明は省略させて

いただきます。 

次に、５の「基本構想策定の推進体制」については、本策定委員会を設置し、市長が諮

問することとしております。また、市役所内における情報共有と共通認識を図るため、庁

内組織の「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想検討会」等を開催し、協議して

いくこととしております。  

次に、６の「基本構想策定スケジュール」についてでありますが、資料５に記載のとお

りでありますが、後ほど協議いただく「今後の協議方法及び策定スケジュール」で説明し、

協議いただきますので、ここでの説明は省略させていただきます。 

次に、７の「市民対する情報提供」についてでありますが、今回の基本構想の策定に関

しては、市民の関心が大変高い事業であることから、市のホームページを活用した審議状

況の公開やパブリックコメントを実施し、市民に情報提供していくこととしております。  

次に、８の「市議会の議決事件の拡大について」であります。今回策定いただく基本構

想については、本年３月の市議会「議会基本条例」の制定によりまして、議決事件の拡大

に伴う案件として、基本構想策定後の市議会平成２９年３月定例会の議決をいただく予定

となっております。これを受けて市議会においては、この基本構想についての集中審議を

行うため、「（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会」が本年６月に設置されて

おります。 

このため、この基本構想の策定に当たりましては、市議会の「（仮称）くろべ市民交流

センター建設検討委員会」に対し、策定委員会の審議状況及び審議予定内容を随時報告、

協議していくとともに、必要に応じて、この策定委員会でも議会側意見の取り扱いについ

てもご審議いただきながら、基本構想の内容について調整を図ることとしております。 

なお、参考資料として、参考資料１では「黒部市立図書館建設基本構想」、参考資料２

では「黒部市役所庁舎跡地活用に関する提言書」をお渡ししておりますので、今後の協議

の中でご活用いただければと考えております。説明は以上であります。 

○委員長 ありがとうございました。基本構想の策定について資料３でご説明いたしまし

た。 

本日の委員会は第１回目の委員会でもあり、これから議論を進めていくうえでスタート

地点を揃えたいというところであります。既にこの件に関しまして、深いご認識等をお持

ちの方もおられますし、初めてお聞きになる方もおられると思いますので、これまでの経

緯、あるいは基本的な考え方を共有しながら、次回以降、議論を進めていきたいと考えて
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おります。 

今回、基本構想の策定にあたっては、「図書館をコアとした複合施設」を建設するにあ

たって、その規模、機能、施設内容、財源等の関連項目をこの委員会で検討していきたい

ということでございます。 

○委員長 ご質問等は、ありますでしょうか。 

また、会議の最後に全体を通じてのご質問を承りたいと思いますので、その時にでも結

構ですので、ご質問がありましたらお願いいたします。それではよろしいでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、ただいま事務局から報告のありました諮問の趣旨にそって協議を進

めていきたいと考えております。 

 

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

協議事項（４）基本構想の全体イメージについて 

○委員長 それでは、次の協議事項に移ります。 

協議事項の（４）「基本構想の全体イメージについて」事務局からご説明願います。 

○事務局 それでは、資料４をご覧ください。 

資料４は、「基本構想の全体イメージについて」であります。委員の皆様方には、まず

基本構想とは、資料の上段に記載してあります「設計与件」いわゆる設計に向けての条件

をまとめる段階であるということをご理解願えればと思います。 

まず、○の１つ目でありますが、基本構想では、「（仮称）くろべ市民交流センター」

の必要性の合意形成を踏まえ、建設の実現に向けての規模、機能、施設内容等の設計与件

とともに、施設に複合させる周辺施設の計画等をまとめていくということであります。 

次に、○の２つ目ありますが、「（仮称）くろべ市民交流センター」の具体的な完成時

の姿が明確になるのは基本設計段階であります。このため、この基本構想では設計の前提

となる基本的な考え方をまとめることとしております。 

次に、○の３つ目でありますが、基本構想を基に今後選定される設計者が設計を行い、

その後、設計図を基に工事施工者が、「（仮称）くろべ市民交流センター」を建設する流

れとなります。 

次に、○の４つ目でありますが、今回の基本構想の策定が、「（仮称）くろべ市民交流

センター」建設の方向性を決める重要な段階であるということを是非ご認識いただき、今

後、これらのことを踏まえて、協議、検討を進めていただきますようお願いいたします。 

次に、その下に記載されているのが、現時点での想定フロー図であります。 

平成２６年から２７年までは、企画段階ということで、さまざまな検討を加えてまいり

ました。 

平成２８年度、本年度は、基本構想を策定する段階になってきております。 

今後は、今年度、市が定める「第２次黒部市総合振興計画」の年次計画に合せ、設計者

を選定し、次ページからの基本設計、実施設計業務に移行していくということであります。 

その後、施行者を選定し、実際の工事を行うのが、現時点での大まかな流れであります。 

次に、２ページの「基本構想の構成」についてご説明いたします。 

事務局では、「基本構想の構成」については、大きく分けて３つの内容に分かれると考
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えております。 

