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第 6章 事業広報 1 広報宣伝計画の基本方針 

基本構想での位置づけ 調整方針 

・施設の魅力を発信する仕組み

づくりが必要。 

施設の様々な情報の広報と施設の統一的なイメージ形成を展開するこ

とにより、市民の事業や運営への参加・参画を促すとともに、市民活動に

対する関心と施設への愛着を喚起し、いつでも集い、語り合える施設とし

て利用拡大を図る。 

また、実施する事業内容ごとに市民に向けてアピールすることで事業の

認知度を高め、利用者の増加を図るとともに、多様な媒体を通じて施設内

容やサービスを周知することで貸館利用を促進する。 

１．認知度の向上 

市民をはじめ近隣住民の認知度を高めることを目的として、定期的か

つ継続的な広報宣伝活動を行う。 

２．施設イメージの確立とアイデンティティの形成 

広報宣伝計画としては、施設の構成・機能といったハード面、運営に

関わる基本的な方針、各施設を使用する事業計画などのソフト面の両面

について、共通認識の形成と理解を促す。 

３．地域文化情報の発信 

幅広い情報発信を行い、利用者と本施設との双方向のコミュニケーシ

ョンを確立するような広報宣伝活動を展開していく。 

４．シビックプライド（地域への誇りや愛着）の醸成等 

地域を知ることで市民のシビックプライドの醸成や観光や出張等で

黒部市を訪れる方たちがセンターを利用し関係人口を生み出すための

広報としていく。 

 

第 6章 事業広報 2 広報計画 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．パンフレットの作成 

開館告知と施設概要の周知、事業運営の方向性を表明、施設利用営

業、事業誘致の宣伝などを記載する。 

２．ホームページ（ウェブサイト）の立ち上げ・管理 

計画についての情報提供、市民参加についての情報提供、市民意見の

聴取、施設イメージの伝達・定着を行う。 

３．SNSの活用 

公式アカウントによるイベントの周知に加えて、市民による情報発信

を促す。 

４．機関誌の発行 

事業に対する市民の期待感の醸成を図り、参加したい市民の増加につ

なげるとともに、たくさんの市民に施設情報の周知を図る。 

５．専門誌、一般紙、フリーペーパー等への情報掲載 

事業について情報提供を図るほか、施設の情報を地域だけでなく、全

国にも PRする機会を設ける。 

６．地域ケーブルテレビやコミュニティ FMラジオ局との連携 

資料３－３ 
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地域に密着した情報発信の媒体として、地域ケーブルテレビやコミュ

ニティ FMラジオと連携し、事業やイベントなどの告知を行うとともに、

イベントとタイアップにより集客性の向上を図る。 

７．愛称・ロゴマークの活用 

市民への浸透を深めるとともに、統一感を持って一目で伝えることに

より、認知度の向上を目指す。 
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第 7章 事業運営

組織 

1 組織運営の基本的な考え方 

基本構想での位置づけ 調整方針 

・(仮称)くろべ市民交流センター

の運営形態については、図書館、

三日市公民館、働く婦人の家、

市民会館、子育て支援センター

の各機能が十分発揮されるよう

当面は市直営方式を基本としな

がらも、指定管理者制度や業務

委託の活用など民間ノウハウを

活かした効率的効果的な管理運

営体制も検討する必要がありま

す。 

（仮称）くろべ市民交流センターの運営組織は、複合施設の特性を活
かした運営ができる柔軟な組織を目指し、５つの機能（図書館・子育て
支援・生涯学習・市民活動・ビジネス支援）のスムーズな連携と融合を
図ることができるよう庁内検討を進めていく。 

１．センターの運営組織は、設置目的、事業計画を実施していく上で最も

適した運営方式にすることとし、新図書館への円滑な移行・開業事業の

実施、機能融合施設における新しい市民ニーズの把握という観点から、

開業時においては、「図書館」を市直営方式、その他部門については指

定管理等の業務委託を基本とし、庁内検討を進めていく。 

２．５つの機能について、機能融合による新しい価値の創出に資する新し

い事業が展開できるよう、一体的な運営とし全体を統括するための組織

形態については、先進事例（センター長が施設の全事務を総括する方式）

を参考として、庁内検討を進めていく。 

３．「市直営となる事務」と「指定管理等となる事務」との事務分掌区分

については、効率的効果的な管理運営体制となるよう、庁内検討を進め

ていく。 

 

