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第３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１０月２７日（木）午後２時～ 

場 所 黒部市役所交流棟 ２階 会議室  

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

会議次第 

 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 協議事項 

（１） 基本構想の一部（第２章 2-2）の修正案について 

（２） 基本構想の一部（第３章）の修正案について  

（３） その他 

４ 閉  会 

 

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

 

本日の出席委員 １５名 

 中 村 和 之（富山大学経済学部長）  

 堀 内 國 春（黒部市図書館協議会長）  

 上 田 洋 一（黒部市図書を愛する会副会長）  

 柳 原 祐美子（宇奈月読書会代表） 

新 開 麻 美（黒部市母親クラブ会長）  

中 谷 久實子（黒部市民間保育所園長会代表）  

石 川 幹 夫（東布施公民館長）  

漆 間 明 子（黒部市社会教育委員）  

植 木 眞 人（黒部商工会議所副会頭）  

島   大 樹（黒部青年会議所副理事長）  

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 沢 一 代（公募委員）  

能 澤 雄 二（黒部市副市長）  

国 香 正 稔（黒部市教育長）  

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

 

本日の欠席委員 ２名 

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）  

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

 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   伸 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） 

 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２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 今回は、第３回の「（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員

会」でございます。 

この委員会も回を重ねて３回目でございますが、前回の会議において、いろいろ活発

なご議論をいただき、図書館を核とした市民交流施設の具体像がはっきりしてきたと考え

ておりまます。 

今回の基本構想を踏まえて具体的な施設計画、更にはこの施設が開館した後の運営

等、まだまだ考えていかなければならない課題がたくさんあると思います。そういうこと

からも、この「基本構想」は非常に重要なものと考えておりますので、今回も前回に引き

続き、それぞれの立場の中でご議論いただければと思います。本日は、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。委員長には引き続きの議事進行をお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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

協議事項（１）基本構想の一部（第２章２－２）の修正案について 
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○委員長 本日の協議事項は、その他も含めて３点ございます。今ほど申し上げました

とおり、前回ご議論いただいた部分を事務局において修正しておりますのでご報告させて

いただきます。 

それでは、協議事項の（１）「基本構想の一部（第２章２－２）の修正案」について

事務局から説明願います。 

○事務局 それでは、「基本構想の一部（第２章２－２）」の修正案についてご説明いたし

ます。資料１をご覧ください。  

 まず、資料の見方でありますが、左側の修正前が前回の会議でお示しした素案、右側が

今回提示の修正案であります。また、修正案につきましては朱書き部分が今回修正または

追加した部分で、青書き部分が修正前の素案を削除した部分であります。それでは、修正

個所について説明いたします。１ページをご覧ください。  

第２章２－２の「（仮称）くろべ市民交流センターの基本方針」については、前回の素案

では「市民の創造性を涵養する知の泉」としておりましたが、修正ポイントとして、「市民

にわかりやすく伝える」や、「涵養」という表現では市民が理解できないとのご意見をいた

だきました。  

 このため、事務局では幼児から高齢者までのあらゆる世代が市民交流センターに集まり、

交流センターで様々な体験や経験、学習することができ、市のキャッチフレーズ「大自然

のシンフォニー 文化・交流のまち」が実現できる文化・交流の拠点として施設を運営し

ていくことを市民交流センターの基本方針として考え、「市民が集い学ぶ文化・交流の拠点」

と修正したところであります。また、併せて青書き部分の「知の泉である」及び「健全で

健康な」の部分を削除し、文言の修正を行ったところであります。  

 次に、２ページをご覧ください。  

 （２）の「交流センター建設の基本方針」については、修正前の３つの基本方針につい

ては「全体がわかるようでわからない」、「新たな価値が何処に表れているかわからない」、

「①～③について詳しく記載する」こと等のご意見をいただきましたので、修正案では、

１つ目に「充実した図書館機能を備え、市民の趣味や活動、生涯学習の充実につながる施

設」とし、詳細項目として１点目に「滞在型の図書館機能」、２点目に「市民ニーズに対応

した生涯学習機能」としております。 

 次に、２つ目に「図書館と子育て支援が融合する施設」とし、詳細項目として１点目に

「図書館の機能と一体となった子育て支援機能」、２点目に「親子で過ごせる空間づくり」

としております。  

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

詳細項目として１点目に、「市民団体等が活動しやすい空間づくり」、２点目に「市民が利

用しやすい施設運営」としております。  

 次に、４つ目に「情報の収集・発信・保存機能が充実した施設」とし、詳細項目として

１点目に「ジオパーク、北方領土、電源開発の歴史など黒部市ならではの資料の収集・発

信・保存機能」、２点目に「市民のライフスタイルに対応できる情報・発信機能」としてお

ります。 

 次に、３ページをご覧ください。  

 （３）の「交流センターの基本機能」については、図書館部分について滞在型の図書館

等、もう少し詳しく記載いただきたい等のご意見をいただきましたので、図書館の機能部
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分について、資料に記載のとおり、2 つ目の・（点）にあります「個人はもとより家族、友

