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第８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会議録 

 

日 時 平成３０年３月２６日（火）午後３時００分～午後４時３０分  

場 所 黒部市役所 ２０１・２０２会議室  

 

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

会議次第 

１ 開  会 

２ 報告事項 

（１） 第７回委員会会議録について            ・・・・・・・・【資料１】 

（２） 基本設計プロポーザル概要             ・・・・・・・・【資料２】 

（３） パブリックコメントについて              ・・・・・・・・【資料３】  

３ 協議事項 

（１） 管理運営計画について（最終確認）      ・・・・・【資料 4-1】【資料 4-2】 

４ その他 

・・・・・・・・・・・・・・・・・〔休憩後〕・・・・・・・・・・・・・・・・・  

５ （仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画の答申（委員長→市長）  

６ 市長挨拶 

７ 閉  会 

 

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

本日の出席委員 １３名 

 藤 田 公仁子（富山大学地域連携推進機構）  

 堀 内 國 春（富山県図書館協会）  

上 田 洋 一（黒部市図書を愛する会）  

橋 爪 みち子（黒部市合同読書会）  

石 川 幹 夫（黒部市公民館連絡協議会）  

長谷川 悦 子（子育て支援活動実践者）  

河 田   稔（黒部市自治振興会連絡協議会）  

中 野 高 嗣（黒部商工会議所）  

牧 野 和 子（くろべ女性団体連絡協議会）  

菅 野 智 美（黒部ワンコインプロジェクト実行委員会）  

新 酒 さおり（公募委員）  

国 香 正 稔（黒部市教育長）  

能 澤 雄 二（黒部市副市長）  

 

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

本日の欠席委員（１名） 

中 尾 晃 司（公募委員）  
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

事務局 

【教育委員会事務局】  

長 田 行 正（黒部市教育委員会事務局教育部長）  

島 﨑     豊（黒部市教育委員会事務局生涯学習課長）  

川 端 左起子（黒部市立図書館長）  

中 嶋 ひとみ（黒部市立図書館主幹・館長補佐）  

輿 水 一 紀（黒部市教育委員会事務局生涯学習課主幹・生涯学習施設建設推進班長

補佐） 

宮 崎 千 夏（黒部市生涯学習施設建設推進班係長）  

内 山 香 織（黒部市立図書館主査）  

【関係部局】 

魚 谷 八寿裕（黒部市総務課長） 

廣 木 敏 之（都市政策課長）  

藤 田 信 幸（黒部市こども支援課長）  

高 野 正 規（黒部市商工観光課長補佐） 

 

【管理運営計画策定支援業務委託業者】  

岡 本   真（アカデミック・リソース・ガイド株式会社）  

宮 田 和 樹（アカデミック・リソース・ガイド株式会社）  

 

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

開  会 

 

○事務局 第８回（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画」を開会させていただき

ます。私は、本日の進行を務めさせていただきます、黒部市教育委員会事務局生涯学習課

長の島﨑でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、会議の開催にあたりまして、（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定

委員会、委員長よりご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

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

委員長挨拶 

 

○委員長 年度末のお忙しいなかお集まりいただき、ありがとうございました。本日は富

山大学の卒業式でした。2,200名が学びの巣を巣立ちました。次のステップへと向かう学生

たちのすばらしい笑顔がテレビに映し出されておりました。その笑顔を見ながら、私たち

は何を残せたのか、どこまでできたのかと、仕事をしながら考えておりました。 

 私たちの「（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画」も本日が最後となります。

私たちも次の段階に進むときがきました。多機能施設としての交流センターへのみなさん

の熱い想いを、次のステップに、ぜひともつなげたいと私も思っています。今日は本当に

最終回となります。限られた時間ではありますが、委員の皆様の想いのたけ述べていただ

ければと思います。それでは、本当の最終回の話し合いをスタートできればと思います。
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皆様のご協力をお願いいたします。 

 

○事務局 どうもありがとうございました。それでは本日の議事に入りたいと思います。

委員長に議事の進行をお願いします。 

 

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

報告事項 

 

