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第８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２９年３月１４日（火）午後２時～ 

場 所 黒部市民会館１０１会議室  

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

会議次第 

 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 報告事項 

  （１）パブリックコメントの報告について  

３ 協議事項 

（１） パブリックコメントの基本構想への反映について 

（２） 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）  

島   大 樹（黒部青年会議所副理事長）  

植 木 眞 人（黒部商工会議所副会頭）  

三 井 適 夫（黒部まちづくり協議会長）  

岩 井 憲 一（黒部市自治振興会連絡協議会長）  

牧 野 和 子（くろべ女性団体連絡協議会長）  

森 丘 晃 之（公募委員）  

国 香 正 稔（黒部市教育長）  

 

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

 

本日の欠席委員 ２名 

能 沢 一 代（公募委員）  

能 澤 雄 二（黒部市副市長）  
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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）  

 中 山 助 利（黒部市総務企画部総務課主任）  

 坂 東   剛（黒部市総務企画部総務課主事）  

 板 屋 里 奈（黒部市総務企画部総務課主事）  

 

説明員 

 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８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 本日は、お忙しいところお集りいただきましてありがとうございます。この

会議も８回目でございます。こういった新しい施設を作る時には、このような会を設置し

て基本的な考え方を整理していくことをどの自治体も行っているのですが、８回という回

を重ね濃密な議論をしていただいていると考えております。 

前回は、パブリックコメントに向けて、ひとまずの取りまとめをさせていただきまし

たが、本日はパブリックコメントを受けて最終的な総仕上げという形でまとめさせていた

だければと考えております。 

いつものことではございますが、それぞれの立場でご意見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。 

 

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

報告事項（１）パブリックコメントの報告について 
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○委員長 それでは、次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

本日は、報告事項が１件、協議事項が１件とその他になっています。今ほど申し上げ

たように、パブリックコメントへの対応が１つ大事な議題になっています。 

それでは、最初に報告事項の（１）パブリックコメントの報告について事務局から説

明願います。 

○事務局 それでは、２月１１日（土）から３月１２日（日）の３０日間かけて行いまし

たパブリックコメントによる市民からの意見についてご報告申し上げます。 

資料１をご覧ください。今回のパブリックコメントでは４件の意見をいただいておりま

すので順次ご報告いたします。 

まず、田家地区在住の方のご意見からは、１０点のご意見をいただいております。 

１点目に、三日市公民館は別途建設すべき。 

２点目に、子育て支援センターは現状のメルシーが望ましい。 

３点目に、図書館を黒部市で建設する必要があるのか。他市の例については黒部市と比

較にならない。施設開始年度の記入がない。人口１人当たりの蔵書数を示しているが、 

８０歳以上の人は利用していないのではないか。宇奈月の中央公民館の利用が不明確。  

４点目に、社会活動、これはおそらく生涯学習のことだと思いますが、公民館活動との

繋がりが検討されていない。 

５点目に、工事費は消費税額で明記すべき。 

６点目に、太陽光パネルの設置について記入されていない。 

７点目に、施設を詰め込みすぎではないか。 

８点目に、調理室の規模について実績が不明。 

９点目に、市役所の建設経費を記載すべき。 

１０点目に、魚津市の図書館の内容を明記すべきのご意見をいただいております。 

次に、堀切在住の方からは、環境や安全に配慮した施設整備について５点のご意見をい

ただいております。 

１点目に、パッシブハウスのような機能を取り入れ、光熱費の軽減を図るべき。 

２点目に、太陽光の導入。 

３点目に、子供や高齢者、障害者に配慮した階段の工夫。 

４点目に、本棚等の怪我防止。 

５点目に、男子トイレの個室を増やすのご意見をいただいております。 

次ページをお願いいたします。次に、浦山地区在住の方から４点のご意見をいただいて

おります。 

１点目に、コラーレ等の他の施設の利用率は。また、他の施設を有効に使えないのか。 

２点目に、駐車スペースの不足。 

３点目に、２点目と関連いたしますが、お子様連れの親子が離れた場所の駐車場から歩

いてくることができるのか。 

４点目に、市民会館跡地の利用は決まっているのか。また、市民会館跡地に図書館を建

設できないのかのご意見をいただいております。 

最後に、生地地区在住の方からは、ゾーニング計画等４点のご意見をいただいておりま

す。 

１点目に、複合施設の場合は図書館が１、２階の方が良いのではないか。 
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２点目に、図書館が２階層になる場合、ＩＣゲートシステムが必要になるのではないか。