人同士などで何度でも利用される読書環境を充実させていく機能」、３つ目の・（点）にあ

ります「各種企画展などの開催をはじめ、滞在しながら学べる機能」、４つ目の・（点）に

あります「ボランティアの活用などにより、利用者に対するサービス向上の機能」の３点

を追加するとともに、必要な機能の重要なものから順番に記載しております。また、併せ

て文言の整理を行っております。  

 次に、「子育て支援」については、１つ目の・（点）の部分について、「社会や環境や地域

を学び体験することで」については、具体的な取り組みがイメージできないことから削除

し、「未来を担う子どもたちが、遊びや学びを通じて創造性豊かに育つ機能が求められま

す。」に修正しております。  

 次に、「市民団体支援」については、「団体同士の交流」については、具体的な取り組み

がイメージできないことから削除し、「黒部市のまちづくりや市民活動等に取り組むＮＰ

Ｏや市民団体、ボランティア団体などが活動できる機能が求められます。」に修正しており

ます。 

 次に、「ビジネス支援」については、「地域経済の活性化」や「起業や事業における課題

解決」の部分については、交流センターの機能の中で実現するにはハードルが高いことか

ら削除し、「個人のアイディアや能力を最大限に引き出す図書館機能と連携したビジネス

に関する情報提供を行う機能が求められます。」に修正しております。 

 次に、４ページをご覧ください。  

 「図書館を核とした市民交流センターの機能イメージ」については、機能がイメージし

やすいよう修正案ではイラストを活用しております。  

 次に５ページの「施設整備方針」については、前回ご意見をいただいておりませんので、

修正はございません。説明は、以上です。  

○委員長 ただ今、基本構想「第２章２－２」の修正案の説明をいただきました。これ

からご意見等を頂戴したいと思いますが、出来れば本日、最終の取りまとめの形にさせて

いただきたいと考えております。そういうことで、こちらの部分に関するご意見、ご質

問、あるいはこの部分を踏まえて、これからどう考えていけばいいのかということでも結

構でございます。ご質問、ご意見等どなたからでも、どこからでも結構でございますので

お願いいたします。 

イメージとしては、基本方針を具体的に記載しました。修正前は何処のまちのどこの

図書館にも当てはまる内容だと思っていたのですが、黒部市で子育て支援を融合した施設

を作る、それから黒部市ならではの情報発信、あるいは情報収集ということも含まれてお

り、イメージがはっきりしたという印象がございます。 

○副委員長 具体的に委員に分かるような形になってきていると思いますので、全体と

しては良いと思います。２ページの建設の基本方針の１に記載されている内容は問題あり

ませんが、１の（１）で「滞在型の図書館機能」が１番目に書いてあります。滞在型は図

書館の役割の１つであることは間違いないのですが、滞在型だけではなく、これからの図

書館をもう少しイメージできるような、例えば「機能」という言葉が出てきますが、「多

機能」、いろんな機能を持った図書館のイメージがほしいなと思います。その中には滞在

が含まれるし、資料に書いてある充実したということに入ると思いますが、充実したとい

うことは当然のことであり、新しい機能も含めた多機能の図書館というイメージがほしい
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なと思いました。 

○委員長 基本方針の１番に関して他にご意見等がございますか。 

今ほど、副委員長が言われた「多機能」をどういう形で反映させていくかを少し考え

られないかと思うのですが、どうでしょうか、この基本方針の３は図書館とも関係します

が図書館の機能とは少し違う、交流をメインとした基本方針だと思います。一方、１、

２、４は図書館の機能が書かれている。この辺りが多機能ということに見えなくもないの

ですが、何かもう少し言葉を具体的にすればいいのでしょうか。 

○副委員長 若干補足させてください。今、委員長が言われたように、基本方針の４も

１の「充実した図書館機能」と並ぶ内容かと思います。２、３はこれで良いと思うのです

が、１と４を連続した形で図書館の新しい時代の図書館を目指すという感じにもう少し出

来ないかと思います。 

それから、私が申し上げた「多機能」とは、文字だけではない、これからは電子図書

がありますし、いろんな映像機能、それからデジタル化による資料保存や映像資料の提供

など、新しい図書館は、活字、本だけのイメージではない、活字の図書館を基本にしなが

らも、これまでの図書館のイメージではない、もっと新しい図書館のイメージがあればと

いう気持で発言させていただきました。 

○委員長 （３）の基本機能の部分で今ほど発言いただいたこと、例えば後ほど説明さ

せていただく、「第３章」の具体的な施設例の部分に対応する施設が必要ではないかと記

載されていますので、副委員長が言われたことは、今後の検討で間違いなく取り上げられ

る部分ではありますが、基本方針に記載しておけばよいのではということではないかと思

います。 

○Ｇ委員 市民交流センターを建てようとしている旧黒部庁舎跡地は、実は昔は小学校

の跡地でありました。どちらかと言えば図書館を利用するのは子ども達ではないかと思い

ます。子ども達が宿題や勉強を図書館で行うということで、この滞在型はわかるのです

が、今は図書館が充実していないためにコラーレや市民会館で子ども達が勉強している状

況であります。 

このため滞在型については、やはり子ども達がメインで大人が滞在することはそんな

にないだろうと思います。それからもう１つは、３に「市民の交流やまちの賑わいを創出

し、市民の活動を支える施設」と書いてありますが、黒部市内のいろんな所にいろんな施

設があります。 

この話は後ほど事務局にお聞きしようと思っていたのですが、市民交流センターに市

民会館の機能を複合させるのか、また、働く婦人の家の機能を複合させるのかなどがある

と思います。例えば建った後に今の市民会館、働く婦人の家をどうするのかということが

まだ示されていません。その辺をどうするかを含めて考えていく必要があると思います。  

どちらかと言えば、市民会館、働く婦人の家の役割はもう終わっていると思います。 

特に市民会館の大ホールはほとんど使われていません。そういうことを考えた時、どの程

度のものを複合させればいいのか、例えば、その後の市民会館や働く婦人の家をどうする

のかということをトータル的に考えていかないといけないと思います。そういうことを含

めて、今の建設予定地は、どちらかと言えば子ども達が非常に利用しやすい、小学生、中

学生、高校生が立ち寄りやすい場所であります。昔の文教区域と言いますか、そういうこ

とを大いに利用しながら私たち大人の目線だけではなく、子ども達の目線を大事にして作
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る必要があるのではないかと思います。 

○委員長 委員が言われたとおり、滞在型の図書館と言った時に、子ども達の学習の場

は１番大事だと思います。先般、視察した新潟市の図書館には、そういうスペースを十分

に活用されながら、あそこは子ども達だけではなく、学びたいという気持ちを持った人

が、そこで学ぶことができるような空間が提供されていましたので、その面も含めての滞

在型ということを踏まえて、今後具体的な施設、どれくらいのスペースで、どういう機能

にするかということが必要だろうと思います。また、他の施設との関係でありますが、こ

こでの基本的なコンセプトは市民の交流施設、それから図書館機能を中心に、そういった

ものを複合化させていくということですが、言われるように他の施設との関係も考えてい

かなければならない。なかなか他の施設との全体のグランドデザインになると、この委員

会では手に余ると思いますので、今後は諸機能、それからスペース的な課題について、こ

の委員会でもご検討いただくことになると思いますので、その辺りのグランドデザインは

一人ひとりの思いがあるとは思うのですが、それぞれのお考えで機能的な部分も含めてご

議論いただければと思います。 

○Ｌ委員 諸事情があり１、２回目の会議に出席できず申し訳ありませんでした。初め

ての参加で少し戸惑い緊張しているのですが、今、Ｇ委員が言われたように高校生、中学

生の中間、期末テストの時期になると今の図書館は朝早くから行かないと満員になりどう

にもなりません。また、コラーレは周りが少し騒がしく集中して勉強できません。市民会

館は壁に向かってスペースがありますが、暗くて駄目だと私の娘はずっと言っていまし

た。そのため、私の娘は結局家で勉強しました。しかし、家には誘惑するものが沢山あり

ます。自分の大好きな漫画やスマホ等がいろいろあって勉強に集中できませんので、子ど

も達に集中できる環境を提供できることが大事だと思います。魚津市の図書館には、その

ような場所があります。 

もう１つは、私は社会人になって資格を取ろうと思いました。しかし、仕事が終わっ

てから図書館に行っても、午後８時になると学習室も図書館も閉まります。今、ＹＫＫの

方など東京から来ている方や資格を取りたい方がいると周りの友達から何度も聞いていま

す。しかし、今はそれを補ってくれる場所と時間がない。家だと娘と同じでいろいろやら

なければならないことがあります。私は結局、勉強ができず３年間、資格取ろうと思いな

がら過ごしてきております。是非、社会人も勉強できるスペースと時間を作っていただき

たいと思います。 

○委員長 今ほどの発言は、図書館機能を考えるうえで外せないところではないかと思

います。利用者の学習スペースをどうしていくか。それから開館時間なども含めて考えて

いかなければならない。基本方針の中には少し書いてあるのですが、今後具体化していく

時に取り入れていかなければいけないと思います。 

しかしながらスペースが限られていると難しい課題があります。限られたスペースの

中で、どういった機能をどのようにスペースを押さえていくか、それから複合化により、

どのような形で有効な活用ができるのか。単なる有効ということではなく、今までは別々

にやっていたものが複合化によって新しい価値を生み出すことができないか等、今後その

辺りを機能面、スペース面、それから運営面も含めて考えてないといけないということだ

と思います。 

○Ａ委員 私は、副委員長が言われた滞在型の図書館機能とは、例えば若者に人気のあ
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る音と映像の資料サービスや、国際社会に向けた多面化サービス、あるいは障害者サービ

