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城端地域 会議録 

件名 城端地域提言実現検討組織による第９回会議 

日時 令和元年 11月 25 日（月）19時～21時 場所 城端庁舎２階 ２０２会議室 

出席者 検討組織メンバー：9名、 まちづくり推進係：2名 

内容 ・松本謙一教育長講演「持続可能な南砺市を目指して―ＳＤＧｓとＥＳＤ―」、 ・質疑応答 

概要 ◆今回の講演の経緯について（提案者より）   
現在、城端地域では、複合交流施設の新設について検討している。ハードがあっても、
ソフトがなければ、ただの箱である。中身をしっかり検討して、必ず成功させたいと思
っている。 
以前、福光地域で松本教育長の「ＳＤＧｓとＥＳＤ」の講演を聴かれた方から、内容を
伺って、我々の取組のヒントになるのではないかと思い、前回の会議で松本教育長の講
演開催を提案させていただいた。この複合交流施設が目指すべき役割について、今日の
ご講演を伺って参考にしながら、メンバー全員の思いを一つにして進めていきたいと思
う。 

◆講演要旨「持続可能な南砺市を目指して―ＳＤＧｓとＥＳＤ―」松本謙一教育長   

１．はじめに                                  
今年７月に、南砺市が「ＳＤＧｓ未来都市・自治体モデル事業」に採択された。昨年は

富山市を含む 29自治体が採択されたが、今年は、富山県と南砺市を含む 31 自治体が採択
された。１つの県から２つの自治体が採択されることは非常に名誉なこと。さらに、その
中でも先導的な取組の 10 自治体がモデル事業として選定された。 

２．ＳＤＧｓ※１って何？                             
ＳＤＧｓは「持続可能な開発目標」であり、2030 年を目指して、明るい未来を作るた

めの 17 のゴールを設けている。一方、ＥＳＤ※２は「持続可能な開発のための教育」であ
り、以前は学校でのみ取組まれていたもので、ＳＤＧｓの成立により企業や社会が学校に
目を向けてくれるようになった。これは大変良いことである。 

2030 年までに取組むべき目標とされているが、後 10 年ほどしかない中で、とんでもな
く無理なことをやろうとしているのではないかと考えてしまいがちだが、そこは、「意味
のある」こととしてどのように取組んでいくかを考えていかなければならない。 

 ※１ ＳＤＧｓ＝Sustainable Development Goals
 ※２ ＥＳＤ＝Education for Sustainable Development             

３．ＥＳＤって何？                               
そこで、ＥＳＤが重要になってくる。ＥＳＤは担い手をつくるという考えである。私利

私欲のない、周囲の大人や子ども、動物、植物など全てのことを考えられる人を育てると
いうこと。学校では、自分を認める主体性や社会性を尊重するだけでなく、多様性を認め
合うことも重視している。みんなのことを考えられる、あったかい地球を目指し、きとき
とな地球人を育てる。 

市内の学校では、福野小学校がユネスコスクールの認定を受けてＥＳＤの取組を行って
いる。また、上平小学校でも「世界遺産教育」ということでＥＳＤの取組を行っている。

［大人］子どもを褒める →［子ども］褒められたことを実感 →［子ども］自信とな
る →［子ども］（大人になって、別の）子どもを褒める、この循環が増えるように。 

自分本位ではない、みんなのことを考えられる「人づくり」がＳＤＧｓの鍵と考えてい
る。いかに、取組の過程の中で価値観を感じられる人間を育てるか、である。 

４．子どもの中には「ＥＳＤ」がいっぱい！（学校教育の現場から）         
（事例１）お母さんが子どもの発言を少なからず認めてくれたことが、その子の自信につ
ながった。ともすれば、親は自分の価値観を子どもに押し付けがち。子どもの発言に対し
て「どうして？」と聞ける心の余裕が大切。子どもの素直な気持ちを無くさないように、
大人も関わりたい。 
（事例２）地域の川が汚れていても、汚いと思いたくない。その思いが、周囲の子どもた
ちの心を動かし、川の清掃を継続して行うこととなった。論理ではなく、日々の生活の積
み重ねが大切である。地域の中で育つことが重要で、地域に愛着を持つことにつながる。
（事例３）知識だけを教えようとする教師（大人）と、地域のおじいちゃんのいつもの言
葉や笑顔を思い出して行動しようとする子どもと、どちらが素敵か？温かい目で受け止め
て、つながっていけるような子どもを育てなければならない。 
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５．おわりに                                  
子どもも大人も、どれだけ心が温かく、私利私欲にとらわれない人間を育てるかは、一