３点目に、子育て支援センターと図書館を同じ階に設置するのは、子供の育成や親の育 

児不安の解消に繋がるので良い。過去にメルシーが急に閉店したことから、市の機関に設

置することは親の安心に繋がる。現在のメルシーはエレベーターがないことから、エレベ

ーターで移動できることは子育て支援に繋がる。 

４点目に、和室の必要な会議等はどのくらいか。高齢者の利用が増えると思うので、椅

子で会議ができるようフローリング床で簡易畳の利用を検討できないかのご意見をいただ

いております。説明は、以上であります。 

○委員長 ただ今、寄せられたパブリックコメントをご紹介いただきました。 

本日、次の協議事項でこのパブリックコメントをどのような形で基本構想に反映させ

るかを考えていきたいと思いますが、ひとまずこの段階でご質問等はございますでしょう

か。 

【「質問なし」と呼ぶものあり】 

○委員長 それでは、このパブリックコメントについては、次の協議事項でご議論いた

だければと思います。 

 

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

協議事項（１）パブリックコメントの基本構想への反映について 

○委員長 それでは、次の協議事項に移らせていただきます。 

今回の報告を踏まえ、パブリックコメントでの意見をどう反映していくかをご議論い

ただければと考えております。 

事務局の方で、反映すべき事項等の素案について作成していただいておりますので、

まずそれを報告いただく形で始めたいと思います。それでは、よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 資料２をお願いいたします。今ほどの資料と中間報告を事前に配布しており

ますので、事前に配布しております中間報告もお手元に出していただければと思います。 

今回の修正案は、資料２のとおり事務局提案による修正とパブリックコメントを受け

ての修正部分に分けて修正箇所の一覧表を記載しています。 

まず、事務局提案による修正部分部については、基本構想の中で横文字等により、な

かなか意味が分からない用語がありますので、その説明を該当するページの下段に入れる

ことの修正であります。 

主なものといたしましては、ユニバーサルデザイン、ジオパーク、レファレンスサー

ビス等であります。 

また、基本計画の４０ページですが、「施設の規模は４０ｍ×４０ｍの４階建と設定し

ます」としておりましたが、４０ｍ×４０ｍの正方形の施設が建つというイメージを持た

れる方が多いようであります。しかしながら、実際の施設の形は今後のプロポーザル等で

設計者を選定し、そこでデザインされることとなることから、ここの部分については、

「施設の規模は１，６００㎡×４階の６,４００㎡と設定した」に修正したいと考えてお

ります。 

次に、パブリックコメントを受けての修正部分でありますが、中間報告の２６ページ
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にもう一度戻っていただければと思います。 