スの拡充等が充実されて、初めて滞在型の図書館に繋がるという事で理解しています。も

し間違っていればお許しいただきたいと思いますが。 

○副委員長 それでいいです。 

○Ｄ委員 ２つほどお願いいたします。基本方針の２は確かに大事なことだと思いま

す。後で具体的な内容が出てくると思っていますが、子育て支援と融合しては困る場合も

あると思います。そういうところをどう考えているのかということが１つと、それから帰

国子女や外国人に対することがどこかに記載されているのでしょうか。 

○事務局 後ほど説明を予定しております資料２の「子どもの成長に役立つ図書館を目

指す」の中で、５点目として国際理解教育等を記載しており後ほど説明させていただくこ

ととしております。 

○Ｄ委員 図書館は静かな環境、一方、子育て支援は賑やかな環境でありますが、それ

ぞれの機能を果たすためにどうやって同じ施設の中で考えていくかが課題であると思いま

す。 

○委員長 委員ご指摘のとおり、静寂な環境で読書をするのも１つでありますし、同じ

図書館でも皆とディスカッションをしながら１つのことを、そこで資料を参考にしながら

考えていくのも１つの活動であると思います。そこの部分を両立させるようなゾーニン

グ、あるいはスペースの課題、解決が今後大事になってくると思います。 

「第２章２－２」の部分について、いろんな観点からご意見をいただきました。本来

の機能を具体的に書いていくうえで、詳しく述べていくべき部分についてご意見をいただ

いたと思いますが、もし差し支えなければ、具体的な機能を書き込んでいく中で改めてご

意見をいただきながら、この「基本方針」、「基本機能」については、このような形で取

りまとめをさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

【「意義なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、「第２章２－２」については、後から誤字や言い回し等について

修正があるかもしれませんが、それらは私の方で修正させていただくことにして、こちら

についてはご承認いただいということにさせていただきたいと思います。 

 

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

協議事項（２）基本構想の一部（第３章）の修正案について 

○委員長 続きまして、協議事項の（２）に移らせていただきます。（２）は、「基本

構想の一部（第３章）の修正案」でございます。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 「基本構想の一部（第３章）」の修正案についてご説明いたします。 資料２を

ご覧ください。資料の見方については、資料１と同様であります。  

 資料１ページをご覧ください。「３－１図書館に求められる機能」については、素案では、

３つの拠点として１つ目に「文化・学びの拠点」、２つ目に「交流・参加の拠点」、３つ目

に「資料・情報の拠点」としておりましたが、「３つの拠点」を「３つの機能」に改め、具

体的に図書館のあるべき機能を記載することとし、１つ目に「市民の文化力の向上に寄与

する図書館」、２つ目に「誰もが気軽に利用でき、憩いの場のある図書館」、３つ目に「時

代と共に成長する図書館」に修正しております。  
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 次に、「（１）市民の文化力の向上に寄与する図書館」については、図書館は文化のバロ

メーターでありの部分の全文を削除し、新たに「市民の資料要求や要望に応え生涯教育と

地域の課題解決に役立つ施設や設備をつくります」に修正しております。  

 次に、「市民の知的好奇心や課題解決に役立つ図書館を目指す」については、図書館に求

められる機能について、もう少しボリュームが必要との前回意見を踏まえ、新たに追加し

たもので、図書館機能の大前提となる基本的な内容を記載しており、１つ目に、「誰もが学

べる学習スペースを備え、開架図書数 10 万冊以上を備えた機能」、２つ目に、「映像や音楽

などの充実により、利用者の知的好奇心を満たす機能」、３つ目に、「各種企画展などをは

じめ、滞在しながら学べる機能」を追加しております。  

 また、第３章すべての項目において、施設の利用イメージがしやすいよう具体的な施設

例、運営内容などを記載しております。ここでの具体的な施設例といたしましては、一般

図書コーナー、学習スペース、新聞雑誌コーナー、ＰＣ・ＡＶコーナー、談話・休憩スペ

ースが考えられ、運営内容については記載のとおりであります。  

次に、２ページをご覧ください。「子どもの成長に役立つ図書館を目指す」については、

５つ目の・（点）に記載のとおり「国際理解教育、帰国児童生徒や外国人児童生徒の教育、

国際交流を進めているなかで、子どもたちが広い世界で活躍できるよう支援する機能が求

められます」を市民に開かれた図書館運営を目指すから移動させております。  

また、ここでの具体的な施設例については、児童図書コーナー、読み聞かせコーナー、

展示コーナーが考えられ、運営内容については、記載のとおりであります。また、記載の

とおり文言の修正を行っております。  

次に、「市民の文化や歴史をつなぐ活動に役立つ図書館を目指す」については、３つ目の・

（点）の「郷土資料のデジタル化、黒部市の雄大な自然や文化、風習などのデジタル映像

化の推進など、資料価値の高度化を推進する機能が求められます」を「時代と共に成長す

る図書館」から移動するとともに、４つ目の・（点）の「保存された映像資料等を鑑賞でき

る機能が求められますが、映像機器などについては技術の進歩が極端に早いため、汎用性

の高い機能とすることが求められます」を「市民の暮らしに役立つ図書館を目指すから移

動しております。  

また、ここでの具体的な施設例については、郷土資料コーナー、ＰＣ・ＡＶコーナーが

考えられ、運営内容については記載のとおりであります。また、記載のとおり文言の修正

を行っております。  

次に、３ページをご覧ください。「（２）誰もが気軽に利用でき、憩いの場のある図書館」

については、記載のとおり文言の修正を行っております。  

次に、「市民の憩いやくつろぎの場に役立つ図書館」については、「くつろぎ」をよりわ

かりやすくするため、ひらがなに修正しております。また、その他文言の修正を行ってお

ります。なお、ここでの具体的な施設例については、一般図書コーナー、学習スペース、

新聞雑誌コーナー、展示コーナー、ＰＣ・ＡＶコーナー、談話・休憩スペースが考えられ、

運営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、「市民に開かれた図書館運営を目指す」については、図書館は市民の交流促進を促

進させる施設ではなく、市民交流センターそのものが交流促進の役割を担っておりますの

で、ここでは「市民に開かれた図書館運営」に修正しております。このため、１つ目の・

（点）の「図書館を拠点とする交流と参加の促進の部分」の全文を削除しております。ま
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た、４つ目の・（点）の国際理解教育の部分については、「子どもの成長に役立つ図書館」