まず、「（仮称）くろべ市民交流センター建設の方針」を２ページの下の方であります

が、「はじめに」から「第２章」まででまとめるというものであります。 

ここでは、民間委員によります「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」や市役所庁内組

織の「黒部市庁舎跡地活用検討会」で検討し、これまで示された方針などを再整理したい

と考えております。 

次に、３ページをお願いします。ここでは、「（仮称）くろべ市民交流センター建設の

設計与件」を「第３章」から「第５章」でまとめることとしております。 

ここでは、どんな機能、規模、施設内容が必要かをさまざまな角度から分析を加え、望

まれる「（仮称）くろべ市民交流センターの設計与件」のまとめを行います。 

この基本構想の設計与件となります「第３章」から「第５章」の内容が一番重要である

と考えておりまして、重点的な審議が必要であると事務局では考えております。 

次に、「（仮称）くろべ市民交流センター建設の今後の課題」を「第６章」でまとめる

こととしております。 

ここでは、今後の設計段階や工事、運用段階で検討が必要となる課題を抽出するととも

に、一定の方向性をまとめていくこととしております。なお、下の図は、ただ今説明した

内容を図表としてまとめたものであります。 

 次に、４ページをご覧ください。ここでは「基本構想の各章における検討内容」を記載

しております。 

まず、「はじめに」では、中村委員長のあいさつを掲載することとしております。 

次に、「第１章（仮称）くろべ市民交流センター整備に向けた現状と課題」では、「１

－１」では、「旧黒部庁舎跡地の現状」として旧黒部庁舎跡地での建築条件や周辺土地利

用状況等を整理し、「（仮称）くろべ市民交流センター」の整備に関する課題等を整理す

ることとしております。 

次に、「１－２」では、「関連する既存施設の現状と課題」といたしまして、黒部市立

図書館、市民会館、三日市公民館及び働く婦人の家の現状と課題を整理することとしてお

ります。 

 次に、「第２章（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」では、「２－１」では、

「（仮称）くろべ市民交流センターのこれまでの経過」として、「黒部市役所庁舎跡地活

用検討委員会」の経過等を整理することとしております。 

 次に、「２－２」では、「（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」として、「黒

部市役所庁舎跡地活用に関する提言書」等により、「（仮称）くろべ市民交流センターの

基本方針」を整理することとしております。 

次に、「第３章（仮称）くろべ市民交流センターの機能」では、「３－１」では、「図

書館に求められる機能」、「３－２」では、「生涯学習施設に求められる機能」、「３－

３」では、「子育て支援施設に求められる機能」、「３－４」では、「その他交流センタ

ーに求められる機能」を分野ごとに、これまで検討いただきました「黒部市役所庁舎跡地

活用に関する提言書」等を参考に整理していくこととしております。 

６ページをお願いします。次に、「第４章施設計画」であります。「４－１」では、「必

要機能からの規模設定」として、第３章で取りまとめました機能からハード面の機能を整

理し、類似事例等を参考に必要な規模を設定することとしております。 
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次に、「４－２」の「ゾーニング計画」では、利用者の利便性、運営、効率化等に配慮

した機能のゾーニング計画を作成することとしております。 

次に、「第５章事業計画」では、「５－１」では、「事業手法の整理」といたしまして、

施設の整備について、直営方式、ＰＦＩ、ＰＰＰ等の公民連携による整備手法のメリット、

デメリットを整理することとしております。 

次に、「５－２」の「概算事業費」では、類似施設等を参考に、建設費の平米単価を算

定いたしまして、施設の必要な面積から、概算事業費を算定することとしております。 

 次に、「５－３」の「整備スケジュール」では、この基本構想を踏まえた基本設計、実

施設計及び建築までの整備スケジュールを設定することとしております。 

最後に、「第６章実現化に向けた課題」では、施設の基本設計に向けて検討すべき事項

等を課題として整理することとしております。説明は以上であります。 

○委員長 ありがとうございました。 

ただいま、「基本構想の全体イメージについて」のご説明をいただきました。 

基本構想は、設計の与件、こういうプランをこういった機能をもって設計してほしいと

いう形での機能、それから財源や運営のあり方等を含めた形での基本的な骨組を考えると

いうことでございます。 

また、基本構想の構成について章立てて示していただきましたが、とりわけ議論の中心

になるのが、第３章から第５章までということでございます。 

ただ今の説明で、何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 実際の設計に至る前の一番基本的な重要なことであるとのご理解をいただけ

ればと思います。それでは、後ほどご質問、ご意見をいただくこととし、ひとまず先に進

まさせていただきます。 

 

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

協議事項（５）今後の協議方法及び策定スケジュールについて 

○委員長 それでは、（５）「今後の協議方法及び策定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、資料５をご覧願います。まず、今後の協議方法からご説明させてい

ただきます。 

この基本構想は、「はじめに」から「第６章」までに章立てておりますが、段階的に事

務局から素案を提示させていただき、委員からのご意見をいただいたうえで、その次の会

議で修正案を改めて提示し、最終案としてとりまとめていくこととしております。 

なお、会議資料につきましては、あらかじめ事前送付させていただきますので、本日同

様、会議当日にご持参いただきますようお願い申し上げます。 

次に、協議スケジュールについてであります。 

本日の第１回会議では、「第１章」から「第２章２－１」までの素案提示を行いたいと

思っております。 

次に、資料には記載しておりませんが、第２回の会議前に今後の議論をより深めるため、

８月中旬頃を目途に先進地視察を実施したいと考えております。これにつきましては、改
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めてご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、第２回会議は８月下旬に予定しており、「第１章」から「第２章２－１」までの