ここでは、公民館活動の機能について記載していますが、新しい複合施設には三日市

公民館を複合させる計画でありますが、この基本構想では、公民館活動を行う本来の機能

を明記することとし、三日市の地区名を削除してはどうかということを提案しておりま

す。 

次に、中間報告の３３ページをお願いいたします。３３ページに表がありますが、こ

の表は、図書館の規模設定を行うために先進事例の施設を記載しておりますが、パブリッ

クコメントのご指摘として、各施設の所在地における人口や開館年度が分からないとのご

意見を受けましたので、表中に人口、開館年度を加えることとし、併せて図書館の面積部

分について空欄となっている施設については、削除することを提案しております。 

次に、３９ページをお願いいたします。③の調理室の面積については、前回の委員会

で調理台７台と記載されていた内容を削除いたしましたが、パブリックコメントでは、調

理室の利用実態が分かりづらいとのご指摘をいただいておりますので、ここでは「一度の

利用者が最大で５０名程度で調理室には、調理台７台を設置する必要があることから 

１００㎡と設定します」と修正したところであります。 

次に、中間報告の５４ページをお願いいたします。５４ページは、概算工事費の一覧

表であります。 

この部分については、消費税額をまとめて記載をしておりましたが、それぞれの金額

が分かりづらいというご意見をいただいておりますので、各金額全てを消費税を含んだ額

に修正することをご提案しております。 

同じく、５４ページの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、市

役所行政棟の単価で算出しておりましたが、市役所全体の工事費について記載すべきとの

ご意見をいただきましたので、参考という形で市役所の総事業費４７億４千万円、述べ床

面積、平米当たり単価を掲載することを提案しております。なお、その他、パブリックコ

メントにおける太陽光パネルの導入や、安全面、図書館のＩＣチップの導入のご意見をい

ただいておりますが、将来的には新しい技術の機器が導入されることも考えられること、

また、基本設計時に具体的な設備を検討することとなることから、今回の基本構想では具

体的な設備内容を記載せず、中間報告に記載の内容で取り扱えればと考えております。 

また、施設のゾーニング計画についても、これまで検討していただいた内容について

修正は行わず、３階、４階に図書館を配置する原案どおりのゾーニングを考えているとこ

ろであります。あくまで、素案でありますが説明は以上であります。 

○委員長 ただ今、パブリックコメントをどのように反映させるかということで事務局

からご提案をいただきました。 

パブリックコメントについては、先ほど説明していただいたとおりでありますが、意

見を反映することが困難なご意見も幾つかございました。そもそもこのような複合施設の

形で施設を整備するのはいかがなものかというご意見でございます。これにつきまして

は、当員会では検討しかねますので、そういう形で対応していきたいと思います。ただ、

全く意見を無視するという話ではなく、今回、この委員会でもいろいろご議論いただいた

とおり、これまでの論議を踏まえて、今の構想の中でどのような形で対応できるのかとを

これまでもご議論いただいていると思います。 

それから、先ほど事務局から説明がありましが、今後、基本的な、もう少し具体的な
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施設を設計する段階で反映した方がより良い。あるいはここで変更した方が良いというパ