流の田舎を目指す鍵でもある。いかに多様な人たちを受け入れられる温かい人を育てる
か。それは、明るい未来に向けて夢を描いていけるまちにつながる。子どもも大人も「人
づくり」。絵に描くだけでなく、実行していきたい。 

◆質疑応答（●…メンバー発言、◇…松本教育長発言、→…事務局発言）       
●ＥＳＤについて、学校、あるいは地域での具体的な取組を教えてほしい。 
◇学校では、まずは教師の教育。学校は塾ではないのだから、知識、理解のみを求めるの

ではダメ。子ども一人ひとりがどんな気持ちなのかを考える、子どもの立場に立った教
育に取組まなければならない。 

 地域では、例えば、ふるさと教育で言うならば、これまで取組んできた内容も大事だが、
対応してくださる方の生き様や語る姿そのものが教材となるような取組であってほし
いと思う。 

●ＳＤＧｓを学べば学ぶほど、国や自治体が取組むものではなく、実際に生活している
我々が一つひとつ取組むしかないと思うようになってきたが、今回選定されたのは、南
砺市の小規模多機能自治の推進、エコビレッジ構想、地域包括ケアシステムが国の審査
で高い評価を得て、この度のＳＤＧｓモデル事業採択となったもの。小規模多機能自治
をＳＤＧｓの実践の場にしていくためにも、ＥＳＤを併せて分かり易く地域の人に伝え
たい。諦めてしまっては終わり。 

●先日開催された、公共施設再編計画の改訂方針検討委員会で、学校の数を減らしていく
考えを出した。行政内部での検討材料を提供しただけにすぎないのに、会議の内容がマ
スコミに晒されるのはどうか。次回から非公開にすべきと考える。 

◇その会議での危機感は真摯に受け止めた。今後、前向きで、市民の皆さんが安心できる
ようなビジョンを計画したいと考える。 

●義務教育学校の整備の件について、２つの学校を１つにするのに、15 億円という費用
が本当に必要なのか？ 

◇増築と改築を合わせての費用であることをご理解いただきたい。 
●我々はこの会議で、大人も子どもも、外国人も、障がい者も、様々な人が集って交流し

ていくようなイメージの複合交流施設の整備について検討しているが、例えば、この施
設でＥＳＤを目指した時に、子どもを対象とした人づくりをしようとすると非常に時間
が足りない。なので、大人の地域のプレイヤーを増やしたいと考えているが、地域の大
人に地域活動への参画を促すような影響を与えるために、良い方法がないだろうか？ 

◇放課後から親が帰宅するまでの間の２時間程度を、小規模多機能自治で、個性的に、高
齢者から子どもまでの縦割りで遊べるような、何かそんな仕掛けがあると良い、と思っ
ている。この２時間の地域の取組が、放課後児童の受け皿となるように、また、31 地
区全部で取組められれば非常に素晴らしいことと思う。 

●北野地区は、随分前から、北野交流センターで放課後児童の受け入れを行っている。夏
休み、冬休み、春休み、代休など、予め把握している小学校の休日に行っているが、あ
んなに規模の小さい北野地区ですら、交流センターから自宅が遠い児童は参加しない、
という現状である。 

◇この２時間が社会で育てる仕組みとなることが必要で、何とかしたい。地域で根ざした
教育にするためには、小規模多機能自治毎に取組めるような内容にしなければならな
い。そして、小規模多機能自治の取組で何かしらの恩恵を感じた子どもでないと、次の
担い手にはなれない。持続可能にならない。 

●小学校でのカリキュラムが増えてきているし、塾などにも行っていて、子どもたちは忙
しくしている。また、近所に年代の近い子どもがいないことで、子どもたちの遊び方も
変化している。このように、子どもたち同士のつながりも希薄になっている中で、地域
の活動に参加してほしいと言われても、参加しにくい状況にある。 