修正案の確認、取りまとめと「第２章２－２」から「第４章」までの素案提示を予定して

おります。 

次に、第３回会議は１０月下旬を予定しておりまして、「第２章２－２」から「第４章」

までの修正案の確認と「第５章」から「第６章」までの素案提示を予定しております。 

次に、第４回会議は１１月下旬に予定しておりまして、「第５章」から「第６章」の修

正案の確認を予定しております。 

この４回の会議を経まして、１２月に市民へのパブリックコメントを実施したいと考え

ております。 

これを受けまして、第５回会議を来年の１月下旬に開催し、パブリックコメントでの意

見の整理、反映と基本構想の最終案を提示する予定としております。 

最後に、第６回会議を２月中旬に開催し、基本構想を決定し、市長への答申を行う予定

としております。 

なお、ここには記載しておりませんが、市では市議会３月定例会にこの基本構想を議案

として提出いたしまして、議会側の議決を受ける予定としております。説明は、以上であ

ります。 

○委員長 ありがとうございました。ただいまスケジュールについて説明をいただきまし

た。スケジュールについて、何かご質問、ご意見はありますでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 今まで説明は、この基本構想とは何で、どのようなことをいつまでに検討する

のかという説明でございました。 

ここまでのところで、全体を通して何かご質問、ご意見がありましたら、どなたからで

もお願いいたします。 

○Ｊ委員 複合施設のことを検討していく中で、欲しいというか知りたいということで、

現在の図書館の利用状況、また、働く婦人の家、黒部市民会館、三日市公民館、この施設

を複合するという話ですが、それぞれの施設の利用はどうなのか。いわゆる、どのくらい

の人が訪れて、どのくらいの頻度で使われているのかがわからないと今後いろんなことを

考えていくうえで、非常に検討しにくいというか、意見を述べにくいのではないかと思い

ました。その点については、いかがでしょうか。 

○委員長 ありがとうございます。当然、そういったものがないと我々としても検討はで

きないと思います。 

施設の規模やスペース、それから、どこに配置するかに関しても基礎的な資料として必

要であると考えており、委員のご指摘は大変重要であると思います。事務局の方で適宜、

ご提供いただけるということでよろしいでしょうか。 

○事務局 はい。今ほどのＪ委員からの資料提供の依頼については、出来るだけ提出して

いきたいと思っております。 

また、この後、基本構想の「はじめに」から「第２章２－１」を検討していただきます

が、資料６の４ページから６ページで、それぞれの施設の状況として、利用者数や建築年

度等を記載しておりますので、そちらの方もご確認いただきまして、それ以外に必要な資

料があれば、随時提出していきたいと考えております。 
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○委員長 はい、お願いします。 

○Ｊ委員 全体の利用者数だけを言われてもイメージはわかないと思います。 

各施設に部屋がいくつあって、それがどれくらいの頻度で使われているのか。そういっ

たことを聞かせていただかないとイメージがわかないと思いますので、ぜひその辺をわか

りやくすご説明いただいて、検討できる資料を早めにいただければと思います。 

○Ｆ委員 複合させようとしている施設が、どういう点に不満を持っていて、どういう機

能が不足しているかも調べて、こちらの方に提示していただければ、非常にありがたいと

思います。 

○委員長 わかりました。詳細な利用実態、利用状況等、データを取っているものと、取

っていないものもあると思いますが、可能なものは提出していただきたいと思います。 

○事務局 今ほど依頼のありました資料につきましては、早急に取りまとめて、各委員に

送付させていただきたいと思います。 

○委員長 現在の施設の問題点、課題については、この後の資料で若干まとめているとい

う理解でよろしいですね。 

○事務局 はい。 

○委員長 このあたりも含めてご意見いただければと思います。 

やはり、我々としても、基本構想を検討していくうえで、市民に対して説明責任を負い

ます。 

このため、会議では、きちんとした裏付け、必要性に関する根拠がなければ話が前に進

まなくなりますので、事務局においては、ぜひ資料提出をよろしくお願いいたします。 

また、委員各位におかれては、お気づきになられた点、知りたい点がありましたら、随

時申しいただければと思います。それを皆さん方と共有しながら議論を進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

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

協議事項（６）基本構想の一部 

（はじめに～第２章２－１）の素案について 

○委員長 それでは、次の協議事項に入ります。協議事項の（６）、ここからは基本構想

の中身の話に入ってまいります。 

 それでは、（６）の「基本構想の一部（はじめにから第２章２－１」の素案につきまし

て、事務局から説明願います。 

○事務局 それでは、資料６をお願いいたします。 

 資料６は、「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」の素案であります。今回

皆さんに、「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」について諮問いたしており

ますが、最終的には基本構想の報告書作成まで繋げていければと思っております。 

ついては、開催されるそれぞれの回で検討するたたき台として、基本構想の素案を提出

していきたいと考えております。 

今回の委員会には、１つ目として、「（仮称）くろべ市民交流センター基本構想」の最

初の部分、「第１章市民交流センターの整備に向けた現状と課題」のうちの「旧黒部市役
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所庁舎跡地の現状」と「関連する既存施設の現状と課題」、２つ目として、「第２章（仮