ブリックコメントの意見も幾つかいただいております。これにつきましては、今後の検討

の中で取り上げていく。今ほど事務局からご提案いただいたのが、構想を策定するにあた

って我々が使ってきた情報等については、きちんと出していった方が良いのではないかと

いうことです。 

それから、建設費等についても少しでも分かりやすい形でこの構想の中で示し、今後

の議論を進めていくために基本的な指針となるものにすれば良いのではないかというとこ

ろだったと思います。 

事務局案に対するご意見でも結構ですし、説明以外のパブリックコメントに関する反

映のさせ方等についてでも結構でございます。ここでご議論いただき必要なところは更に

修正を加えたいと考えております。それでは、どの点からでも、どなたからでも結構でご

ざいますので、ご意見、ご質問等がございましたらお聞きしたいと思います。 

○副委員長 三日市公民館について書いてありますが、公民館を入れることについて、

今後、議論になってくるのではないかと思います。 

三日市公民館は、かつては中央公民館でありました。現在、三日市公民館で活動をし

ているいろんなサークルや団体は、必ずしも三日市公民館という意識で利用していないサ

ークルが結構あるかと思います。私が、関係しているサークルも三日市の住民よりむしろ

黒部、魚津、新川を含めた方で活動しています。それから今の浦山地区にある中央公民館

と活動内容を比較するのはどうかと思いますが、活動内容から言えば三日市公民館の方が

圧倒的に中央公民館的な活動をしていると言っても過言ではないと思います。 

問題は、前回会議で委員長もご指摘されたと思いますが、公民館は原則的に無料で会

議室等を使用している。一方、働く婦人の家は利用料を徴収するようになって３年目にな

ると思います。それぞれの活動内容は、一言で言えば生涯学習的な活動をしています。活

動内容は同じような事なのに、働く婦人の家は金額の多寡は別として利用料を徴収され

る。しかし、公民館は無料です。ですから、働く婦人の家で活動されている皆さんが、新

しくできる交流センターで三日市公民館として活動できるのであれば大変喜ばれると思い

ますが、同じ交流センターの中で、また、他のいろんな活動スペースがありますが、公民

館と公民館でないその区分けをどうするか。そして利用料の理解をどうするかが大変悩ま

しいところかと思います。 

それと基本的には、三日市公民館は別途という話がありましたが、やはり公民館の果

たしている活動から言いますと、交流センターの図書館と並んで、もう１つのコア的な存

在だと思いますので、これをどう理解求めていくか。そういう意味では三日市の部分の削

除は良いことだと思います。 

○委員長 公民館機能は、図書館と並んで社会教育に非常に重要なところであります。 

今回、複合させた形で、まちづくり、賑わいということも考えながら、また子育ても

考えるというところで、今までの公民館、図書館、子育て支援施設とは少し違った役割が

求められるところかなと思います。そういった時に、三日市の名前を取って、公民館機能

というところをきちんと考え直していく。そういうスタイルで構想をまとめているという

ところで、今ほどそれに対してもご意見をいただきました。 

公民館とその他の施設ということで、方向性に少し違いがあるかと思いますが、その

あたりは今後、基本設計や運営に関する議論の中で深めていっていただけるということだ
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と思います。また今後、ご意見をいただければと思います。 

その他に何かお気づきの点、あるいはご意見はございますでしょうか。私から聞きた

いのですが、パブリックコメントに対しては個別のものに対してこう考えるという対応を

するのでしょうか。それとも反映、修正したところを明示する形でしょうか。 

○事務局 パブリックコメントの対応については、それぞれ個別の意見に対して、その

考え方を公表したいと考えております。 

○委員長 今までの検討の経緯等もあります。この委員会でも、そもそも単独で図書館

を作れば良いのではないかというご意見もいただいておりましたが、それは、本委員会で

の検討の範囲以外であると整理させていただいておりました。 

このため、そういうことも伝わるようなパブリックコメントの回答という形でするの

か、この報告書で整理するのか、どちらが良いのか分かりませんが、我々としては公共施

設の再編計画や複合施設の全体像があって、このような形で施設を作るとすれば、どのよ

うなものが構想でき、何を目指すべきなのかを議論していただく。そのあたりが報告書に

設計みたいなものや経緯が少し分かっていただけるように説明した方が良いのかもしれな

い。その他に何かございますでしょうか。 

パブリックコメントをいただく前に、前回の委員会でいろいろなご意見をいただいた

ところを委員長、副委員長に一任という形で少し修正させていただいております。その点

についても、何かご意見があればお聞かせいただければと思います。 

今後でございますが、今日で実質的な最終的なとりまとめという形になります。次回

は、市長に取りまとめたものを答申することになると思いますので、何かございました

ら、あるいはこれを踏まえて次の段階として、運営の話、それから基本設計の話になって

くるかと思います。そちらに伝わるようなご意見も併せていただければと思います。これ

により、我々も具体的に伝えることができるのではないかと思います。そういう点からで

も結構でございます。 

○Ａ委員 パブリックコメントのことではないのですが、今回は資料を早くいただき、

ゆっくり読んでおりましたら少し気づいた点がございました。 

基本構想の２４ページです。修正箇所にも出ておりましたが、ここの②の見出しに

「市民の課題解決に役立つ図書館を目指す」それに対して、２１ページの（１）の①「市

民の知的好奇心や課題解決に役立つ図書館を目指す」ということで、ここにも「課題解決

に役立つ」としてダブって記載されているので、この「課題解決」はそれぞれどう違うの

かということがありますので、私は「市民の知的好奇心や本との出会いを楽しめる図書館

を目指す」という表現が良いのではと思います。 

それから、これは全般的に事務局の編集方針もあるのですが、気がついたのは、第３

章のくろべ市民交流センターの機能の編集の中で、大きく見出しは（１）、それから①、

②、そして・（点）で３段階に分けて記載してあるのですが、私はその中で少し気になっ

たのが、・（点）の部分であります。（１）や①は問題ないのですが、何かこの部分が、

「何々を目指す機能が求められます」というような形で、②にも「図書館を目指す」とな

っているので、もう少し具体的に記載した方がはっきりして分かりやすいのかなと思いま

す。例えば、「誰もが学べる学習スペースを備え、開架図書１０万冊以上を備える」とい

う形で、「機能が求められます」ということが必要なのか、また、次の箇所も「映像や音

楽の充実により、利用者の知的好奇心」と、後は「各種企画展示、滞在しながら学べるよ
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うにする」という形ではっきり言った方が良いのではないかと思います。そういう部分が