に移動しておりますので削除しております。また、その他文言の修正を行っております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、ボランティアスペースが考えられ、運営内

容などについては、記載のとおりであります。  

次に、４ページをご覧ください。「（３）時代と共に成長する図書館」については、他の

項目と同様に「施設や設備をつくります」に修正しております。  

次に、「市民の暮らしに役立つ図書館を目指す」については、３つ目の・（点）の「デジ

タル化、ネットワーク化に対応した資料や情報の収集・管理、デジタル媒体による閲覧機

能が求められます」に修正しております。また、４つ目・（点）、５つ目の・（点）について

は、「市民の文化や歴史をつなぐ活動に役立つ図書館を目指す」へ移動しているため削除し

ております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、一般図書コーナー、新聞雑誌コーナー、参

考資料コーナー、ＰＣ・ＡＶコーナーが考えられ、運営内容などについては、記載のとお

りであります。  

次に、「市民の課題解決に役立つ図書館を目指す」については、市内の事業者や起業を目

指す利用者が課題解決などに利用できる機能については、実現に向けてハードルが高いこ

とから削除しております。  

次に、５ページをご覧ください。ここからは、「３－２子育て支援施設に求められる機能」

になります。ここでは、他の項目と同様に「拠点」を「機能」に統一的に修正しておりま

す。 

次に、「（１）子育て支援活動の機能」については、具体的に「子育て支援センター」の

複合化によるメリットや運営方針を記載することとし、「次世代を担うひとづくりのため、

図書を積極的に活用した事業を子育て支援センターに取り入れ幼少期から親子で本に親し

む環境を整えるとともに、図書との相互利用促進が図られる子育て支援を担う施設や設備

をつくります」に修正しております。  

次に、「子育てに役立つ施設を目指す」については、２つ目の・（点）を「子育て最中の

保護者が、育児サロンや各種相談事業などで他の親子連れ・相談員たちと交流し、悩みの

解消や子育て情報を共有する機能が求められます」に修正しております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、児童図書コーナー、読み聞かせコーナー、

研修室、調理室、キッズコーナー、授乳室、子ども用トイレ、子育て支援センターが考え

られ、運営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、６ページをご覧ください。ここからは、「３－３生涯学習施設に求められる機能」

になります。ここでは、他の項目と同様に「拠点」の表現を「機能」に統一的に修正して

おります。 

次に、「（１）公民館活動の機能」については、統一的に「拠点」を「機能」に、また、

「拠点をつくります」を「施設や設備をつくります」に修正しております。  

次に、「個人や団体の活動に役立つ施設を目指す」については、文言の修正はありません。 

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室、調理室、

展示ギャラリー、防音スタジオが考えられ、運営内容などについては、記載のとおりであ

ります。 

次に、「多様な芸術文化の活動に役立つ施設を目指す」についても、文言の修正はありま
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せん。 

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室、展示ギャ

ラリー、防音スタジオが考えられ、運営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、７ページをご覧ください。「（２）女性・青少年活動の機能」については、統一的

に「拠点」を「機能」に、また、「拠点をつくります」を「施設や設備をつくります」に修

正しております。  

次に、「女性の社会進出の促進等に役立つ施設を目指す」については、記載のとおり文言

の修正を行っております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室、調理室、

展示ギャラリー、防音スタジオが考えられ、運営内容などについては記載のとおりであり

ます。 

次に、「健全な青少年の育成に役立つ施設を目指す」については、記載のとおり文言の修

正を行っております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、学習スペース、会議室・研

修室、展示ギャラリー、防音スタジオが考えられ、運営内容などについては記載のとおり

であります。  

次に、８ページをご覧ください。「（３）シニア活動の機能」については、統一的に「拠

点」を「機能」に、また、「拠点をつくります」を「施設や設備をつくります」に修正して

おります。 

次に、「シニアの生きがいづくりに役立つ施設を目指す」については、記載のとおり文言

の修正を行っております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室、調理室、

展示ギャラリー、防音スタジオが考えられ、運営内容などについては、記載のとおりであ

ります。 

次に、９ページをご覧ください。ここからは、「３－４その他（仮称）くろべ市民交流セ

ンターに求められる機能」になります。ここでも、統一的に「拠点」の表現を「機能」に

修正しております。  

次に、「（１）市民活動支援の機能」については、統一的に「拠点」を「機能」に修正し、

「拠点をつくります」の部分を削除しております。  

次に、「市民活動の課題解決を図ることができる施設を目指す」については、「市民活動

の解決策の相談や組織に関する相談について」は、施設の機能として実現するにはハード

ルが高いことから削除し、「生活の中で生じる様々な課題に対し、「市民活動」という視点

で課題の解決を図る人々を支援する機能が求められます」に修正しております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、会議室・研修室、多目的ホールが考えられ、

運営内容などについては記載のとおりであります。  

次に、「気軽に立ち寄れる施設を目指す」については、文言の修正はありません。  

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室が考えられ、

運営内容などについては記載のとおりであります。  

次に、「市民活動の担い手育成ができる施設を目指す」についても、文言の修正はありま

せん。 

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室が考えられ、
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運営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、10 ページをご覧ください。「市民交流・市民活動支援ができる施設を目指す」に

ついては、素案では、「市民交流・活動拠点施設を目指す」としておりましたが、ここでは、

「市民交流・市民活動支援ができる施設を目指す」に修正しております。なお、資料の施

設が削除になっておりますが、施設をそのまま生かしていただきますようお願い申し上げ

ます。また、・（点）の部分の「活動拠点」、「交流拠点」を削除し、「様々な形態をとる市民

活動を維持・発展していくために必要な連携を促す機能が求められます」に修正しており

ます。 

なお、ここでの具体的な施設例については、多目的ホール、会議室・研修室が考えられ、

運営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、「（２）休憩場所の機能」については、他と同様に統一的に施設や設備を整備しま

すに修正しております。 

次に、「魅力的な休憩施設を目指す」については、記載のとおり文言の修正を行っており

ます。 

なお、ここでの具体的な施設例については、飲食施設、自販機コーナーが考えられ、運

営内容などについては、記載のとおりであります。  

次に、「（３）ビジネス支援の機能」については、統一的に「拠点」を「機能」に修正し

たのに加え、「黒部市で新しい価値を生み出すや、総合的なアドバイスを行う」ことについ

ては、施設の機能として実現するにはハードルが高いことから削除し、「新しい事業や起業

を考えている人に対し、ビジネスに関する情報提供を行う施設や設備をつくります」に修

正しております。  

次に、「ビジネスに役立つ施設を目指す」については、「ビジネスが受けられるアドバイ

スが受けられる窓口やワーキングスペース」については、施設の機能として実現するには

ハードルが高いことから削除し、「ビジネスに関する情報収集ができるスペースや学習ス

ペースなどビジネスに役立つ機能が求められます」に修正しております。  

なお、ここでの具体的な施設例については、会議室・研修室、学習スペースが考えられ、

運営内容などについては記載のとおりであります。  

次に、１１ページをご覧ください。ここでは、新たに「３－５」として「複合施設の共

有スペースに求められる機能」を追加しております。  

内容といたしましては、市民交流センターの特色である共有スペースの有効利用をはっ

きりとこの基本構想に記載することとし、「各分野において共通する施設を共有スペース

として活用できる機能づくりを目指します」としております。  

次に、「（１）複合施設の利点を生かした共有スペースの機能」として、「施設の学習スペ

ース、会議室、研修室、多目的ホール、飲食施設等については、各々の共有のスペースと

して活用し、限られた面積の中での有効活用による高稼働率化を図ることができる施設や

設備をつくります」としております。  

次に、「共有スペースを活かした効率的な施設を目指す」については、「共有スペースの

効率的な配置により、三日市公民館や働く婦人の家などで活動を行っていたサークル活動

や各種教室などをはじめ、多くの個人や団体が効率的に活動できる機能が求められます」

としております。  

次に、１２ページをご覧ください。ここでは、これまで説明してきました基本機能に必
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要な具体的な施設例（案）の一覧であります。表の見方といたしましては、たてが図書館、