称）くろべ市民交流センターの基本方針」のうち、「（仮称）くろべ交流センター」のこ

れまでの検討経過の部分の素案を提出しております。 

それでは、資料２ページをお願いいたします。２ページ、３ページにつきましては、旧

黒部庁舎跡地の現状であります。 

 ２ページの「立地及び敷地条件」につきましては、旧黒部庁舎跡地は市街地にあり、富

山地方鉄道と隣接していることや、敷地が比較的狭いということがあげられております。 

３ページは、「旧黒部市役所庁舎跡地の概要」です。敷地面積は、４，１１６．９４㎡

で、建ぺい率等につきましては、資料に記載のとおりであります。 

続く、４ページから７ページは、庁舎跡地周辺の関連すると思われる「既存施設の現状

と課題」であります。 

まず、４ページですが、関連する施設の設置根拠、設置目的を記載しております。 

５ページにつきましては、施設の状況では、老朽度、耐震性能、全体の利用者数を記載

しております。 

続いて、６ページは図書館の貸出冊数と、それぞれの施設の館内の主な施設の内容、概

要を記載しております。また、コストの状況として、コスト面について記載しております。 

続く、７ページでは、関連する施設の課題として、図書館、市民会館、働く婦人の家、

三日市公民館の課題について、事務局で取りまとめたものを記載しております。 

次に、７ページ下段②の「黒部市公共施設再編計画」でありますが、黒部市では平成 

２７年１０月に、黒部市内のすべての施設の再編について検討する計画を作成しており、

関連する施設の計画内容を記載しております。 

続きまして８ページをご覧願います。 

８ページからは、「第２章（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」であります。 

今回提出しておりますのは、民間委員による「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」の

提言に関する部分までの説明として、委員会からの提言書に関するまとめを記載しており

ます。 

まず、８ページですが、「２－１（仮称）くろべ市民交流センターのこれまでの検討経

過」の一覧であります。 

検討につきましては、平成２２年５月の図書館の部分もありますが、その他、平成２６

年６月から平成２７年８月まで協議いただきました「黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会」

から市長に対して提出された「黒部市役所庁舎跡地活用に関する提言書」で活用案３案が、

提出されております。 

その後、平成２７年１１月まで、市役所庁内組織の「黒部市庁舎跡地活用検討会」、こ

れは副市長を委員長として設置したものでありますが、提言書の内容をもとに「（仮称）

くろべ市民交流センター」の概要をさまざまな面からシミレーションし、庁内組織での方

向性を決定いたしました。検討時の留意事項については、先ほど市長が挨拶の中で述べら

れた３点を記載しております。 

それを踏まえまして、平成２７年、昨年１２月の市議会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」の建設を目指すということを表明しております。そ

の表明内容につきましては、資料に記載の３つの点に要約しております。 

現在までの動きとしましては、途中で話がありましたが、市議会におかれましても本年
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６月に、議会内に「（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会」が設置されている

ところであります。 

続きまして、９ページをお願いします。９ページは、民間委員による「黒部市役所庁舎

跡地活用検討委員会」で検討されました、「旧黒部庁舎跡地に求めるもの」として、黒部

市の「ひとづくり」・「まちづくり」・「文化」をリードし、多くの市民に活用されるこ

とが重要ということで、基本的なビジョンの設定を「人を育て、まちをつくり、知（文化）

力を育てる拠点として斬新なサービスが提供できる施設」としております。 

１０ページをお願いいたします。１０ページ、１１ページにつきましては、その必要な

分野と機能を整理しております。これにつきましては、５機能７分野に整理しております。 

この５機能につきましては、「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」とし、分野につきましては、「図書館」、「子育て支援」、

「青少年支援」、「公民館活動支援」、「シニア支援」、「ビジネス支援」、「市民活動

支援」と整理しております。なお、各分野の主な役割については、資料に記載のとおりで

あります。 

その７分野につきまして、もう少し詳しく整理したものを１１ページに記載しておりま

す。それらを整理した中で、それぞれの分野で必要な施設を右側の方で整理しております。 

続いて１２ページをお願いします。１２ページでは、全体の活用イメージを記載してお

ります。図書館を中心にひとづくり、まちづくり、知力の拠点となる施設ということで、

複合化した施設をイメージしたものを図で表しております。 

次に、１３ページですが、１３ページは提言書の中で「コアとなる施設を図書館とした

理由」を記載しております。 

読み上げます。黒部市の図書館は、近年の情報化や国際化、少子高齢化の伸展に伴い、

その使命や役割が多様なものとなっている。また、生涯学習への関心が高まるなか、「地

域の文化拠点」として新しい公共空間の形成が図書館に期待されている。 

このような中、現在の黒部市の図書館は、「黒部市立図書館」と「宇奈月館」の２館体

制となっている。 

なかでも昭和４８年に開館した「黒部市立図書館」は老朽化が著しく、かつ、施設が狭

隘で駐車場も少ないことから、利用者にとっては大変不便な施設であることから、新しい

図書館の建設は、多くの黒部市民の切実な願いとなっている。 

言うまでもなく、図書館は幼児から高齢者までのあらゆる世代が利用できる施設として、

市民に大変有益な施設である。 

このため、本検討委員会では、黒部庁舎跡地に尋常高等小学校があった歴史的背景や中

心市街地に位置すること。また、現黒部庁舎を中心に、コラーレ、市民病院、市役所新庁

舎、民間ショッピングンター等への移動が全て徒歩圏内であること。さらには、富山地方

鉄道「東三日市駅」に近いことや、富山地方鉄道路線バス「新幹線市街地線」の路線経路

に位置することから、自家用車を持たない市民も利用しやすい環境にあり、人が循環する

ことによる中心市街地の賑わい創出が期待できることを鑑み、黒部市の拠点施設として、

さまざまな交流や出会いが生まれ、「ひとづくり・まちづくり」と「知の拠点」となり得

る図書館をコアに整備することを提案することとしたという内容であります。 

続きまして１４ページにつきましては、検討委員会による旧黒部庁舎跡地の具体的な活

用案について、「市民が集う共有スペース」を中心に図式化したものであります。市民が
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施設を有効に活用して、市民が交流できる場とするためには、共有スペースの活用が重要