◇そこを、仕方ないで済まさずに、何とかして取組みたい。 
●城端地域の旧町部は麦屋祭があるので、子どもが地域の活動に参加する機会があるけれ

ど、祭のない地域はどうしたら良いのか？ 
◇私は、城端小学校の全児童が麦屋祭でどこかの町内から出演すれば良いのでは、と思っ

ている。 
●町内の受入態勢が整っていない。 
●参加したい子が参加するので良いのではないか？強制する必要はないかと。 
◇そうかもしれない。但し、チャンスを全ての子どもに与えたい。何かしら地域の大人と

関われるようなチャンスが子どもたちに平等に与えられたら、という夢を抱いている。
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●市長や教育長を始め、行政組織の中の、様々な立場の人たちによる同じ目線での議論が
なされていないのではないか。今回の教育長の考えは、行政組織の中で共有されている
のか。行政主催の会議に出席しても、他部署に関係するような話題が出ると、「帰って
考えます」の返答を繰り返している。 

 行政改革の話にしても、一方的に言われっぱなし。もっと職員がアイデアを出すように
しないといけない。ほとんどの部署が関係するはずなのに、全く横のつながりがないよ
うに思う。 

◇今後、そのような事実を確認したタイミングで改善していけるよう努めたい。 
●この会議での検討についても、行政の中からも、我々の検討に対するアイデアが出てき

てほしい。全くアイデアが出てこないので、担当課が逃げているのではないかと思う。
市のモデルとなるように、そして、10年後も 20年後も住民の皆さんに愛されるような
施設にしたい。 

●行政から与えられたものではなく、自分たち市民が関わって、しっかりと意見を出し合
って、先を見越した良い施設にしていくことが大事だと思う。 

→この地域の今後の地域づくりについて検討された結果、新しい施設が必要ということで
提言されている。子どもの教育に関する意見も出されているが具体的な取組内容の検討
が不十分に思う。引き続き、更なる検討をお願いしたい。 

◆次回会議                                   
 日時…令和元年１２月１９日（木）午後７時から 

場所…城端庁舎２階 ２０２会議室 
内容…①複合交流施設の空間イメージについての宿題の確認 

②複合交流施設における新たな市民参加の取組の具体的な内容の検討 
宿題…新たな市民参加の取組につながる複合交流施設の空間イメージとして、こだわ

りたい点とその内容を記入して、12 月 13 日（金）までに提出 
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城端地域 会議録 

件名 城端地域提言実現検討組織による第８回会議 

日時 令和元年 11月５日（火）19時～20時 45分 場所 城端庁舎２階 ２０２会議室 

出席者 検討組織メンバー：12名、 まちづくり推進係：2名 

内容 複合交流施設に入れる機能の配置に係るラフ図の作成 

概要 ◆前回会議の振返り（事務局より）                        

◆ラフ図作成に係る意見交換（●…メンバー発言、→…事務局発言）         
●今検討している建物で、何をするのか？どんなことをしたいのか？ということについ

て、何度も回を重ねているが、なかなか思いつかない。今後どうしていくべきか。 
→提言の中に、賑わいの拠点であるための仕掛け、システムの検討、ということが盛り込

まれているが、具体的な点までは検討されていない。「誰が取組むのか」という点まで
深堀していただきたい。 

 城端地域の提言では、図書館機能を大変重視されている。市図書館協議会で、各図書館
の今後の方向性が検討されており、前回は 10 月 25 日に開催されたとのこと。複合化に
より規模がある程度小さくなることは仕方ないが、各地域に図書館機能は残していきた
い、というところまでの議論内容であったとのこと。 

●提言では市民センターなどの事務所スペースはワンフロア化にすることとしているが、
いずれの事務所も個人のプライバシーに係る業務等があり、簡単なことではなさそう。
せめて、カウンターのみを一体化するなど出来れば良いだろうか。また、事務所機能は
建物の一角にまとまっている方が分かりやすくて良いのでは。 

●高齢者福祉機能は、勤労青少年ホーム機能の共用会議室に含めたもので考えれば良いの
か？ 

●様々なことに利用出来るようにすればいい。 
→前回話し合われた内容は、グラレコに書いてある２案なので参考にしていただきたい。
●前回話していた屋外トイレの設置についてはなかなかイメージし辛かったことから、道

の駅の設置についての H.P.を印刷してきたので参考にしてみてはどうか。 
●道の駅にするということか？ 
●道の駅に限った話ではないが、検討している内容と考え方が重なる部分が多いと感じた