子育て支援、生涯学習支援、市民活動支援の基本機能で、横が具体的な施設例として２０

施設を記載しております。凡例といたしましては、■が図書館部分に設置する施設、▲が

子育て支援センター、●が図書館以外で共有する施設、いわゆる共有スペースであります。  

本日、第３章までの内容についてご了承いただければ、これらの具体的な施設例などを

もとに、次回以降の第４章の施設計画において、施設の規模設定やゾーニング計画を作成

していただくこととしております。説明は、以上であります。  

○委員長 第３章は市民交流センターの機能ということで、先ほどご検討いただきまし

た基本方針、コンセプトを踏まえ、このような機能が必要ではないかということで切り分

けしたものであります。また、前回の委員会で様々な観点からご意見をいただいておりま

すので、それを事務局の方で反映していただいたものであります。 

第３章につきましても本日、出来れば最終のとりまとめということで進めさせていた

だき、先ほど事務局から説明がありましたように、これを具体化するゾーニングや施設計

画の部分に進めさせていただければと考えております。 

第３章の概要についてのご意見でも、次のステップに向けてのご意見でも結構ですの

でご意見をお願いいたします。 

○Ｇ委員 この委員会の前段に「跡地検討委員会」がありましたが、その時に商工会議

所の機能もこの中に入れていただきたいとお話させていただきました。 

今回の資料を拝見しますと「ビジネス支援」がどこか片隅に追いやられたような感じ

で、あまりにも明快な説明になっていないような気がします。それを含めて９月議会で、

この施設によって中心市街地の活性化の一助になるのではないかという話を市長だったと

思うのですが、この辺も含めて「ビジネス支援」をもう少し考えていただきたい。また、

その周辺、後々の周辺整備になるとは思うのですが、中心市街地の活性化も含めて少し考

えていただきたいと思っております。 

昨年か一昨年に長野県の塩尻市の視察をさせていただいた時に、施設の中に商工会議

所も入居していましたが、あわせてハローワークも入居していました。また、市の商工観

光課的な部門も入居していましたので、そういうことも少し考えていただければありがた

いと思います。 

会津若松市や新潟市の施設も視察されてきたと思いますが、１００万人都市や２０万

人、３０万人都市の施設を見ても、４万３千人の黒部市としては羨ましいだけで、やはり

身の丈に応じた施設を考えるべきだと思います。 

○委員長 今ほどの意見について、事務局から答弁はありますでしょうか。 

○事務局 今ほどの商工会議所の部分につきましては、第１回の会議において市長から

話があったと思いますが、黒部商工会議所からご要望いただいております同施設への複合

入居につきましては、引き続き協議・検討すると説明しております。また、前回の会議を

踏まえ、今回このように修正したのですが、商工会議所の話につきましては、 

今後慎重に協議検討していくということでありますので、今回はそれを除いてもビジネス

支援の部分は必要、これは跡地の検討委員会でも話は出ていたと思いますが、そういう意

味で実際に必要な機能として、このようなビジネス支援の機能を入れてはどうかというこ

とで今回の提案になっているところであります。 

○委員長 やはりビジネス支援は、先ほどのイラストの部分でも柱の１つになっている
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ので、それについては、スペース的な部分も含めて確保する形になっていると思います。

先ほど話がありました商工会議所の入居については、ここの場で判断するのは難しいの

で、我々は次の段階に引き継いでいくということかと思います。また、中心市街地の活性

化については、この施設がどのような形で機能していくかによって、中心市街地が活性化

していくと思いますので、そういった観点から人が集う場所としての図書館、あるいは図

書館を中心とした交流施設という観点から、どんどんアイデアをお寄せいただければと思

います。 

○Ｆ委員 ここの第３章ではなく、全体的な感想を述べさせていただきますが、過去２

回の委員会よりは、図書館が核というイメージが持て図書館部分が明確になったのではな

いかと思い、その点は評価したいと思います。 

交流センター建設の基本方針が１から４あります。その次に、交流センターの基本機

能が５機能７分野あります。そうすると今の第３章の５機能７分野は、ハード的なものと

すると、第３章ではソフト的な部分も書かれているのかと思いますが、何か少し５機能７

分野とリンクしない部分もあり、この第３章が少しぼやけているような気がします。もう

少し整理していただき、図書館、子育て、生涯学習、市民活動、ビジネスの５機能７分野

と決めているのであれば、それをもう少し具体的にしていただいた方が、すっきりするの

ではないかと思います。 

それと、第３章の機能をお聞きして、やはり基本方針の４は図書館の機能として記載

してもいいのかなと思いますので、その辺はきちんと整理していただけるといいなと思い

ます。 

○委員長 機能面での整理をもう少しすっきりさせた方がいいのではないかというご意

見であります。 

○事務局 今ほどのご意見を聞いて、なるほどそうなのかと思うのですが、事務局とし

ましては、基本的に５機能７分野を意識して、図書館、子育て支援、公民館、市民活動、

市民団体支援という形で出来る限りリンクするように整理したつもりです。 

○委員長 委員の分かりにくい部分を私なりに考えてみますとソフトの部分が手薄では

ないかと思います。ハードの部分はいろいろ書いていますが、先ほどのビジネス支援につ

いても、今回はソフトの部分を少し落としております。そこが機能といったときにハー

ド、ソフトを一体でやらなければならないのですが、そのソフトの部分が落ちているの

で、何か少しボヤっとした内容になっているのではないかというイメージがあります。 

しかしながら、この場でソフトの部分まで踏み込んで書き込むことができるかという

とソフトの部分、市民の協働ということで非常に大きなウエートを占めてくる部分があり

ます。それにはやはり、こういうハードを作るが、どういったソフト面での提供ができる

のか、あるいは協働というものができるのかというところが、次の段階としてあるのでは

ないかなと思っており、これは後から言おうと思っていたのですが、この施設が成功する

かしないかは結局ソフトであると思います。 

ハードでいくら綺麗な施設を作っても、そこが使われなくて成果がなければ、まった

く何の意味もない施設になってしまうので、ハードに加え、運営とソフト面が非常に重要

になってくると思います。逆に言うと今考えられる機能を想定して、そのスペース、ゾー

ニング、あるいは役割の整理をきちんとしておくことが大変重要だと思います。委員の指

摘は、本当に大事なところだと思います。そういう意味では、ソフト面を今後どうやって
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入れるのか。ソフト面をどう活用していくのかを今後考えていかなければならないと思い