となってきます。そのイメージを図式化したものであります。 

続く１５ページ、１６ページについては、それぞれの施設を複合化させた場合のメリッ

トについて記載しております。 

最後に「活用を提案するうえでの課題と対応」についてでありますが、ここでは、黒部

庁舎跡地の利用を考えた時、課題として考えられるのは駐車場の対応ということで、その

対応案として、提言書では、資料に記載しております公共交通の利用等について記載され

ております。 

以上が今回提出いたしました「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想」の素案

のうちの、「はじめに」から「第２章２－１」までの内容についてご説明いたしました。 

○委員長 はい、ありがとうございます。「はじめに」から「第２章２－１」までのご説

明をいただきました。 

少し確認したいのですが、この「２－１」では、跡地活用検討委員会から提出されたも

のをまとめながら機能等を記載していますが、これを踏まえて本委員会では、もう一度機

能を整理して、次章以降に踏み込んでいくという理解でよいのですね。 

○事務局 そのように考えています。 

○委員長 それでは、本日の協議の中心部分はここだと思いますし、大変重要な部分だと

思いますので、こういう点が書き足りないとか、この部分は少し修正すればよいとか、あ

るいは分からない点等を含めて何かご意見がありましたら、どなたからでも、どこからで

も結構ですので、ご発言願えればと思いますが、いかがでしょうか。 

○Ｆ委員 ７ページに関連する施設の課題等が記載されていますが、これはどうみても利

用者の意見だとは思えないので、各施設の利用者の意見をもう少しまとめたものを提出い

ただければ、これからの審議に非常に役立つと思うのでよろしくお願いします。 

○委員長 利用者の意見をもう少し取りまとめた方がいいということですね。 

例えば、利用者の立場からすると公民館の問題点とかは、どんなものがあるのでしょう

か。 

○Ｆ委員 今、複合化させようとしている三日市公民館は、旧黒部市の時代には、中央公

民館という形も持っていましたので、普通の地区公民館であれば地区を中心に活動してい

る、いろんな社会教育団体が利用していると思いますが、三日市公民館の場合は、旧黒部

市内全域で利用している団体もたくさんあり、ものすごい利用率の高い公民館だった思い

ます。 

このような特殊性もありますので、そういうことに対応する、いわゆる会議室等、それ

らに対応できるものを新しく作っていかないと、いわゆる三日市公民館を代用するという、

ただの地区公民館ではない性格も持っていますので、そういうことも含めて利用者の意見

を聞いていただければ、新しい施設の中にどういう機能を盛り込んでいくかということが

分かってくると思いますので、そういうことを調べていただければと思います。 

○Ｋ委員 Ｆ委員の話を補足しますが、言われるとおり現在、４０いくつかの団体、サー

クルが三日市公民館を利用しており、中央公民館的な要素の使われ方をしています。 

また、現在の公民館は、区画整理のエリアに入っておりまして、このため道路の拡幅が

予定されています。 

さらに耐震の問題、バリアフリーの未対応の問題等、さまざまな問題があって、私は、
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ぼろは着てても心は錦と思っていますが、黒部市で一番の利用率があります。一時、３万