幾つもあります。 

例えば、②の「次世代を担う子供の豊かな感性を育む」の後は、「育む読書環境を支

援し本との出会いや読書の魅力に触れる機会を与える」。それから「親子で安心して使え

るようにする」とか、また、「心の豊かさを育む活動を推進する」ということで、すきっ

と切った方が分かりやすいのではと思います。 

他にもそのような箇所が結構ありますので、この辺の表現は図書館だけに限ったこと

ではなく、いろんな複合施設の他の方も、そういう表現になっているので、私は特にこだ

わりませんが、・（点）のところは具体的に、そしてその下に具体的な施設名が記載され

ていますので、ここの・（点）の部分は、もう少し具体的にこうするという形で言った方

が構想でありますので、なかなかそういうことを言うと、例えば何故、私がそう言うかと

いいますと例えば、２４ページの「市民の課題解決に役立つ図書館を目指す」というとこ

ろも、どんな形でどうするのかという点が問われると、何かはっきりしない部分がありま

す。 

例えば、このことは具体的に「参考図書コーナーをカウンターの周辺に設置して、利

用者が知りたいことや調べたいことが出来るように基本的なレファレンスツールの収集と

レファレンスサービスの人的支援を図る」ということであれば、レファレンスの基本的な

ツール、収集と人的支援は開架図書が１０万冊ほどになりますと、やはり利用者に書架を

案内したりする時に、カウンターの横にそういうレファレンスコーナーがあれば、そこに

行って調べたりする時に職員との対話が出来る方がすぐに分かります。 

そういう時に例えば、少し専門的なことを申し上げますが、例えば、石に関係する本

を見たいと言われても、石は建築材料であれば５２４の分類になりますし、造園学になれ

ば６２９になります。 

それから、石彫になりますと７１４になりますし、土木材料になりますと５１１にな

ります。 

それで、レファレンスツールを調べる時の職員との会話の中でその人を書架に案内し

ていく中で、具体的にどういうことを求められているかについて的確に対応できるという

ことで、それは書架まで案内する中でいろいろと会話がはずむ。 

特に最近の図書館は人的経費の削減のために委託で職員を配置し、正規の責任ある職

員がカウンターに出ず、レファレンスの減少や予約図書の冊数が非常に減少しておりま

す。やはり、利用者との対話、私は人的支援とはそういう意味で言ったので、これまでい

ろんな場所で、図書館の人的支援について、例えば地震について書かれた本を探すだけで

も、地震工学は５２４、地震保険になれば、３３９になります。そういうだけでもどうい

う観点から調べるのかを利用者と対話をしないとレファレンスの利用者も増えないという

点で、少しここの説明だけでは、利用者の様々な課題を解決するために図書館利用者が求

める図書館資料や情報について相談に応じるなど、相談は相談で良いのですが、「レファ

レンスサービスの充実や利用促進が求められます」と書いてありますが、じゃあどんなこ

とをするのかということが見えてこないです。充実という抽象的な部分で何を充実するの

かわからないし、やはり黒部の図書館も資料費が不足しております。基本的なレファレン

スツールは最低でも５０点以上必要なのですが、予算が少ない関係で更新されていない状

況もありますのでレファレンスサービスを充実する。利用者の質問を的確に応えられると
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いうことになれば、やはりそういう面で整理していかなければならない。そういう点でど