ます。今の整理だと分かりにくいところはございますが、一旦、このような形で整理した

上でソフトを考えるというスタイルもあるのかなと考えております。その辺りを含めて委

員からご意見をいただければと思います。 

○副委員長 資料１の２ページについて先ほど私が発言しましたが、基本方針の１から

４と第３章の「図書館に求められる機能」、「子育て支援に求められる機能」の整合性が

少し曖昧だと思います。 

私は、１の（１）に書かれている滞在型について発言したのは、そういう意味であり

ます。第３章で具体的に書かれていますが、もう少し整理し、簡潔にしてもよいと思いま

す。このため、資料１の２ページの基本方針の４項目と第３章との整合性をもう少し整理

してもらえれば、はっきりすると思います。 

○委員長 「第２章２－２」の部分は、施設全体をトータルで見た基本方針を意識した

中で作成されておりますが、今回、新たに融合化、複合化した施設を作るため、そのコン

セプトをはっきり出しておかなければならないことから、「第３章」は施設ごとの整理に

なっています。 

図書館、子育て支援、生涯学習という形で整理し、次のゾーニングやスペース割を検

討していくためには、どうしてもハード部分の議論が必要になってくることから、ハード

的な視点が強く出てきていると思います。 

前段の形でそのまま整理していくとハード面での切り分けが非常に難しくなってきま

す。このため複合施設をどうやって作るかについて事務局では苦労したと思うのですが、

もう少し整理の余地があるというご意見だと思います。 

どうでしょうか、その辺りのことを例えば「第３章」の前段部分にきちんと書き込ん

でいただくのがよいのではないでしょうか。 

それぞれの機能について、「第２章」で示した基本方針を実現するために、それぞれ

の施設ごとに求められる機能を列挙していくことになった。ただし、それらは双方に関係

しているという趣旨の内容を少し書き入れていただき、この「第３章」の位置づけを明記

すればよいのではないかと思います。あくまで、これは私の意見であります。 

○Ａ委員 第３章１ページの②に「誰もが」と書いてありますが、これは非常に重要な

ことだと思います。 

例えば図書館は必ずしも健常者だけではなく、障害者も利用できる施設でなければな

りません。今年の４月に障害者差別解消法が施行されました。そうなると図書館として、

どういうサービスを提供していくか、あるいは施設として、例えばカウンターまでの誘導

ブロックの設置、あるいは対面朗読、それから身体が不自由で図書館に来れない人に対し

ての貸出、さすがに点字までは大変ですが、そういうサービスをしていく必要があると私

は考えております。 

ただ、ここの言葉として気になったのが誰もがそういう差別を受けることなくサービ

スを接することが出来るという文言があるとありがたいなと、これを１項目入れていただ

くと、今後図書館が出来れば５年や１０年で新しい図書館に改装できる訳ではないので、

その辺をご検討いただければありがたいと思っております。 

○委員長 障害を持っておられる方への対応について、どこかに書いてなかったでしょ

うか。ユニバーサルデザインという言葉がどこかに入っていたと思うのですが。 
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○事務局 今ほど委員長が言われたとおり、１ページの下の方に具体的な施設例とし

て、「開放的な読書環境」、「ゆったりとした空間」、「ユニバーサルデザイン」と記載

しております。 

それと３ページの「市民の憩いやくつろぎの場に役立つ図書館を目指す」２つ目の・

（点）の部分で、「多様な世代や障害のある人が健やかで豊かに暮らせるための学習支援

やユニバーサルデザインによる施設整備」ということを記載しております。 

○委員長 ハード的な部分は、「第３章」で作りますと記載しておりますので反映され

ると思います。やはり、今ほどいただいたご意見の中での課題はソフトの部分でありま

す。ソフト部分でどういうサービスを提供していくかという話であります。 

それから、運営面があります。例えば、図書館に広い通路を確保しても、そこに本が

置かれたりして、車いすが通れなかったりすることがありがちです。その辺りのことを考

えると、運営、ソフトの面、それからハードでの対応の両方が大事であり、ここでは、ま

ずはハードの面での対応がきちんと出来るようにしておきたいということであります。 

○Ｋ委員 図書館のイメージは理解できましたが、生涯学習施設については、利用者間

で大変な争いごとが起きるのではないかと危惧しています。例えば、三日市公民館は５０

位のサークルがあります。また、働く婦人の家には３０位のサークルがあります。市民会

館にはあまりサークルはありませんが、この方たちが交流センターを利用できるのか心配

されています。更には働く婦人の家には、芸文協の事務局が入っております。 

この事務局が何処に行くのかという課題があります。 

それらのことから、それぞれ畑は違うと思いますが、その施設の利用者に不便をかけ

ることがあるのではと心配しています。三日市公民館の多目的ホールは、そんなに利用さ

れていないと思いますが、会議室や研修室の利用率は高いので、この辺をどう考えていく

かが課題であると思います。 

○委員長 やはり利用実態を踏まえたうえで、ハードのゾーニングやスペース割をきち

んとしないと委員指摘のとおりになると思うので、今後、施設の計画について委員会でも

お話させていただく機会はあると思うのですが、施設の利用実態をどれくらいを想定し

て、どこまで対応していくのか、先ほど基本的には今までの利用者は、引き続き利用でき

るようにするという話がありましたが、その辺りを実際の利用実績等を加えた形でご提示

いただくと議論を進めやすいと思いますので、事務局には、よろしくお願いいたします。 

○Ｌ委員 交流センターの中に本当に沢山の機能が入っています。私は、これだけの機

能を入れると、何１０階建ての施設になるのではないかと心配をしています。やはり、開

館から１０年、２０年、３０年と経過してから、この施設はよくなかったという施設には

したくはありません。 

今、議論の中で図書館の機能がクローズアップされていますが、本当にあの旧庁舎の

跡地に図書館を、もちろん図書館には歩いて来る方もいると思いますが、車で来る方もい

ます。その場合、何処から入ればよいのか分かりにくいのではと私はもの凄く心配してい

ます。北銀側から入って駐車場がありますが、裏から入ると飲み屋があって、本当に車１

台がようやく通れるようなスペースです。本当にそれで良いのかどうかということが、と

ても心配です。 

図書館は、私も大好きなので１週間に２回程度通っていますが、駐車場はいつも一杯

で、後ろの砂利の駐車場に停めることが多いです。このため、図書館の駐車スペースが旧
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庁舎のスペースで駐車台数を確保できるのかということがとても心配になります。 