４、５千人の利用率がありましたが、あまりにも大変なことから、利用者に対して他の施

設での利用のアドバイスをしながら、別の場所に移ってもらった経緯もあります。 

そういうことも含めて、審議していただければと思いますし、そういった地域的な課題

もあるということであります。 

○委員長 それぞれの現施設が果たしていた機能であるとか、それから果たし切れていな

い機能、これから必要な機能等を整理しないと、新しい施設の機能が明らかになってこな

いと思いますので、利用実態等もきちんと調査したうえで、機能のことをまとめていきた

いと思います。 

私も新庁舎の建設ということで、こちらの方に来ておりますが、市民の方の集り等が非

常に多い所だなという印象を受けております。 

そういうことが、これからの市民社会ということを考えたとき大きな財産だと思います。 

そういうものを継承して発展させていく、できれば、そういう施設の機能が重要かと思っ

ておりますので、そのあたりでお気づきの点がありましたら、ご発言いただければと思い

ます。 

○Ｂ委員 これまでの意見と関連すると思いますが、５ページの後ろにありますように、

現在の図書館、市民会館等の公共施設の再編が庁内の中でも検討されているということで

ありますが、どの施設も耐震化はまったくなっておりませんし、残存、対応年数をみても、

近い将来利用できないことがはっきりしております。 

しかし、ここの４つの施設を全て、それぞれ果たしている役割はもちろんありますが、

それを全部新しくできる市民交流センターに複合させることは、なかなか難しいのではと

も思います。 

新しくできる交流センターの物理的な面積もあり、今果たしている４つの機能をどうい

う形で交流センターに複合させるのかということが一つと、今ある図書館、市民会館、働

く婦人の家、特に市民会館、働く婦人の家、三日市公民館は、市街地の中にあるわけで、

これの跡地をどうしていくのか。言ってみれば、交流センターを中心とした新しい総合プ

ランというか、トータルな市街地の再開発プランを合わせて検討していく必要があるので

はないかと思います。 

面積的には、はっきりしているので、施設を４階建てにするのか、５階建てにするのか

によって多少違ってくるかもしれませんが、駐車場の問題も含めて、現実的なキャパシテ

ィーを考えた時に、市民会館、あるいは働く婦人の家、三日市公民館の跡地をどうするの

かも合わせて協議していくことが必要かと思います。 

○委員長 はい、ありがとうございます。跡地の問題も非常に重要だと思います。そこを

考えるためには、まず私たちで、交流センターの機能等を協議していく。そういったもの

が明確になっていく。跡地も含めてどういう活用の仕方がどうなってくるのかと思う。 

考えられる範囲をどこまでにするのかという難しい面もありますが、まずは、この交流

センターの機能を活かしていく時に、どのようなものが必要なのかというところを議論し

ていきながら、おそらく既存施設の跡地の問題については、次の総合振興計画等で、ご議

論いただくことになるのではないかと思います。 

我々は、そういうことを念頭に入れながら考えるのだけれども、ともかく、この交流セ

ンターの機能をどうしていくかというところで、まずはご議論いただければと思います。 
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○Ｅ委員 これまでの施設で単純に困るのは駐車場の問題です。今後、施設の中身等につ

いて、いろいろ工夫したり検討したりしていくと思いますが、限られた面積の中で、駐車

場、特に施設を複合した場合の具体的な駐車場についての考えはあるのでしょうか。 

○委員長 そのあたりをこれから考えていこうと思っております。 

駐車場については、非常に大事な問題だと思いますので、機能とスペースを考えたとき

に駐車スペースはどうだろうか。これだけで足りるのだろうかということを、この検討委

員会で議論いただければと思います。その検討のための資料等は事務局に準備いただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○Ｇ委員 施設の複合ということで、図書館、市民会館、働く婦人の家、三日市公民館の

この４つを全て、1つのところに集約するのは、考えただけでも大変なことだと思います。 

私は、働く婦人の家の運営委員をしていたことがありますが、働く婦人の家の機能自体

が昔と今では違ってきましたし、今ではサークル活動中心の利用や芸文協の事務局が入っ

ていたり、昔と今では、その活用する意味合いも変わってまいりましたので、この４つの

機能をそのまま入れるのは無理があると思いますので、その部分を変えながら、どういっ

たことが利用する方にとってよいのかを根本的に見直さなければならないと思います。 

本当に三日市公民館はよく利用されています。昔で言えば中央公民館的な要素がありま

すが、地元の人が使う公民館という役割を越えています。この交流センターになると、そ

うなってしまうかなとも思ったりもしています。 

あと、市民会館と働く婦人の家は、現在有料になっております。三日市公民館は公民館

として無料であります。そのところの兼ね合いもありますので、そういった点も考えると、

この４つの機能をそのまま入れるのではなく、変えていかなければ１つの交流センターに

はならないのではというのが、率直な意見であります。 

○委員長 はい、ありがとうございます。今のご意見は本当に大事であります。 

公共施設の集約、複合化と言いますが、今まであるものをそのまま重ねたのでは、立ち

行かなくなるでしょうし、逆に複合になったからこそ、新しいものが出来るということも

あるでしょう。まさにそういったところをここの委員会でいろんなアイディアを出してい

ただきながらご議論いただきたいと思っております。 

設立当初とは、若干趣旨が違ってきている施設もあるでしょうし、公民館についても単

なる地区公民館の役割ではなく、それを越えた役割としての機能もあると伺いました。そ

のあたりの実態と、それから基本的なあるべき姿、それから新庁舎には交流スペースがあ

るので、そことのすみ分け等が必要になってくるのかと思っておりますので、次回以降に、

ご意見をいただければと思います。もちろん今回言っていただいてもいいのですが、機能

の議論の段階で議論できればと思います。ほかにいかがでしょうか。 

○Ｉ委員 私もよく市民会館を利用させていただいておりますが、確かに老朽化が激しく、

駐車場が少ないという問題もあります。 

資料には、近くにコラーレがあることや、新庁舎の完成により施設稼働率が下がってい

ると記載されています。機能集約という話が出てきますが、今言われたように機能を集約

したり削除したりすることが出てくると思いますが、資料に書いてある市民会館大ホール

の稼働率が少ないのは、コラーレが有るせいなのでしょうか。 

コラーレは現在、稼働率が９０％を越えていると思うので、このデータといいますか、

裏付けがあればほしいなと、市役所庁舎の完成によりという理由についてもいただければ、
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逆に庁舎があるからこの機能はいらないとか、この機能をある程度削れるという情報があ