第 7章 事業運営

組織 

2 各部門の検討・管理運営体系図・事務所・連絡会議 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．図書館・子育て支援・生涯学習・市民活動・ビジネス支援が融合し、
機能融合による新しい価値の創出に資する新しい事業が展開できるよ
う、センターの核となる図書館に「企画担当職員」の配置について庁内
検討を進めていく。 

２．センター運営の協働パートナーとして、ボランティア等団体（図書館・
子育て・芸術文化など）や市民公益活動団体（商店街活性化・まちづく
り・公共交通など）の可能性を最大限に引き出すための連携体制や具体
的な事業の展開について、庁内検討を進めていく 

３．センターの運営組織は、市他部局や他の公共施設と連携を図りながら
事業運営が行えるよう、各組織間の連携体制の構築について庁内検討を
進めていく。 

 

第 7章 事業運営

組織 

3 組織人員計画、事務分掌、人材の確保 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．「市民が集い学ぶ文化・交流の拠点」であり、ライフステージに応じ
た問題解決に役立つ場所としての役割を果たすために、職員配置にあた
っては、司書や保育士等の専門性のほか、スタッフの多様な年齢・職歴・
特技などを活かしながら、「人材図書館」として適材適所に配置するこ
とについて庁内検討を進めていく。 

２．センターの運営組織の立ち上げにあたり、交流センターの各事業が円



2/8/2019 8:20:53 PM 

4 

 

滑に機能することを考慮しながらも、合理的な人員配置に努めながら職
員を配置する。なお、新しい人員の体制については、センターの開業ま

でに庁内検討を進めていく。 
３．５つの機能融合に伴い人員の配置が集約される部門（各館毎の施設管
理職員）がある一方、事業規模が現行より拡充される部門（図書館・子
育て支援機能等）も想定されることから、職員の勤務シフト体制などの
シミュレーションをしながら庁内検討を進めていく。 

 

第 7章 事業運営

組織 

4 セキュリティ面の管理者（開館・閉館）の設定 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．施設管理については、利用者の利便性と安全性を確保するとともに、

禁止事項や運営ルールに関しては、市の他の公共施設や他自治体の類似

施設を参考に今後具体的に、庁内検討を進めていく。 

２．本施設には、図書館・子育て支援・生涯学習・市民活動・ビジネス支 

援が内包されることから、利用者のニーズ、施設の維持管理、セキュリ

ティーなどの観点から、それぞれの機能の開館日・開館時間を考慮しな

がら基本設計の策定を進めていく。 

３．維持管理にかかる諸経費が必要以上に増大しないように配慮する。 

 

第 7章 事業運営

組織 

5 施設予約方法の検討 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．館内の会議室等を一元管理し、使用目的による柔軟に対応できるよう

庁内検討を進めていく。（例：中間・期末考査期間中の会議室の自習室

解放、イベント時の和室の授乳室利用等） 

２．他の類似施設との情報共有体制を構築し、貸室状況などを相互に把握

できる体制についても庁内の検討の中に加えていく。（例：会議室スケ

ジュール表示アプリの活用など） 
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第 8章 事業収入 1 

2 

収支の基本方針 

収支試算 

基本構想での位置づけ 調整方針 

・既存の国際文化センターコラ

ーレなどの周辺類似施設の休

館日・開館時間を踏まえなが

ら、図書館も含めて周辺の居住

環境への影響や利用者、利用団

体等の活動時間、利用形態、管

理運営面でのランニングコス

ト等に配慮した適切な休館

日・開館時間を設定する必要が

あります。 

 

 