○委員長 それでは報告事項について、事務局から報告をお願いします。 

○事務局 それでは資料１をご覧ください。 

 平成３１年２月１９日に開催された第７回（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計

画策定委員会会議録です。内容につきまして、委員の皆様には事前に、ご確認をいただい

ております。 

 当日は、委員全員出席により、管理運営計画（素案）の第６章事業広報～第９章開業準

備まで、事務局（案）の確認、及び協議をしていただきました。策定委員会で委員の皆様

からいただきました、ご意見等に関する修正点、事務局での修正点につきましては、後ほ

ど資料4－２にてご説明いたします。 

続いて、本日配布いたしました資料２をご覧ください。 

 （仮称）くろべ市民交流センター整備事業設計プロポーザル概要についてです。 

１、プロポーザル審査について （仮称）くろべ市民交流センター整備事業の基本設計に

つきましては、より優れた設計者を選定する観点からプロポーザル方式を採用し、プロポ

ーザル審査委員会を設置して創意工夫と技術力を擁する設計者を選定いたしました。 

２、経過につきましてはプロポーザル第１回審査委員会を平成３０年１２月２２日（土）、

に、第２回審査委員会を平成３１年２月２８日に開催し、第１次審査として、書類審査を

行いました。平成３１年３月１０日の第３回審査委員会にて、第二次審査として、プレゼ

ンテーション及びヒアリングを行い、委員の皆様の投票及び協議により、最優秀者及び優

秀者各１者の決定をいたしました。審査結果の通知は、平成３１年３月１５日に行ってお

ります。その他の経過については、記載のとおりです。 

３、審査委員会委員につきましては、記載のとおり、７名の委員で構成され、委員長は中

井委員、副委員長は伊東委員として委員会が進められました。 

４、審査経緯と審査結果につきましては、記載のとおりですが、最優秀者として（株）佐

藤総合計画、優秀者として（株）三四五建築研究所を選出いたしました。 

５、委託契約につきましては、今後、最優秀者であります（株）佐藤総合計画と契約交渉

を行う予定です。 資料１及び資料２についての説明は以上です。 

○事務局 続きまして、資料３は差替えを配布しておりますのでそちらをご覧ください。 

 市民パブリックコメントの結果公表についてです。（仮称）くろべ市民交流センター管

理運営計画につきまして、平成３１年２月２２日から３月２３日まで、市民パブリックコ

メントを実施し、広くご意見を募集いたしました。募集の結果、２人から１９件のご意見

が提出されております。 

 意見等の概要、および実施機関の考え方につきましては、「パブリックコメントへの対

応」として一覧でお示ししております。これらのご意見に基づく計画（案）冊子がたちへ

の修正はございませんが、より市民の皆さんに見ていただきやすくするために、概要版を

作成し、わかりやすい説明を心がけたいと考えております。 説明は以上です。 
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○委員長 プロポーザルの審査委員として参加された副委員長から、ご報告をお願いいた

します。 

○副委員長 ３月１０日の第３回の審査委員会で佐藤総合計画が選出されました。私は７

人の審査委員の１人としてこの管理運営計画策定委員を代表して参加させていただきまし

た。委員の３名の先生方は皆様にも馴染み深い、大変専門性の高い先生方で、残りは事務

方や私のような者が参加しました。最終的には佐藤総合計画に決まったということです。 

 決まったポイントについては資料をご覧いただきたいが、私が感じたことは、全部で１

３者から書類審査で４者に選びヒアリングを行なったのですが、それぞれ魅力的な提案が

あったのですが、図書館を核として機能融合をどう実現していくかが１点、もう１点は交

流センターをまちの賑わいにどうつながっていくのかがポイントであったのではないかと

思います。特に変形した敷地をどう活かすかで苦労や工夫をされていたと思います。子育

て支援センターとの融合についてはどの参加者も大変熱心に語っていたと思います。図書

館については、新しい図書館を目指すということについてはどの参加者さんも提案されて

いました。建物については、地元の資材を活かすとの提案をした参加者もありました。市

民の意見をどうやって汲み取ってもらえるのかについては、そのことはどの参加者さんも

十分に意識されていると思いました。決まった業者さんと行政だけで進んでいくわけでは

ないということはお伝えしておきたいと思いました。 

 個人的に思ったことですが、中井先生は建築、伊東先生は図書館、中川先生は都市交通

と、それぞれの専門分野で高い知識と熱い想いを持って参加されていて、どの発言にも大

変納得感をもちました。この3先生とはこれで終わりではなく、今後もご協力いただきたい

と思いました。 

 