ので、参考になるのではないかと思うがどうか。 
→その件については、提言検討の折にも話が出ていたように思う。道の駅は設置要件が厳

しいが、「まちの駅」なら設置しやすい、という結論だったと思う。 
●道の駅なら補助が出るなど、何かメリットがあるのか。 
●それは未確認だが、屋外トイレのイメージがとてもよく似ていると思った。 
●道の駅は市町村の所有でなければならないようである。道の駅、まちの駅、名称は別と

しても、建物の設置イメージはこんな感じでは。 
→屋外のトイレ設置は必須？それから、道の駅の要件等については、再度確認しておく。
●１階を図書館にして、それにちょっと何かがあれば良いのではないか。平屋の方が管理

はしやすいだろうか。 
●建物の面積をどうするか、ということが基本だ。 

【Ａグループ】中島、松本久、水上和、水上成

●前回作成されたラフ図だが、じょうはな座と接続させるのであれば、南側の搬入口を潰
さない配置となるよう配慮が必要。４ｔトラックが横付けできるようにしなければなら
ない。 

●賑わい機能を考える時に、どのように運営していくのかということを考えなければなら
ないだろう。 

●ラフ図にある勤労青少年ホーム機能は共用会議室と考えれば良いだろうか。また、待合
＝共用部分、と考えれば分かりやすいだろうか。 

●賑わい部分を、待合スペースとして利用いただくイメージか。 
●例えば、社会福祉協議会への個別相談や生活保護の相談など、プライバシーに配慮すべ

き相談に対応出来るような小さな会議室も必要ではないか？ 
●人が来る、ということが果たして賑わいになるのか？ 
●ぎふメディアコスモスでは、カウンターの奥に閉架書庫があった。 
●事務室の部屋を別々にするのは無駄のような気がする。 

【Ｂグループ】石村、山崎、川田、齊藤、長尾、長谷川、山瀬            
→前回話にあったエレベーターの件、城端庁舎のエレベーターのメンテナンス料を確認し

 資料 １ 
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たところ、年間 50 万円ほどとのこと。内容は、年４回の点検・調整と、365 日の遠隔
監視による故障対応。 

●このご時世にエレベーターなしは考えられない。 
●この会議の中ですら意見が交わっていないと感じる。 
●私は、資源回収ならお世話出来る。 
●私は、図書館で本や資料などを分類に沿って配列することは出来る。 
●皆さんの仰るように、自分たちの出来ることからやれば良いのだと思う。無理せず、小

さな規模から取組めばどうか。 
●その規模に応じて、仲間も募れそう。このことについては、私が責任をもって行うよ、

という具合に。全てを自分たちで決めなければならない、と思うから、具体的な取組の
アイデアも浮かびにくいのかもしれない。 

●ぎふメディアコスモスでは、児童書の配架作業が一部自動化されている。同じようには
難しいかもしれないが、例えば、フロアの掃除を自動掃除機ルンバにさせれば、人件費
が安くなるのでは。 

●移動図書館のようなことを、同一建物内で行うのはどうか。 
●そういうことも興味深い。 

◆石村厚志さんから、ラフ図に係る提案（○…石村さん発言）            
○内容は、図書館を中心とした複合施設。 
○コンセプトは、人と人とを紡ぐ図書館。愛称はＭＡＩＴＥＭＡ（マイテマ）。 
○盛り込んだ機能は、静かに読書するスペース（Ｃスペース）、図書もある賑わいスペ

ース（Ｙスペース）、レンタルオフィス、レンタルスペース、キッチン。 
○レンタルオフィスには、それぞれ休憩室と倉庫も設置した。 
○レンタルスペースは、全開放で会議に使用したり、また、仕切って教室に利用したり、

と多目的に使用出来るようになっている。 
○キッチンでは、料理教室などをしても良いし、店舗として利用しても良い。 
○建物全体が図書館、というイメージにすることで、世代を越えて足を運んでもらう機会

になるのではないかと考えている。但し、現状からは、平日日中の利用者のメインは高
齢者になるだろうか。 

◆石村さんの提案に係る質疑応答                         
             （●…メンバー発言、○…石村さん発言、→…事務局発言）
●図書館スペースはどの部分か？ 
○建物全体が図書館で、その中にレンタルオフィスやレンタルスペースなどがあるイメー