下記の事項を念頭に置き、庁内検討を進めていく。 
１．収支の基本方針 
（１）市民ニーズに応えながら効果的に事業を展開していくために必要な

予算の確保に努める。 
（２）事前の適切な収入・支出シミュレーションや想定に基づいて、健全

な財政運営を図ることを基本とする。 
（３）適切な管理運営に努め、貸館等による財源確保を図ることを検討す

る。 
（４）施設・設備等を良好な状態に保ち、市民が集い学ぶ文化・交流の拠

点としての機能を適正に維持していくため、ライフサイクルコストを
念頭に置き、維持管理に必要な経費の確保に努める。 

２．新たな展開への対応 
（１）多様な財源を確保に向け、行政財産の貸付など新たな財源について

も庁内検討の中に加えていく。 

（２）施設の管理運営コスト縮減に向けて、民間的な発想や経営ノウハウ
を導入し、市民サービスの拡充を図りながら、効率的・効果的な管理・
運営を行えるよう検討する。 

３．収支試算については、シミュレーションをしながら庁内検討を進めて
いく。 
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第 9章 開業準備 1 

 

開業準備業務の整理・スケジュール 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民や多様な団体が参画する

施設であることから、効率的な

維持管理や多様化する利用者へ

のサービス提供のため、利用す

る各種団体関係者が定期的に施

設の運営や維持管理に対して話

し合える体制を検討する必要が

あります 

１．開業準備 
（１）交流センター開業時の広報 

交流センター開業を広くアピールし、開業に向けた期待感を高める
広報活動に努める。広報活動を通して、市民との相互コミュニケーシ
ョンを図り市民参画に繋げていくほか、施設稼働率を高めるための広
報の実施についても検討する。 

（２）貸室の受付開始時期 
センター運営組織の形態や条例規則等の決定後、利用案内の作成、

広報等、十分な準備を行ったうえ、受付開始にあたっては広報等の周
知を十分行い、適切な時期に受付を開始する。 

２．開業記念事業 
交流センターの利用拡大と事業への市民参画を促進していくため

に、開業記念事業を実施について検討する。 
３．市民参画体制の構築 

交流センター運営に参画する市民との関係構築を図りながら、市民
が主体となった自主的な事業・企画の立案・制作・運営ができるよう、
ボランティア組織の設立・育成について検討する。 

 

第 9章 開業準備 2 

 

愛称・ロゴマークの取り扱い 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 

 

 

１．愛称の決定 

設置条例に明記する本施設の正式名称のほか、一般的に呼びやすい愛

称等の設定を検討する。 

２．公募 

市民交流センター開業時の広報事業の一環としてできるだけ早い段

階で公募、決定し、開業に先駆けて愛称が定着する事業展開ができるよ

う庁内検討を進めていく。 

 

第 9章 開業準備 3 

 

開館記念事業 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 

 

 

１．目的 

開業記念事業は、完成した市民交流センターのお披露目であるととも
に、本センターの基本理念や基本方針を開業事業という位置づけにより
広く内外に示すことを目的とする。 

２．実施期間 
交流センター開業初年度は、オープニングイヤーと位置づけ、1年間

にわたって、利用方法の周知などを目的として実施していくことを検討

する。 

 

第 9章 開業準備 ４ 

 

施設設置条例・規則の制定 
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基本構想での位置づけ 調整方針 

 １．条例制定等 

条例・規則・内規（施設の正式名称、利用時間、料金など）等を定める。 

 

第 9章 開業準備 5 

 

引越計画・引越時の以降体制 

基本構想での位置づけ 調整方針 

 

 

 

下記の事項を念頭に置き、庁内検討を進めていく。 
１．基本的な考え方 
（１）既存施設の移転に際しては、利用者への影響を極力少なくする。 
（２）事前の周知を十分に行う。 
２．計画の要素 
（１）図書館 

①移転前に現図書館を閉館し、全資料への ICタグ貼付を行う。 
②設計者と連携しながら、現図書館の開架・閉架書庫から新館の開
架書架へ資料の配架・移動を綿密に計画する。 

③引越スケジュールを作成する。 
（２）黒部子育て支援センター 

利用者にできる限り支障がでないよう日程調整と周知が必要。  
（３）三日市公民館 

①地区関係の備品・物品の移転作業に必要な期間を確保する。 
②現行の施設で活動する団体活動に支障がでないように調整する。 

（４）市民会館・働く婦人の家 
①施設の備品・物品の移転作業に必要な期間を確保する。 
②ここを拠点に活動する団体活動に支障がでないように調整する。 

③働く婦人の家については、開業前、求人情報（毎週水曜日発行）の
取り扱いについて、ハローワークと調整する。 

 