ういう図書館を目指すかになれば、少し具体的にはっきりと、それはどの項目でもそうで

すが記載した方が良いと感じました。 

事務局から早く資料をいたただき、ゆっくりと読むことができ、ありがとうございま

した。事務局は大変だったと思いますが、私が今申し上げたことについては、非常に全体

の要の問題ではないかと考えております。 

○委員長 最初のご意見で２１ページの（１）の①と２４ページの（３）の②で言わん

とすることとすれば、（１）の①については、市民の知的好奇心に重きが置かれていると

思いますし、２４ページは、どちらかと言えばレファレンスサービスをはじめとする課題

解決なのかと思います。後ろは課題解決、前は知的好奇心を満たして、それから今委員が

言われたことを何かしら反映させると整理しやすいというか、きちんと伝わるのではない

かと思いました。確かに２つ課題解決が入っている。課題解決は大事なのですが整理した

方が良いのではと思いました。 

それから「機能が求められる」の表現については、かなり難しいところかと思います

が、こういう書きぶりになっているというのが、この章では「求められる機能」を整理し

ましたということ。それからもう１つは、特にこういう機能ということで、先ほども少し

お話しが出ましたが、具体的にこういう役割を果たすという面より、何か新しいものが出

てきたら、それを取り入れていくということを含めての「求められる機能」だと思いま

す。 

このため、例えば開架図書１０万冊は、これは１つの具体的な数値として示されて、

ここの表現に関しては、「求められる機能」を削除しても、そんなに違和感はないと思い

ますが、「利用者の知的好奇心を満たす機能」については、先ほど委員が言われたよう

に、もう少し具体的に書くのか、それともこういう機能ということで、それには何がある

のだろうかいうことを今後、運営計画の方法も含めて細部について検討いただく中で、肉

付けをしていくことになるのかということだと思います。 

それから、レファレンスサービスのカウンターの配置についても、おそらく基本設計

の中で具体的な部屋のレイアウト時に考えていただかなければいけないというところかと

思いました。 

構想、機能というところで言いますと、概ねこのような言い回し、何かしつこい言い

方をする。「機能が求められます」と、やはり今後の基本的なスタートになるので若干く

どくてもこのように記載しておく。いかがでしょうか、Ａ委員のご意見に関するご意見で

も構いませんし、何かございましたらお願いいたします。 

○事務局 今ほどのＡ委員の求められる機能の中身の部分ですが、今ほど委員長が言わ

れましが来年度から施設運営計画を市の方で作っていくことになります。その時は、この

基本構想のまさにこの求められる機能をどうしていくかを具体的に詰めていく部分になる

と思いますので、できればこの内容で、あといろんなことが考えられると思いますので、

その部分にはいろんな方のご意見を取り入れて具現化していきたいと考えているところで

あります。 

○委員長 図書館の機能をどういう形、コンパクトな形かつ先ほども言われたようにき

ちんと利用者の要求に応えるというところ、やはり運営や人の配置も含めて大事なところ

ではないかと思います。 
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多分、今ほどＡ委員が言われた図書の分類方法については、なかなかご存知ないと思