議会でも言っておられましたが、図書館だけを市民会館の場所に移転してはどうかと

思います。そうすれば駐車スペースもあるし、もっと充実した図書館として、３０年、 

４０年、５０年先に後悔しなくてよかった、ここに建てて良かったと思え、全国に誇れる

ような図書館になるのではないかと思います。凄く大胆な発言でありますが、私は、今の

旧庁舎の跡地に、どうやって施設を作れるのか心配しています。 

○委員長 駐車場の問題は当委員会でも何回か委員からご発言があったと思います。や

はり複合施設を作る以上、ピーク時の駐車場のキャパシティはどれくらいか、あるいは駐

車場が不足する時はどうやって対応するのかということを考えていきながら、施設のデザ

インをしていくということだと思っています。 

また、図書館を単独で建てれば良いという意見が議会であったと私も聞いております

が、図書館を単独で建設するのか、複合施設にするのかをここで決める訳にはいきませ

ん。我々としては、複合化した施設を作るとすれば、基本コンセプトはこうで、持つべき

機能はこうであるということをきちんとまとめ上げていく。その上で、当然パブリックコ

メント等の手続きを踏まえていきますので、そこで市民の方々からご意見をいただく。 

私としては、こういう複合施設を作るということであれば、その可能性を最大限に追

求してみたい。パブリックコメント等で、全然話にならないという評価があればその時で

しょうが、複合施設だからこそ出来ることもあるでしょうし、財政的な問題も関係してく

ると思いますので、議論の枠組みとしては、基本的な機能を最大限活かすにはどのような

形で進めていけばよいのかということを検討いただければと思います。 

しかし検討にあたっては、図書館単独の時と比べて図書館の機能が低下しては駄目だ

と思います。複合して図書館の機能を果たしつつ、なおかつ複合化して新たな価値が付い

てくる、複合化させた方が良いというところがないのかどうかを考えながら検討を進めさ

せていただきたいと思いますので、また、ご意見をいただければと思います。 

○Ｈ委員 「ビジネス支援」の機能で先ほども話があったと思いますが、前回からワー

キングスペース等の部分について１行くらいスパッと削除させています。学習スペースと

の利用の共有という特化したまとめ方がされていると思いますが、学習スペースとは少し

違うのではないかと思います。学習スペースとするならば、やはり生涯学習の方になって

くると思いますので、ビジネスとして今後残して行く前提すれば、これはなくてもいいと

いう話になってくると思います。施設を拡張するのは難しいという話がある中で、先ほど

会議室の利用等で争いが起こるのではないかという話がありました。このままいけばビジ

ネスだけで単体を残すのが難しくなるのではと危惧するので、きちんと場所の確保をす

る。また、個人事業主のことも書いてありますが、仕事の事務作業は机上で行えますが、

商談スペースや通信機能も大事でＦＡＸもあればインターネットもあります。そういった

もの、プリンターなど出張に来られて資料を作成できるという用途も踏まえて、きちんと

整理し、ソフトの面でここに記していくことが必要かと思います。更に休憩スペースにつ

いては、自販機コーナーだけで休憩スペースに魅力が生まれるかも踏まえて、書き方の問

題だと思いますが、本当のゆったりできるは、自販機があるからゆったりできる訳ではな

いと思うので、こういった部分を少し強化していく必要があると思いました。 

○委員長 ビジネスの部分で学習スペースと書いてしまうと他の児童・生徒、学生の学

習スペース、あるいはシニアの生涯学習のスペースと区別がつかなくなってくるという印
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象があります。ただ、個人事業者や出張ビジネスマンが利用できる空間、ビジネスに役立

つ施設ということで言うと、こういうものだということで、このイメージを何かしら反映

できないかと思います。 

これは難しい部分で、こんなネクタイをした親父が話をしているところで子どもが利

用できるかというところもあり、いろいろ工夫しなければいけない部分があると思いま

す。また、その工夫なしではできないと思います。あえて図書館にビジネスの支援機能を

備えるというところで、今ほどご意見をいただいた部分はソフトの部分も関わってくると

思いますが、ハードの部分をどう切り分けできるのか。また、先ほどから議論になってい

る商工会議所がどういう形で関わってくるかも関係してくると思います。 

自販機コーナーについては、自販機を置けばいいのかと思われると思います。決して

そうではないと思いますので、飲食施設と自販機コーナーでゆったりくつろげる開放的な

空間の内容に反映させるような計画を進めることが必要と思います。 

○Ａ委員 私は、１７日に飛騨市の図書館を視察してきました。そこでは、学習の席が

一般人専用席として指定されている席がありました。そうでないと受験シーズンや学校の

試験シーズンに学生が占領してしまうということです。これは運用面になりますが、一般

専用席を設けることが図書館にとって大事な部分だと思います。 

○Ｅ委員 島委員から発言をいただいたのですが、ビジネスの部分を残すのであれば、

あまりにも薄っぺらい内容になっているので、もう少し残してもらえたらと思います。 

それと、資料１の３ページのビジネス支援の文書がどうも意味が通じない気がしま

す。個人のアイデアや能力を最大限に引き出す図書館機能と連携したというよりも、むし

ろ地域経済を活性化させるために、図書館機能と連携したビジネスに関する情報提供、支

援の方が良い気がします。いずれにしろ、この文書ではなかなか意味が通じないと先ほど

から見ていましたので、もう少し考えていただければと思います。 

○委員長 内容より表現の問題ということのご意見であると思います。この部分は委員

のご意見を踏まえて、表現を工夫させていただきたいと思います。確かに意味が通りにく

いところがあると思いますので、私に一任させていただければと思います。 

○Ｂ委員 私の所属する読書会の方に、３回目の会議に向けて何か意見がないか聞きま

した。今、ビジネスの話が出てきていましたが、美味しい物がある所に沢山の人が集まる

ので、地場産の食材を使って、黒部市の特殊性を生かすような美味しい物を提供できる、

自販機ではなく、コラーレのような民間の店舗を入れていただき、そこで食べたり、本を

読んだりしたいという意見をいただきました。 

また、自然があり、水があり、黒部の特色が生かされた環境で読書をしたいという強

い思いを持っておられ、コラーレと行き来出来る図書館を作りたいという願いを持ってお

られました。コラーレには水もあり、自然も眺められ、それから飲食と休憩ができる場所

あるので１番良いのではないかという考えも持っておられ、以前も働きかけておられたよ

うです。 しかし、なかなか希望が通りませんでした。 

私も前から三日市の街中に作るのに疑問があったのですが、市の経済的なことや、い

ろんなことがあるので、そうなったと思います。そうなった以上は、そこでということで

会議に出席しています。いろいろな要望がありますが、なかなか出来ないということが会

議を通じて分かってきました。それに私は会議に出席した時から、市民会館、働く婦人の

家、三日市公民館は耐震性がなく、老朽化しているので取り壊すと思っていたのですが、
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それは間違っていたのかなと、それについて疑問がありますので聞かせていただければと

思います。 

○事務局 今回の委員会につきましては、最初に市長から諮問がありましたとおり、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施設の機能を加え、子どもたち