れば、今後の議論に活かせると思うので、次回の開催までにいただければと思います。 

○委員長 はい、ありがとうございます。事務局には、宿題が増えていきますが、よろし

くお願いいたします。 

○Ｊ委員 先ほどの質問に関連しますが、やはり利用イメージがこの資料では、よく見え

ないと皆さん感じているような気がします。 

 施設の稼働率という言葉がありますが、各施設の各部屋の稼働率を知りたいです。例え

ば市民会館の話が出ましたように、大ホールの稼働率は相当低いと思います。しかし、低

いと言ってもどれくらい低いのかを知らないと判断できないのではないかと思います。他

の施設でも全然使われていない部屋があったり、稼働率が低い部屋があったりすると思い

ます。 

それから、どんな団体が使っているのか。主にどんな団体がどんな目的で使っているか

が、結構大事なところでありまして、この辺を判断していくにあたって、先ほど出ました

ように、働く婦人の家、働く婦人の家という名前とあまり関係ない団体が利用していると

かですね、私は、その辺をきちんと精査して掴んでいかないと利用イメージはわかないと

思いますので、稼働日数、それから各部屋の稼働率、会館の中でもなるべく詳しく、それ

からどんな団体が使っているのかという利用団体ですね、これだけはないと判断基準に危

ういものが出てしまうのではないかという気がしています。 

それともう１つは、今出ましたコラーレ、私は、もともと大変失礼な言い方になります

が、市民会館は、コラーレがオープンした時点で無くなると思っていましたが、そのまま

残りました。市民会館が残って、十分その機能が一部果たしているのでしょうが、逆に言

うとコラーレの稼働率が知りたいです。 

今、Ｉ委員からも話がありましたが、大ホールや会議室の稼働率が高いというイメージ

があるのですが、実際どのくらいの稼働率でどのくらい埋まっているのかというところが

知りたいです。 

そういうところの関連が、そこを埋めていくものが、今回の交流センターではないかと

いう気がしているので、大変ご面倒なことをお願いいたしますが、そこを知り得ないと正

しい判断ができないのではないかという気がしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長 はい、ありがとうございます。施設の稼働率は重要であります。稼働率は低い

が、土日はいつも一杯であるとかといった利用形態、利用時間というのもあろうかと思い

ます。 

施設を複合させていくとなれば、共有スペースをどのあたりにピークを持っていって設

計していくかとか、大変重要なところでもあると思いますので、ぜひ、そのあたりは、で

きるだけ把握、データ化して、「見える化」していきたいと思います。 

○Ｇ委員 今、言われたようにコラーレもあっていいのですが、私も市民会館をよく利用

させていただいております。何故かと言えば、コラーレと比べて利用料が圧倒的に安いか

らです。他の人も使いやすいところを求めていると思います。 

働く婦人の家が有料化になった時も利用料を払うくらいであれば、三日市公民館を利用

することもあるかもしれませんが、やはり、今まで働く婦人の家をずっと使っておられた

方の利便性がなくなるようなセンターでは困ると思います。 
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いろんなところを使っておられた方々が、今までどおりに利用しやすいセンターである

ことが大事だと思いますので、やはり市民のことも考えていただきながら、作っていかな

くてはいけないと思います。 

○委員長 ありがとうございます。やはりハードだけでは話にならないので、ソフト面で

の運営の方法、利用者負担のあり方というところをよくしていかなければいけないと思い

ます。 

また、利用料金を取りながら使っていただくものなのか、そうではないのかをこの委員

会の構想段階で、そこまで考えていけるかどうかは分かりませんが、基本的な方向性は共

有しながら、その上での施設規模等、ぜひご意見をいただければと思います。 

 他にご発言いただいていない方で、何かあればご意見を聞かせていただければと思いま

す。 

○Ｎ委員 少しイメージが分かりづらいのでお聞きしますが、子育て支援機能のキッズス

ペースですが、例えば子育て支援センターのような場所をイメージすればよいのか、それ

ともフリースペースで遊び道具がある場所をイメージすればよいのか、現段階で何か方向

があるのでしょうか。それともこれから検討していく形でしょうか。 

○委員長 これから、この委員会で検討していくことになると思います。キッズスペース

と言いましても、委員が言われたようにいろんなものが考えられますし、それから、子ど

もを育てるうえで、どの局面での支援というか、交流の場になるのかというところも併せ

て、ぜひ具体的な内容を考える際に、委員のお考えをあるいは、現段階でこうあるべきだ

ということがあればお聞かせいただければと思います。 

○Ｎ委員 現在の子育て支援センターは、メルシーの２階にありますが、メルシーの２階

は、家賃を支払っておられると思います。そういうことも視野に入れて検討していく必要

があると思います。 

○委員長 そのあたりのことも含めてアイディアを出していただき検討していきたいと

思いますし、他の委員のご意見もいただきながら、この場で構想としてまとめていければ

と思います。 

旧黒部庁舎のスペースは、残念ながら限られたスペースであります。施設が何階建てに

なるのかや、スペース的な関係、その中にどのような機能を持たして、こういった機能は

新庁舎、あるいはコラーレ、あるいは他の施設で担っていただければいいのではないかと

か、そういったところも含めて考えていただければと思います。あと、財源の話あたりと

の調整が悩ましいとこになろうかと思います。他にご意見はございますでしょうか。どの

ような点でも結構でございます。 

○Ｆ委員 さきほどの資料３、３ページの市議会の議決事件の拡大についての最後の方に

気になることが書いてありました。 

議会側の意見の取り扱いについてもご審議いただき、基本構想についての内容の調整を

図ることといたしますと書いてありますが、議決権元を持った議会の意見をこの委員会に

もってこられると何か非常にやらしい感じがしますが、委員長はどのような考え方を持っ

ておられるのでしょうか。 

○委員長 通常は、通常と言うと怒られるのでしょうが、こういった構想の委員会は、議

会とは切り離した形で市長が諮問されて、それに対して我々としての意見を取りまとめる

という事が通例だと思います。 
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今回、市議会では議決案件になったということでございますが、私としては、今までの