ジ。 
●建物は平屋か？ 
○建設費を抑えられるので、平屋で考えた。図書館の空間を、静かに読書するスペース（Ｃ

スペース）と賑わいにも使えるスペース（Ｙスペース）とを併せ持っている。 
●図書もある賑わいスペース（Ｙスペース）の左下は、何をする場所か？ 
○寝転がったり、座ったり出来るスペース。椅子に座るだけでなく、足を伸ばしてくつろ

げるような場所もあれば良いと思って盛り込んだ。 
壁は出来るだけ本棚にして、図書館としての色を強く出した。また、１部屋ごとの面積
はあまり考えずにイメージ先行で作ったが、全体の面積は抑えられた。 

●延床面積はどのくらいか？ 
○縦が約 25ｍ、横が約 40ｍで、約 1,000 ㎡。 

◆グループ別意見交換（●…メンバー発言、→…事務局発言）            
→前回会議では、じょうはな座と接続させるという意見もあったが、南側搬入口は潰せな

いので、その点を考慮してほしい。 

【Ａグループ】中島、松本久、水上和、水上成

●建物は平屋をイメージしていたが、一部２階建も止む無しになるか。 
●エレベーターが必要かもしれない。 
●建物の面積と外観が分かれば、ある程度の住民説明は出来るのではないか。 
●マイテマのレンタルスペースが共用会議室だとすれば、この広さだと、100 人以上の会

議はじょうはな座を使うことになるだろう。 
●24 時間トイレを外側に設置するにしても、掃除などの管理面での課題がたくさんある

ように思うが。 
●いなみ木彫りの里はどうなっている？ 
●敷地の中に、小さなトイレがある。 
●ヨッテカーレ城端も同様だろう。 
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●大型バスが乗り付けて、24 時間トイレを利用することになるから、休憩所が隣接する
イメージである。24 時間トイレの大きさにはこだわらない。 

●レンタルオフィスに、休憩室や倉庫は必要ないのでは？ 
●建物の外観は、じょうはな座にマッチした方が良いだろう。周辺との一体感を持たせる

イメージ。 

【Ｂグループ】石村、山崎、川田、齊藤、長尾、長谷川、山瀬            

●この石村さんの案を基にして、この会議でいろいろと色付けしたら良いのではないか。
例えば、屋根を広く出して軒下を広く取ったり、小さな庭を作ったりなど。 

●石村さんの案を土台にして、アイデア出しを宿題とするのはどうか。 
●提言検討の折には、複合交流施設とじょうはな座とを通路でつなげて、じょうはな座の

会議室の利用促進も話し合った。 
●一体化利用の考えか。 
●とすれば、今検討している複合交流施設に会議室は不要だろう。 
●建物を木造にしたら部分修理もしやすい。冬の雪の始末をどうするかなど、建物の構造

的なことも考えなければならないだろう。 
●仰るように、将来を見据えて長く使える建物にするべきだろう。城端児童館や井波の児

童館きぼりっこのように。 
●大型バスのトイレ休憩にじょうはな座のトイレをよく利用されている。入口に近いし、

個室が広くて、トイレの掃除が行き届いているとのこと。 
●維持管理も含めて、屋外トイレの必要性を検討していかなければならない。 
●そもそも維持費の問題。トイレを作ったけど、どうやって維持していくか？では本末転

倒。 
●どうやって維持していけるかを考えなければならない。 
→喫煙スペースについては、複合交流施設が市有施設になるのであれば敷地内には設置出

来ないということになるが、男性用小便器がないようなので、このスペースは男性用小
便器スペースに変更すればいいと思う。 

●どこまで自分たちの意見を盛り込むかが重要になってくるだろう。 
●使い勝手の良い、無駄のない複合交流施設にしたい。 
→前回の話で、じょうはな座と一体的な外観を持たせてはどうか、という意見もあった。
●どちらかと言うと、町並みと合った外観が適当ではないか。 
●議論が少し具体的になってきたから、楽しくなってきた。 

●現段階で専門家にパースを３～４案描いてもらって、その中から選ぶ方が良いのではな
いか？あれこれ考えろと言われても、これ以上アイデアが出ない。 

→まずは、専門家に依頼するための条件付けの基となる内容を考えてほしい。 
●仮に石村さんの提案で専門家に依頼しても、この会議での検討内容が全く反映されな

い。専門家との間にもう１クッション置くイメージで、自分たちの意向を１人１つずつ
ほどでも出して、それを取りまとめて、次々回あたりに専門家に依頼する流れが良いと
思うが、それ以前に、この会議のメンバー１人ひとりの意見がバラバラではないか。 