いますが、図書館の分類は日本の図書館の共通の分類がされていて、それを使う時にはそ

れなりの知識が必要だというところで、図書館機能を充実させようと思うと今ほどご意見

をいただいたことが大事だと思います。段々と具体的な機能を詰めていく中で、図書館に

限らず、子育ての話もそうですし、調理スペース等の補完スペースもそうだと思います。 

○Ｉ委員 先ほどの事務局の説明では、太陽光パネルの導入についてパブリックコメン

トが２件出ておりますが、エネルギーについてほとんど触れていない。 

この中間報告の１９ページにあります施設整備方針の５番、「環境に配慮した施設整

備」という書き方の中に、「省エネ型の設備導入や高断熱構造など、環境性能や地場産の

活用など」が書いてありますが、何か少し弱いような気がします。 

このパブリックコメントにあるように、最近では一般住宅ですらゼロエネルギーハウ

スとか、最近一番新しいのは、Ｖ２Ｈという電気自動車に電気を溜めて使う形とか、政府

も言っていますが自給自足をしてくれみたいな家のことを言っています。やはり、今後の

公共の建物については、エネルギー、高断熱等、この程度の内容では足りないと思いま

す。やはりエネルギーを産み、管理しながらどう使っていくかというところでは、電気自

動車のＶ２Ｈはおもしろい形なので、変換して家に使うとかの形が出てきているので、全

くここで何も言わないのではなく、もう少し積極的な声、太陽エネルギーとか、使えるも

のを使って、なるべく効率的にエネルギーを、例えば停電になった時に対処するとか、そ

ういったことをもう少し入れるべきではないかと思います。パッシブタウンのようにはい

きませんが、何かに取り組んでいくし、取り入れてほしいというプロポーザルに対しての

アプローチになると思いますので、もう少し積極的な意見を、太陽光パネルを入れるかど

うか分かりませんが、この辺はもう少し積極的に表現しても良いのではないかと思いま

す。 

○委員長 新しい工夫型の施設ということでエネルギー循環や、そういったところへの

配慮と言いますか、あるいは委員の言葉を借りれば一歩踏み出した形での取り組みという

ことが何かあっても良いと思います。 

それを具体的にどう書くかということ。なかなか太陽光も微妙な時と聞いている面も

ありますし、それ以外にも例えば水素や、黒部であると小水力のエネルギーについて先進

的に取り組まれているので、そういったところをここに書いてしまうと何か焦点がぼやけ

てしまいますが、一般的な書き方として環境に配慮するというところを、今ほど委員が言

われたように少し前に出すことがあっても良いのかなと思います。 

そういうことを設計の考え方の中に反映させてほしいという思いが伝わるようなもの

になれば、もしご異論があれば別ですが、なければそういう形で修正したいと思います。 

他に何かございますでしょうか。事務局から提出いただいた、パブリックコメントへ

の対応案については、このような形で対応させていただいてよろしいでしょうか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○委員長 それでは、こちらにつきましては事務局案の形で修正、あるいは反映をさせ

ていただきたいと思います。 

ここで付帯できないことについては、必要に応じて説明を補足していくことにさせて

いただきたいと思います。 

○副委員長 中間報告の概要版の１２、１３ページのゾーニング計画については本編で
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使わないのでしょうか。 