○委員長 ただいまの内容につきまして質問、ご意見はございますでしょうか。 

 中井孝幸先生はとにかく数多くの図書館を知っている先生です。皆さんもよくご存知の

伊東直登先生は本当に図書館のよきアドバイザーです。中川大先生はこれからの都市をど

のように組み立てていくのかを研究されていますので、これからもご協力いただければと

思います。それではＡ委員さん、いかがでしょうか？ 

 

○Ａ委員 かなり巨大な設計事務所さんに決まったので、私が懸念していた、私たち市民

の意見を聞いて設計を進めていただけるのかということが気になりましたが、市民の声を

聞いて進めてもらえる事業者さんだということなので、それであれば、事業者さんの規模

の大小は問題にならないのではないと思います。 

 

○委員長 ここに関わられた先生にご示唆をいただきながら、私たちも今後についても注

視し、発言していけたらと思います。 

 

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

協議事項 その他について 

 

○委員長 それでは本日の協議事項に入りたいと思います。基本構想の最終確認でござい

ます。前回委員会の修正を踏まえまして、事務局のほうからの発言をお願いします。 

 

○事務局 資料の４−１、４−２を使用して進めて参ります。まずは４−２からご説明いた



5 

 

しますのでそちらからご覧ください。 

 

○事務局 前回２月１９日開催の第７回策定委員会での意見を踏まえて、変更した点につ

いてご説明いたします。  

 委員長のご発言をいただき、P６、２－２管理運営方針の１管理運営方針の最初に『基本

構想』に加え、社会教育法、図書館法を踏まえることを書き加えました。Ｃ委員から管理

運営計画のメインコンセプト『サードプレイス』が目立たないというご意見をいただいた

点について、メインコンセプトのイメージ図を作成し、P９に入れました。今後管理運営計

画のメインコンセプトについては、この図を用いて皆様に周知していきたいと考えていま

す。 また、カタカナ用語説明については、P９に『サードプレイス』P12に『アシスト』に

ついて解釈を加えております。Ｋ委員からの図書館サービスのプライバシー記載について

は、P１４、１５の記載を整えました。そのほか、日本語の「て・に・を・は」や文章を流

れがおかしなところについて整え、委員長に確認いただいております。 

 

○事務局 もう１点、カラー刷りの資料４−１についてご説明いたします。この資料は、

冊子では多くの方に読んでいただけないので、概要版は１枚の両面に集約し、市民への周

知に使っていきたいと思っております。１ページ目はコンセプト等が記載されているペー

ジとなります。まず最初に都市機能の充実と中心市街地の活性化を図り、居住誘導を促す

とともに、５機能の融合により、新たな文化の創造を促すことで、都市の魅力を高め、選

ばれる都市して、本市の価値を高めることを、この事業の目的として置いています。次に

議決を受けた建設基本構想を記載し、それに続けて管理運営計画のコンセプトとして「サ

ードプレイス」をまとめています。『わたしの“サードプレイス”』や、５つの機能につ

いてふれています。２ページ目にある図書館機能からビジネス支援までの５機能について

まとめております。３ページ目は複数にまたがる機能－機能融合まとめております。なる

べくいろいろな内容をいれかたったので、若干文字が小さくなっていますが、これまで皆

さんと話し合ったことを盛り込むようにしております。４ページ目は合意形成の軌跡が書

かれております。ワークショップ、U-１８など、これまでいろいろな機会を設定してきま

したが、そうしたものをまとめて記載しております。最後にこれまでの経緯と今後の予定

について記載しております。今後の予定としては、基本設計、各種調査などがスタートす

るということで、７番目には今後のさまざまな予定が記載されています。 

 以上の通りまとめたものを、主に市民の皆さんへの周知に活用していきたいと考えてお

ります。資料４−１、４−２については以上でございます。 

 

○委員長 サードプレイスについてわかりやすく工夫いただいた内容かと思います。概要

版については、工夫いただいて詳細にわかりやすくまとめていただいていると思います。

ほかの委員のみなさんはいかがでしょうか？ 

 それでは本当に最後でございますので、みなさま一言ずついただいてもよろしいでしょ

うか。Ｆ委員さん、いかがでしょうか。 

 