→例えば、賑わいスペースと図書館は隣接させるべき、というように、どの機能とどの機
能とを、どういう目的のために、どうするか、などという意見を出してほしい。 

●事務所機能のカウンターに一体感を持たせたい。青少年ホーム機能や図書館は夜９時ま
で開けておくべきだろうが、今考えている市民センター、社会福祉協議会城端支所、商
工会城端事務所は夕方５時頃に終業したいだろうから、カウンターにシャッターを設置
するなどして閉められるようにすると良いだろうか。 

●夜９時まで誰が管理するのか？警備会社を入れるのか？ 
→Ｂグループで話が出たが、自分のこだわりたい点を記入して、次回の会議までに持って

きてほしい。そのこだわりに合ったどんな機能を盛り込むのか、なぜその機能が必要な
のか、ということもお願いしたい。 

 皆さんから出た意見を組み合わせたりすれば、今検討している建物の基本構想に近いよ
うなものになるのではないか。全国事例等を参考にしながら、コンセプトなど、メンバ
ーの意見も１つにまとまっていけば、それを住民説明会にも持っていけるのではないか
と。 

●他の地域で松本教育長さんが講演された、SDGs の教育版である ESD についての内容が
とても良かったと聞いた。図書館を中心とした複合交流施設を検討している上で、この
会議の場を使って大人の学ぶ場として、松本教育長さんにお越しいただいて、そのお話
を伺う機会を設定してもらえないだろうか？  
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●（全員）異議なし 
→可能かどうか確認してみる。 
●先日、市図書館協議会の会議に出席してきた。今後の図書館のあり方としては、今日の

会議の冒頭で事務局から話があったとおり。司書を配置し、図書室ではなく図書館を引
き続き設置する方向。 

→会議では、仮に面積を小さくした分、児童書などを学校の図書室に移動させてはどうか、
という意見もあったとのことであるが、学校の図書室については、学校図書館標準とい
う基準があり、勝手な判断も出来ないとのこと。 

●以前からこの会議で再三確認しているが、市内図書館に勤務する司書が学校図書室に出
向いて業務することは出来ないのか？ 

→そのことは図書館のあり方の話になるので、市図書館協議会の判断に委ねるしかない
が、ちなみに、移動図書館は城端、福光、吉江の各中学校のみ。また、小学校は、団体
貸出というものがあって、それは井波と井口のみとのこと。子どもたちが本に親しみを
持ち、学習に活かせるよう、ご意見については伝えておく。なお、図書館協議会の次回
会議は２月開催とのこと。 

◆次回会議                                   
 日時…令和元年１１月２５日（月）午後７時から 

場所…城端庁舎２階 ２０２会議室 
内容…①講義「持続可能な南砺市を目指して- SDGs と EDS -」 

講師：松本教育長 
②複合交流施設の空間イメージについての宿題の確認 
③複合交流施設における新たな市民参加の取組の具体的な内容の検討 

宿題…新たな市民参加の取組につながる複合交流施設の空間イメージとして、こだわ
りたい点とその内容を記入して、11 月 22 日（金）までに提出 



城端地域 宿題シート ［ ］

新  市民参加 取組     複合交流施設 空間    

中島 満

 ．     理由    事   ？

①床面積…現庁舎 4,229㎡    １／３ 1,400㎡        青少年   機能 会議
室として最低でも1,300㎡は必要と思う。
・こだわり…メインは図書館であり、にぎわい機能も含め、ゆとりがほしい。
・部分床面積…現図書館が872㎡で、8月に示されたものが400㎡であり、現在の1階程の面積であ
り、それよりは広ければと思う。
②原則1階 理由…公共施設再編計画 指標 最大 目標  施設面積 半減      予
定  複合施設  現庁舎跡地    敷地面積 十分 確保       利用  立場   
  2階建   1階建     利便性 高       座 会議室    連携 2階建  良 
れば、一部2階建ても検討すればと思う。
③一体 理由…玄関 入  各機能 部屋     入        一人  多  職員 迎 
られる方が温かく感じる。休息室を共用することが、働く人の連帯感も醸成されると思う。
④工夫   点…図書館 利用者 一番長時間利用   思      図書館 他 機能 間
に設置すればと思う。
⑤        …五箇山  相倉集落  交通  高速道路   国道304号線 利用  
    出入  位置  複合施設 大切 休憩地 考     
 24時間 理由…道 駅     複合施設 開館時間 左右    当然24時間 利用 必
要である。
⑥    理由…        現時点 予測        固定的 区画       良  
考えた。
⑦活用方法…仮 道 駅 利用者 多     状況 応  活用策 出          思
う。