それと、概要版だけでも良いのですが、今までゾーニングついては、１番議論してき

た部分だと思います。前回も申し上げたと思いますが、施設の全体のイメージアップ、も

う少しアピールするような形の部分がほしいと思います。 

この概要版の１２ページ、１３ページに共用空間とありますが、何かもったいないと

思います。共用空間は何もしてないわけで、例えば１階は「出会いと交流ゾーン」、コー

ナーというか、２階は生涯学習を中心としているのであれば、例えば「人生の充実ゾー

ン」とか、３階は今回の構想で子供たちを大事にするのが１つのメッセージになるよう、

「子どもの感性を磨く」ということをうたう、４階は、図書館の本来の１番のあれであ

る、「知の泉」、「知識の泉」、何か共用空間と言う代わりにそれぞれの魅力をアピール

するような文言を考えられないかと思います。 

○委員長 概要版に記載されている１２ページから１３ページのことは、本編では、第

４章４８ページから５１ページにかけて、ゾーニングとしてまとめられております。その

前にＡ案、Ｂ案という形で動線イメージを書いていただいております。やはり私も思うの

ですが、共用空間というと全体で何でも使えるようなスペースと言葉尻から言うとイメー

ジされがちです。しかし、実際にここでは、トイレ、エレベーター、倉庫、廊下、階段等

であります。そこは何と言いますか、誤解のないような形でどう伝えれば良いのかと思っ

たりもします。 

それからゾーニング計画について、今ほど副委員長が言われたような何々ゾーンと名

前を付けるのも１つだと思います。また、４８ページでは、第４章の施設計画のゾーニン

グ計画で１階のゾーニング計画があり、最初に総合受付、管理事務所、公民館事務所を設

け施設全体を監理しますと記載されております。これは利用者にとってはどうでも良い話

かなと思います。１階は、基本的にどちらかと言えば、この２つ目の・（点）が大事で、

エントランス、新刊図書案内コーナー、飲食施設を配置することが大事だと思います。こ

のため、最終的に全体の管理については後ろの方に記載し、利用者が何を出来るのか、何

をしてもらえれば良いのかのメッセージが伝わるように順番を替えても良いのではないか

と思います。そうすると我々が考えていることが伝わるのではないかと思いますので、そ

の辺もご検討いただければと思います。 

○Ｅ委員 この建設基本構想がどんな役割なのかを何処かに記載していただければと思

いました。 

パブリックコメントで自分達が思っていることと違うコメントがありますので、この

基本構想がまるまる全部消えてしまったような印象を受けたりとか、これで市民の意見を

聴くのが終わってすぐ建設に入るような誤解を受ける気がしますので、例えば、６０ペー

ジの整備スケジュールの中に、この基本構想の役割、それから今後の整備スケジュールみ

たいな形でこの基本構想がある。この基本構想は、あくまで基本設計の条件整備みたいな

形で作りましたとか、これからは設計者が選定され、それから施設運営計画を市民の意見

を交えてやるのであれば、そのような書き方を少し文言で説明していただければ、いきな

り決まってすぐ建つような誤解を与えないのではないかと思います。 

もう決まったのかとの話を言われる人がいたりしますので、まだ、図書館が整備され

て使えるようになるにはかなりの年数がありますので、その辺をもう少し分かるような形

で、この中に年表みたいものが書いてありますが、こういうのは分かりやすいようでなか
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なか理解してもらえないような気がします。この辺については、もう終りにきているので

なかなか工夫するのは難しいかもしれませんが、少し市民の皆様に知らせる機会があるの

であれば、その辺をもう少し説明すれば、パブリックコメントがもっと良いものが出たの

かなと思ったりしましたので、少し誤解のないように配慮して、この基本構想を市民の皆

さんに提示していただければ嬉しいなと思います。 

○委員長 おそらくこの中間報告で言いますと、最初に私の名前で「はじめに」が書か

れると思います。そこで、この基本構想の位置づけ、この基本構想はこういう趣旨で策定

され、こういうことを検討課題として、こういうことで検討を重ねてきたと書かせていた

だけるのではないかと思います。 

そこでまずは、今回パブリックコメントでいただいた、そもそも図書館はこれが良い

のかどうかというところは少し違うということをはっきり記載させていただいた方が、誤

解のないような形で伝わるのかなと思います。 

それから、その後の進め方については、少し分かりやすい形で書けるのであれば、こ

れもこういう段階を踏んでという、今は矢印で工程表が記載されておりますが、それを解

説するような形で、確かに部分的には書いてあると思いますが、それを分かりやすい形で

示していただくことでご検討いただければと思いました。いかがでしょうか、その他に何

かございますでしょうか。 

【「異議なし」と呼ぶものあり】 

○委員長 それでは、今ほどいただきましたご意見については出来るだけ反映させてい

ただくという形で、いつもどおりでありますが、委員長と副委員長に一任させていただ

き、次回には完成形を示すことにさせていただければと思っております。ありがとうござ

います。 

 

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

協議事項（３）その他 

○委員長 それでは、協議事項（３）その他について、事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、その他について事務局から１点ご説明させていただきます。 

 次回、開催日については、３月２７日（月）午後３時から黒部市役所交流棟 203 会議室

において第９回の策定委員会を開催いたします。 

 次回の会議は、策定委員会の最終会議であります。この基本構想の最終確認をいただい

た後、委員長から市長に対して基本構想の答申をしていただく予定となっておりますので、

年度末の大変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 出来れば皆様お揃いの元で市長に答申したいと思いますので、それぞれご都

合つけていただきたいと思います。全体を通じて何かございますでしょうか。 

【「発言なし」と呼ぶものあり】 

○委員長 本日もご意見をいただきありがとうございました。ここで事務局にマイクを

お返しいただきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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閉  会 

○事務局 本日は、慎重審議、またご意見をいただきありがとうございました。次回会

議には、皆さんお忙しい中ではありますがご出席願いたいと思います。 

それでは、以上をもちまして第８回策定委員会を閉会とさせていただきます。皆様方

には、長時間どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

閉 会 午後３時５分 