○Ｆ委員 議論が反映されているので結構だろうと思います。要望としては、管理運営に

なると、単なる計画ではなく、人が携わるものなので、具体的な人員配置など、人の問題

を十分に考えていただきたいということをお願いしておきたい。また、サードプレイス、

アシストについては丁寧に注釈をしていただいて理解できるようになっていますが、これ

が市民交流センターだけのものなのかどうか、それとも黒部市が行政として広く使用して
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いくのかどうか。行政の支援と違うのでアシストという言葉を使ったと思いますが、今後

もアシストという言葉をいろいろな場面で使っていくのかということだと思います。他の

公民館ではどうするのか？ 言葉の統一が必要だろうと思います。今後、積極的に使って

いくのであれば、子育て支援をアシストと言い換えるのかどうか。子育て支援センターで

はなく「子育てアシストセンター」という言葉を思い切って使って、市民への理解を広げ

ていくくらいの努力が必要ではないかと思います。 

 

○委員長 ありがとうございました。いただいたご発言は、ご意見として会議録に記載さ

せていただくということでよろしいでしょうか？ 

 

○Ｆ委員 同意 

 

○委員長 それではＧ委員はいかがでしょうか。 

 

○Ｇ委員 多機能を結集させる交流センターの試みは、それぞれの立場や考え、理想と現

実の折り合わせる難しさもあったと思いますが、スタートラインに立てたのではないかと

思います。シビックプライドを考えるとき、私は黒部名水会（名水会）の活動で年に4回、

小学校に出向いております。地域の誇れる名水について、交流センターとともに考えてい

けたらよいなと思っています。名水会の会員は７０歳を超える会員が多いので、今後の活

動のことを考えると、新しい場所に活動の場を得て、市民に浸透すればと思ったりしてい

ます。名水会の事務局も設置されると、会の存続につながるのではないかということで、

交流センターへの期待は大変大きいものがございます。 

 

○委員長 ありがとうございます。どのようにソフト面をつくりあげるのかという指摘だ

と思いました。記録として残させていただきたいと思います。 

 

○Ｂ委員 これだけすばらしい管理運営計画ができましたので、早く設計に入ってほしい

と思います。私も年をとってきたので、利用する期間が少しでも長く使えるようにと思っ

ております。ただ、この概要版の文字がもう少し大きいとよいなと思いました。一般の方

に渡したときに、「あ、メガネを忘れた」ということになるのではないかと心配しており

ます。素晴らしい内容なのですが、ちょっと凝縮され過ぎているのではないかなと思いま

した。 

 

○委員長 概要版はこれまでの議論をここにまとめるまでに相当の工夫・ご苦労があった

のではないかと思います。特に２ページ、３ページは文字も小さいですが本当に熱いもの

が圧縮されていると思います。いただいた発言は、記録にのこさせていただきます。 

 それではこの順番でご発言をいただいてよろしいでしょうか。 

 

○Ｈ委員 とても楽しみに感じております。ビジネスという面で考えますが、これが出来

上がった際に、学生がここを居場所として、関係機関との連携ができ、進学就職という巣

立ちの起点になればと思っております。 

 

○Ｊ委員 メインコンセプトが 『わたしの“サードプレイス”』で、「 新たな価値の創

造を『アシスト』する」ということなので、先ほどＦ委員さんが「子育てアシストセンタ
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ー」としたらいいのではないかと言われましたが、この概要版を見る限り、いろんな場で

総合的にアシストしたいという思いが伝わってきますので、何かを目的として、市民の方

が成長できる場になるとよいなと思いました。 

 

○Ｉ委員 青少年や世代間交流についてはソフト面の話なので先の話だと思うのですが、

青少年がこの施設で、世代間交流を含むいろいろな、黒部市ならではの体験をして思い出

ができると、大学で外に出ることがあっても、県外で黒部市のよさを伝えてくれるPR部隊

になってくれたらよいと思っています。その人たちが黒部市に帰りたいとか、そういった

話を聞いて黒部市に行ってみたいと思う人が出てくるような、そのような思い出をいっぱ

いつくってあげられる機会がつくれたらよいなと思います。私は今日で最後になりますが、

楽しみにしております。このような機会を与えていただいてありがとうございました。 

 

○委員長 これからのソフト面がどうなっていくか、私も期待したいところです。 

 それではＥ委員、いかがでしょうか。 

 