が楽しめるキッズスペース等を複合させると諮問しております。当然、複合施設の完成後

につきましては、旧施設を解体する形で考えております。 

また、飲食コーナーについては、事務局といたしましては公共施設の飲食スペースは

苦戦している実情があることから、大規模な飲食施設は難しいということで、このような

表現にしております。 

○委員長 飲食施設は、確かに先進地視察先にも素敵な所がありました。ポイントは、

今回できる施設に人が全て集まり、そこから帰るだけでは駄目だと思います。 

施設に行って、その周りで時間を過ごしていただき帰っていただく形が、近隣の活性

化にもなるし、それからそこを訪れる人が豊かな時間を過ごせるということになると思い

ます。そのためには、この施設の具体像がはっきりと明確になって後、それを見据えた黒

部市全体のまちづくりを考えていく必要があると思います。そういう意味で大変大事なご

指摘だと思います。 

○Ｄ委員 少し細かいことになると思いますが、子育て支援において、子育て中のお母

さん方はなかなか図書館を利用できません。この際、子育て支援の中に子供さんを預か

り、お母さんが図書館へ行ける時間を設けることは考えられないでしょうか。 

それから今、メルシーの上に子育て支援センターがありますが、それがそのまま交流

センターに来るということですが、今の場所を喜んでいる方がおられます。それが交流セ

ンターに入ると出来ないと思います。例えば、子どもが遊んだあと買い物をして帰ると

か、駐車場は地下にあって濡れないで子育て支援センターに行けるとかであります。 

そのマイナス部分を補い少しでもプラスになることができないのかということもこれ

からの具体的な話をする中で検討していってもらいたいと思います。資料の中に朱書きで

いくつか書いてありますが、その部分にこれをいれてほしいのですが、そういうこともこ

れから検討されるのでしょうか。 

○説明員 お話いただいた現在のような子育て支援センターの機能はありませんが、先

ほどから議論しておりますように、図書館と複合することのプラスのメリットが必要だと

思います。お母さん方が少しの間子どもを預け、自分の時間として学習スペースなどでく

つろいでいただけるような機能は考えていきたいと思っております。後、駐車場について

は、なかなかスペースの確保が難しいと思いつつも、買い物は出来ないものの利便性につ

いては最大限検討していきたいと考えております。 

○委員長 施設を移転させるメリットをご指摘いただいたように、どのようにメリット

を出していくか、今ある子育て支援センターが複合されるので、現在の施設の利便性やメ

リットを極力損なわないよう新しいものを作り、足し算、引き算したらお釣りがくるぐら

いが１番よいと思いますので、この辺りも我々自身は知恵を絞っていかなければいけない

と思います。 

○Ｃ委員 今、子育て支援の話が出ましたが、メルシーの中にある子育て支援センター

を複合させるという話でした。以前、子どもを連れてメルシーの子育て支援センターに行

ったときに０歳から２歳くらいの子供しかいなくて、幼稚園の子供を連れて行ったときに
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少し浮いたというか、少し危なっかしい感じがしました。すごく小さな子供がいる方にと

ってはメリットも大きいと思うのですが、小学生の子供くらいが、このキッズスペースを

利用するとなると、少し年齢的に合わないという思いと、小学生も充実して遊ぶと言えば

変ですが、少し滞在できるような図書館にしていただけたら親子で過ごせる滞在型の空間

づくりになると思いました。 

○委員長 子どもをお母さんやお父さんと一緒にきて過ごす滞在方ということですが、

１つに子育て支援センターがあるでしょうし、図書館自身には子どもと一緒に本を読む、

あるいは選ぶ、お互いに図書を通じて会話をするという図書館が理想かなと思います。そ

れにプラスして乳児を抱えている親御さんにとっても子育て支援センターが入るというこ

とが１つのメリットになる。やはり施設の設計とその後の運営がポイントで、それによっ

て使いやすくなると思うので、これからの検討でご意見をいただければと思います。 

それでは、先ほどこの「第３章」について、前段の「第２章」の部分と少し繋がりが

不明確なところがあるというご指摘をいただきました。先ほどご提案したのですが、「第

３章」の前段に示した基本方針、機能をここで施設ごとに書いていくのですが、その関係

を分かりやすく示すような文書を入れさせていただければと思います。その上で、具体的

に書かれている今日お示ししたところについては、概ね必要な機能は網羅されているので

はないかと思います。ただ、ビジネス支援の表現が少し違うのではないかというご意見も

いただいた他、幾つかの指摘をいただいておりますが、全体のバランスも考えなければい

けないので、例えばビジネスの会議室、学習スペースについて少しイメージが違うのでは

ないかというご意見をいただいておりますが、大きな括りでの学習スペースに括りながら

運営内容では区別をする。今後のゾーニング等に活かしてもらう形で対応させていただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

○Ｈ委員 使い方が少し明確になっていないと実際に仕事で来ても利用できないと思い

ますので、発言のあった一般専用は１つのやり方だと思いますし、使い方が明確になれば

よいと思います。 

○委員長 ビジネスでの学習スペースの用途は書いてありますので、これを活かした形

で今後検討させていただければと思います。 

いかがでしょうか、事務局から提出いただいた修正案については、若干文言について

ご意見をいただきましたが、それについては、こちらで修正させていただく、それから

「第３章」の前段として、今ほど申し上げた形で「第２章」との繋がりを明確にできるよ

う、本日の課題としてはハードの面も大切でありますが、ソフト、運営というところも大

切だという形でご意見をいただいたと思います。そのような形で、こちらの方は整理をさ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは「第３章」につきましては、そのような形で進めさせていただきた

いと思います。「第３章」については、修正したものを事務局から提示いただき、この後

の作業として施設計画がありますが、こちらにつきましてはスケジュールにそって進めさ

せていただく。ただし、基本方針との繋がりが分かりにくい等のご意見をいただいており

ますので、その部分は施設計画の部分で反映させていただけるような形に次回、ご提示す

る形でお願いさせていただきたいと思います。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

協議事項（３）その他 

○委員長 続きまして、本日の協議事項の（３）のその他でございますが、事務局から

お願いします。 

○事務局 事務局から、２点事務連絡をさせていただきます。  

まず、第４回の会議開催日についてのお願いであります。次回の開催日については、当

初の計画では 12 月の開催は予定しておりませんでしたが、若干、スケジュールに遅れが

生じておりますので、12 月１日（木）午前 10 時から第４回の会議を開催し、第４章の施

設計画等を協議したいと考えておりますので、委員さんには、年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。  

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

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

きますようお願い申し上げます。事務局からは、以上です。  

○Ｇ委員 午前１０時の会議は、私ども商売人にとって非常に出席しにくい時間であり

ますので、次回は分かりましたが、なるべく昼からの会議にしていただければと思いま

す。 

○委員長 わかりました。委員それぞれお仕事やご活動をされている中で時間を調整し

て出席いただいておりますので、出来る限り皆さんの支障にならないような時間で調整さ

せていただきたいと思います。その他、ご意見等ございますでしょうか。 

【「意見なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 無いようですので、本日予定の協議事項を全て終了させていただきました。

皆様方にはご協力いただき感謝申し上げます。 

 

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

閉  会 

○事務局 これをもちまして、「第３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４６分 