ような形で、委員会の中で十分なご議論を尽くしていただくことが、まずは一番大事では

ないかと考えております。 

その中で、例えばパブリックコメントであるとか、あるいは、それぞれの所属の団体の

意見を集約していただくということも伺っておりました。 

その１つとして、議会としてはこのような議論があったということをこの場で必要に応

じて紹介させていただきながら、それに対してこう言われたから、こうしなければいけな

いという訳ではなく、ここでの議論はあくまでも独立性を守った形で進めさせていただき

たいと思っております。これは現段階での私としての考えでございます。 

○Ｃ委員 出席したからには、少し何か言わなければならないかと思うので発言します。 

この資料を見てわかったのですが、三日市公民館、それから旧宇奈月町にある中央公民

館との関係がわかりにくいと感じております。三日市地区の方は、中央公民館をほとんど

使っておられません。私は勉強不足でわからないのですが、各地区に地区公民館があり、

たくさんの公民館があるのかなと。 

それとは別だと思いますが、私は宇奈月読書会からの推薦でこの委員会に出席していま

すが、これとは別に生涯学習やいろいろなサークル活動に入っていまして、三日市公民館

は使いたいのですが、なかなか利用することができず、前沢公民館や宇奈月の中央公民館

を借りたりしています。三日市公民館は、自動車ではなく電車でも行けるのでよいのです

が、使えない状況になっています。 

そして、今ほど聞いていますと、施設を使う施設料も違うということで、私が行ってい

るところは全てお金がいらない施設ですので、高齢者が使いやすくするためには、どうし

ていけばいいのか、また、使用料がどう定められているのか少し興味があります。 

また、宇奈月の図書館にしても蚊帳の外になっているようで、市役所中心という話し合

いなのですが、少し寂しい気がしています。そういうことで、また宇奈月の図書館の議論

もできればいいなと思います。 

○委員長 ありがとうございます。やはり、１つの施設を作るとなるとそれが黒部市全体

にとって色々な影響というか関係してくるので、全体を見渡した中で、施設の方向性を考

えていかなければならないと思います。 

その中でも、今回の流れとして、交流センターについては、旧庁舎のエリアということ

で選考しております。これの方向性が定まりますと、それに応じて市全体の施設の中では、

どうしていくかの話しが出てくると思うので、我々としては、ここでしっかりしたものを

策定するのが、黒部市全体を含めた公共施設の将来像に繋がっていくのではないかと思い

ますので、ぜひ、意見をいただければと考えております。 

○Ｊ委員 今のＣ委員の関連になるのですが、そう言われてみて思ったのですが、周辺施

設といいますか、いま作ろうとしている周辺にどのくらい、例えば会議ができる、集会が

できる施設がどれくらいあるか我々は把握しておりません。 

例えば、勤労青少年ホームがあります。あそこは、まちづくり協議会の事務局で施設管

理を行っておりますが、結構空いております。部屋もあります。ただ、勤労青少年ホーム

という名前なので、使ってはいけないのではと皆さんが勘違いされており、使われていま

せん。前沢公民館に行かなくても勤労青少年ホームがあります。そういうことも１つです

が、市民の皆さんが、集会や会議をしようと思った時に、使える施設がどこにどれだけあ
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るのかということを把握されていないのではないか、また周知されていないのではないか

と思います。 

そういうところも大きな問題でありまして、今作ろうとする、例えば半径３キロ、４キ

ロの周辺にどれだけの会議室があって、集会できるところが何か所あって、その料金はい

くらなのかというところが明らかでないと、今のご意見をお聞きして、その辺が分かって

ないと正しい判断ができないのではないかという気がしましたので、何でもかんでも資料

で申し訳ないのですが、その辺を、わかる範囲で結構なので教えていただければと思いま

す。 

○委員長 今のご意見は、交流施設を整備する、しないに関わらずやっておいた方がいい

のではないかと思いますし、広報、周知に取り組んでいただければと思います。  

我々が検討する際にも、それらがあれば大変助かるのではないかと思います。 

他に何かございますでしょうか。予定時間も若干過ぎておりますが、もう1人だけ何か

あればご意見をお聞かせいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【「意見なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、本日の資料や意見交換を踏まえて何かあれば、後日でも結構でござ

いますので、聞かせていただきたいと思います。 

本日の意見、それから要望、宿題等がございますが、事務局におきましては整理いただ

きまして、次回、修正案として提示していただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

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

協議事項（７）その他 

○委員長 それでは、協議事項（７）のその他について事務局から説明願います。 

○事務局 それでは、事務局からいくつかお願いを申し上げます。 

次回会議の開催日ついてでありますが、中村委員長と今後調整のうえ、いくつか開催日

案を委員の皆様に提示して会議の開催日を決定していきたいと考えております。その際、

書面にてご確認させていただきますので、ご返送いただければと思います。 

もう１点は、委員報酬講座振替依頼書を開催案内に併せて送付いたしましたが、本日、

持参されている委員におかれましては、お帰りの際に事務局に提出いただきますようお願

い申し上げます。 

次に、今日、意見用紙を返信用封筒と一緒に配布しております。本日、言い足りないこ

と等がありましたら、第１次とりまとめとして、７月２９日までにご返送いただければと

思います。これを過ぎましても随時、意見用紙を送付していただいてかまいませんので、

よろしくお願いいたします。 

また、日程調整が出来次第、先ほど説明いたしました先進地視察のご案内をいたします

ので、よろしくお願いいたします。事務局からは、以上であります。 

○委員長 何かご質問等はありますでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 今後ともタイトなスケジュールではありますが、ご協力をお願いしたします。 

 それでは、本日ご用意しておりました協議事項は全て終了であります。全体を通じて何
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かありますでしょうか。 

【「質問なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、これで議長の役目を終えさせていただきます。 

委員の皆様方には議事の進行にご協力をいただきまして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１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 午前１１時４０分 