○Ｅ委員 概要版は当初から比べるととてもわかりやすくなっていると思います。最初の

ころと比べると、誰が読んでも少しは理解できるようになっているのではないでしょうか。

サードプレイスについても詳しく書かれていますし、図書館と子育て支援の融合もという

ことも書かれているので、私としても自分が関わった意味があったのかなと思って拝見し

ておりました。これまでの経過も書かれていて、これまでの流れがよくわかるのではない

かとも思いました。先ほど建設の話し合いのなかで、子育て支援について熱い思いが語ら

れたというお話もお聞きして、いま、子育て支援についていろいろな想いがあるのだなと

あらためて感じました。これから交流センターが立ち上げられていきますが、赤ちゃんか

らご年配者まで、多世代が交流する楽しい場になればという想いでいっぱいです。 

 

○委員長 今回はワークショップ、U-18ということで高校生に参画という形で関わってい

ただいたので、これからの人たちの想いもいっぱい詰まっていると思います。それが、こ

の概要版にあらわれているので、高校生も「自分も責任を持って発言した」と感じてもら

えるのではないでしょうか。 

 先ほどご発言いただきましたが、Ａ委員さん、本当に最後ですのでご発言いかがでしょ

うか。 

 

○Ａ委員 私自身はまだサードプレイスという言葉はまだ馴染まないのですが、これだけ

の計画ができたので、交流センターが誰もが来やすい場所になればと思います。基本設計

を行う建築会社がかなり大きいので、市民の想いがきちんと設計に生かされることを望み

ます。 

 

○委員長 それではＣ委員さんいかがでしょうか。 

 

○Ｃ委員 概要版については、これはこれでよくまとめられていると思いますが、これで

も丁寧に読むのは大変なので、「3分で読めるイメージ版」があってもいいのではないかと

いう気がいたします。これから具体的な設計が進んで、工事に入ると、総論賛成、各論反

対がいろいろな方面で起きると思います。そのときにコンセプトの共有が大事になると思

います。特に、どういう図書館を目指すのかは、これからが勝負だと思っております。 
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○委員長 事務局さんに質問したいのですが、これよりシンプルな概要版の計画はあるで

しょうか？ 

 

○事務局 できるだけ、みなさんの想いを詰め込んだものですが、もう少し文章を体言止

めにするなどして、整えることもできるかもしれないので、大きな変更はできないと思い

ますが、今後、考えていきたいと思っております。 

 

○委員長 Ｃ委員、よろしいでしょうか。 

 

○Ｃ委員 同意 

 

○委員長 図書館についてはこれからとのご発言ございましたが、やはり図書館について

はＫ委員に最後ご発言いただきたいと思います。 

 

○Ｋ委員 私が一番気にしているところは、これだけ複数の施設が一緒に機能するので、

実際に建物が機能していったとき、たとえば、数年後に、部屋の入れ替えの必要が生じた

とき、床の荷重にばらつきがあると、補強が必要になってしまい、営繕課に相談しないと

できないことがありました。床構造にばらつきがあると、あまりにも個性的な床構造や、

区割りをしすぎると、後々の柔軟の対応が難しいので、そういうことにならないようにし

てもらいたいと思います。概要版では、それぞれの施設で特色のある部屋が一覧できると、

そこから基本設計で配慮すべきことが少し見えてくればよいのかなと印象を持っておりま

す。以上です。 

 

○委員長 多機能施設であるがゆえにという課題もあるのではないかということ。そして、

この先のソフト面での人の配置の問題。利用者が使いやすい施設になるのか、そして人の

問題もある。１年前と比べまして、話し合うなかで次のステップとして話し合うポイント

が見えてきたのではないかと思います。記録にとどめて、とどめるだけでなく、次に活か

してほしいと願うばかりです。 

 当委員会として最終の取りまとめとしたいと思いますが、よろしいでしょうか？  

 

○全員 同意 

 

○委員長 そして次の作業段階に入る際に必ずそれを紐解いてもらいたいと申し添えた

いと思います。最後にこれだけはなどご発言ございましたら賜りたいと思いますが、いか

がでしょうか？ 

 

（追加の意見がないことを確認） 

 

○委員長 それでは、委員会の最終の取りまとめとしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか？ 

 

○全員 同意 
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○委員長 それでは本日の審議は以上となります。委員の皆様、お疲れ様でした。 