ア．どの配置図を参考にしましたか？

イ．どんな点にこだわりましたか？

①複合交流施設 入  各機能 床面積  最低確保   (計1,300㎡)
②複合施設は、原則１階建てとし、敷地・構造上必要ならば一部２階建て（会議室等）とする。
(２階建てならエレベーターを設置)
③市民         （商工会）     （社協）  一       一体         
  倉庫          完全 行  休憩室 応接 相談       共有   
④複合施設 職員 来訪者 図書館利用者     適切 場所(施設内) 整備   
⑤複合施設  別     自家用車  観光客 ２４時間利用      （道 駅    駅)
を国道側に整備し、五箇山への入りロとして位置づける。
⑥にぎわい機能としてのスペースは、ゆとりを持ったものとし、レンタル希望があれば対応できるものとし、
柔軟 区画 変更         
⑦     創出    複合施設 利用者 一 所 集       一     人 集  状
況になれば、いろいろな活用、施設も考えられる。逆に何かを誘致することで人を集めるのは困難が予
想される。
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城端地域 宿題シート ［ ］

新  市民参加 取組     複合交流施設 空間    

川田真紀

 ．     理由    事   ？

図書館 年齢層 関    未来 必要 公共性 高 施設  思  
       世界      誰  平等  心豊  過   自分 言葉 表現 
  他者 共感  生                 図書館 大切 役割 担  
思う。
誰でも、この施設が必要だと思う人は、何かしらの関わりを持てるとイメージできる。図書
館なら、市営が厳しくなったとき、地域のみんなで運営していくことが出来る可能性を感
じる。

ア．どの配置図を参考にしましたか？

石村厚志  提供資料

イ．どんな点にこだわりましたか？

図書館の中に、様々なスペースを配置してある点。
キッチン（営業許可がとれる設備）がある。
              自由度 

これに加えてほしいことは
 車        広 倉庫（移動図書館   廃品回収   古本市場   使 
る土間のあるバックヤード）、閉架式の書庫（大事なものを保管する）、ボランティアや
スタッフの部屋（ハブになる）
・深い庇と広い縁側（ウッドデッキ？）
・太陽光発電とか貯水タンクとか、蓄電池とか、環境とかエネルギー自給に配慮し、かつ
経済的な設備
・地域材を使用した木造建築で施工してほしい
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新  市民参加 取組     複合交流施設 空間    

清部一夫

 ．     理由    事   ？

様々 団体 共用        頭 切替 必要（          ）

ア．どの配置図を参考にしましたか？

石村厚志  提供資料

イ．どんな点にこだわりましたか？

基本、オープンスペース
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新  市民参加 取組     複合交流施設 空間    

長谷川 邦子

 ．     理由    事   ？

①安心して過ごせる施設でありたい→喫煙室は屋外内に入れない
②目隠 部分 必要   隔離     

出来るだけお互いの気配が感じられる。→助け合いや声かけが生まれる
③育児休暇中のママたちが集える場所にしたい

授乳やオムツ交換が安心してできる
絵本コーナーなどには、かくれんぼできるような空間
(参考:子育て支援センターさくらんぼ内)

④市民 訪         場
資源回収施設→ボランティア活動→生きがいづくり

⑤ ④は、大きな軒下風にする。
(プランター花植え作業や野菜市場にも活用手洗い場・水道設置)

ア．どの配置図を参考にしましたか？

石村厚志  提供資料

イ．どんな点にこだわりましたか？

①コストを低くするため、外観のデコボコを避ける。
②キッチンコーナーをどこにするか?
③   前 通路     無駄 感  
④赤   連   母    優  施設

授乳室を設ける
トイレは個室内チャイルドチェアー付オムツ交換台あり

⑤喫煙室が必要ならば、屋外へ
⑥資源回収用設備・スペースが欲しい
⑦夜間使用可能トイレは、東側に。

-4-



-5-