 議長の役目を終え、ほっとしているところですが、1年前にお会いしたときはどこまでお

役に立てるのかと不安な気持ちでした。そこから、みなさまの忌憚のないご意見にはっと

させられました。また、よくしたいという想いからの発言に、支えられ励まされた1年でし

た。ここでのご縁もあり、これからもみなさんと見守り続けていきたいし、そういう立ち

位置につきたいと思っております。皆様とのご縁も大切に次につなげていければと思いま

す。こうして無事に管理運営計画のとりまとめもでき、委員長としての役割も果たすこと

ができました。本当に１年間どうもありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○委員長 それではマイクをお返しします。 

 

 

○事務局 委員長には、昨年の３月６日の第1回からスムーズな進行にご尽力いただきま

した。本当にありがとうございました。 

 

 この時計で55分からの再開とします。 

 

（休憩） 

 

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

（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画の答申 

 

○事務局 それでは委員会を再開します。さきほど取りまとめをおこなっていただいた

（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画の答申を、藤田委員長から大野市長に行っ

ていただきます。 

 恐れ入りますが、藤田委員長、大野市長には、前のほうにお進みいただきたいと思いま

す。 

 

○委員長 平成３０年３月６日付、市長より諮問がございました（仮称）くろべ市民交流

センター管理運営計画につきまして、慎重審議の結果、報告書の通り答申いたします。 

 なお、市長におきましては本構想の推進にあたり特に留意事項がございますので申し添

えます。 

 「『わたしの“サードプレイス”』～家でも、学校や会社でもない、第３の居場所～」

として、機能融合の新しい価値の創造に向け、必要な運営組織の構築とシームレスな運営

を求めるとともに、さらに精査する課題にあたっては検討を加えられ、将来の黒部市の発

展の礎にふさわしい、（仮称）くろべ市民交流センター整備事業の実現をはかることを願

いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではお渡しいたします。 

 

○黒部市長 ありがとうございます。 

 

（拍手） 
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○事務局 お席へお戻りください 

 

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

市長挨拶 

 

○事務局 それではここで大野市長のご挨拶をいただきます。 

 

○黒部市長 みなさんこんにちは。（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定委

員会の審議終了にあたりまして、私のほうから一言、お礼を込めてご挨拶を申し上げます。 

 ただいま委員長より（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画の答申をいただき、

ありがとうございました。委員の皆様方含めて、心より御礼申し上げます。この管理運営

計画につきましては、昨年の３月から本日まで、１年間、策定委員会を８回、それからワ

ークショップを１０回開催させていただきました。各委員ならびにワークショップメンバ

ーの皆様方には、次世代に向けた黒部のまちづくりに対し熱心に議論していただき、その

ご尽力に対しあらためて敬意と感謝を申し上げる次第であります。まことにありがとうご

ざいました。 

 この（仮称）くろべ市民交流センターの建設は、本年度から平成３４年度までの第２次

黒部市総合振興計画前期基本計画５カ年間の最重点事業のひとつとして、本市のさらなる

発展に欠かすことのできない事業と位置づけています。そのかなで本日答申をいただきま

した管理運営計画は市民交流センターの精神の要といっても過言ではないものであります。 

 大変厳しい、そしてまた難しい課題に対して、皆様方の卓越した手腕、行動力、叡智に

より、市民ニーズを捉えた、斬新かつ進取性に富んだ管理運営計画を策定いただいたもの

と思っております。 

 本市といたしましては、本日の答申を反映させ、基本構想を踏まえながら、このあとい

よいよ基本設計の作業を進めてまいりたいと思いますが、今後さらに、精査、検討が必要

な点にあっては、鋭意、知恵をしぼりながら、管理運営計画のメインコンセプトである「『わ

たしの“サードプレイス”』～家でも、学校や会社でもない、第３の居場所～」に沿った、

（仮称）くろべ市民交流センターの実現に向けて、全力で取り組んで参る所存でございま

す。 

 委員の皆様方には、今後ともそれぞれのお立場から、引き続き、ご支援、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 あらためて、委員長はじめ各委員の皆様方には、敬意と感謝を申し上げつつ、皆様方の

さらなるご活躍とご健勝をご祈念申し上げつつ、私からのご挨拶とさせていただきます。 

 

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

閉会 

 

○事務局 それでは以上をもちまして第８回管理運営計画策定委員会を終了いたします。

委員のみなさんには大変なご尽力をいただき、まことにありがとうございました。 

以上 


