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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１２回会議 

日時 令和２年 2月 25 日（火）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：13名、 傍聴：3名、 まちづくり推進係：2名 

内容 
・施設利用者アンケートの結果報告、 ・地域内施設利用状況の確認、 ・2月 12 日視察研修の報告 

・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 

概要 ◆前回の振返りと今回の会議の進め方について（●…メンバー発言、→…事務局発言） 
→前回は、建築士の藤井氏にメンバーとして加わっていただき、新たな機能のご提案につ

いて、皆さんと意見交換した。その時の会議でのご意見や 2 月 12 日に実施した視察研
修を踏まえて、今回も資料を作ってきていただいているので、後ほどご説明いただくこ
ととしたい。 

 また、施設利用者からのアンケートと、地域内の施設の利用状況の確認を、それぞれ実
施してはどうか、とのご提案があり、アンケートについては、川田氏を中心に、城端勤
労青少年ホーム、城端図書館、城端老人福祉センター美山荘の３施設について、2 月 3
日から 2 月 18 日までの期間に実施された。回答数の合計は 313 件。分析業務について
は、官学連携での金沢大学との関連から、特定非営利活動法人 SCOP（スコップ）とい
うところに委託した。特定非営利活動法人 SCOP は、信州大学から発足したシンクタン
クで、その北陸支部が金沢大学内にあるもの。 
また、施設の利用状況の確認については、山瀬氏に実施していただいた。後ほど、それ
ぞれ、資料の説明をしていただくこととしたい。 

 それから、前回の会議後に、山瀬氏から視察のご提案があり、2 月 12 日に旧大山町の
施設へ行って来た。参加者の皆さんからアンケートをいただいているので、こちらにつ
いても後ほど発表していただくこととしたい。 

 それでは、①施設利用者アンケートの結果報告、②地域内施設利用状況の確認の報告、
③視察研修の内容確認と参加者アンケートによる報告、④藤井氏から今回提供資料の説
明、という順で会議を進めることとしたいが良いか。 

●（全員）異議なし。 

◆①施設利用者アンケートの結果報告（資料３）                     
               （○…川田氏発言、●…メンバー発言、→…事務局発言）
○前回の会議の翌日から、早速、アンケート実施に向けて動き始めた。本来ならば、集計

を想定しながら設問を考えるべきだったと反省もあったが、特定非営利活動法人 SCOP
のさすがの解析に感心している。これまでの会議では、城端勤労青少年ホーム、城端図
書館、城端老人福祉センター美山荘の３施設についての意見は出されているものの、実
際の施設利用者のニーズや利用実態が加味されていない提言だと認識していた。アンケ
ートを実施することで、是非、施設利用者にこの会議での検討内容への関心を持ってい
ただきたいということ、また、施設利用者の皆さんからのご意見を聴くべきだと考えて
いたので、前回の会議でアンケートの実施を提案した。アンケート実施期間は、施設に
よってバラつきはあるが、2月 3日から概ね２週間。３つの施設管理者には、アンケー
ト内容の相談、施設利用者への働きかけなど、多大なるご協力をいただいたが、施設側
の様子からは、検討状況などの情報が行き渡っていないということを実感した。 
なお、結果報告するにあたり、アンケートの分析結果が到着したのが本日夕方だったた
め、まだその内容を全て理解してはおらず、報告書を読み上げるだけになってしまうこ
とをご容赦いただきたい。 

○施設の利用時間帯について、城端勤労青少年ホームは 19時以降、城端図書館は 10 時か
ら 15 時台まで、美山荘は開館から 12 時までの回答が多かった。このことから見ると、
施設利用の調整をすることの可能性も見えてくるように思った。この後の山瀬氏からの
報告にも注目したいと思う。 

○設問２の施設を利用する理由について、城端勤労青少年ホームは「そこで活動している
から」が最多であったが、その中身は、サークル活動での利用が挙げられ、活動の本拠
を城端勤労青少年ホームと決めておられることがうかがえる。城端図書館では「家が近
いから」が最多、美山荘では「料金が安いから」が最多であった。ちなみに、「料金が
安いから」が城端図書館では最少であったのは、「無料が当たり前」という認識がある
ことがうかがえる。 

○利用施設がなくなった場合の代替施設については、城端勤労青少年ホーム、城端図書館
共に、約 80％の回答者が「他の施設を利用する」と回答しているが、美山荘は、「代わ
りに利用出来る施設は見当たらない」という回答が半数を超えており、代替が利きづら
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いという意識が強いようである。 
○今回のアンケートの目的として、多くの人たちに、この会議の存在、城端の賑わいやま

ちづくりについて関心を持ってほしいこと、議論の根拠となっていなかった施設利用の
実態を把握したいということ、施設利用者の意見を伺いたいということ、を挙げていた。
いずれも達成することが出来たと思うので、実施して良かったと感じている。 

◆②地域内施設利用状況の確認の報告（資料４）                              
       （○…山瀬氏発言、●…メンバー発言、■…参加者発言、→…事務局発言）
○提案した理由は、まず、城端地域にある公共施設の貸部屋機能の利用状況を把握し、そ

の上で、整備しようとしている複合交流施設にどのくらいの規模の貸部屋機能が必要に
なるのかを検討する必要があると思ったこと。また、提言で取壊すことになっている施
設に含まれていない既存施設を有効利用することで、貸部屋機能の不足が解消出来る可
能性を探りたかったこと、の２点である。 
資料は、城端地域の公共施設における定期利用の有無を確認する内容となっている。見
方としては、１マスが週１回の利用を示しており、定期利用があれば、その頻度を緑に
塗って示している。例えば、ある貸部屋について、週２回利用なら２マス塗ってあり、
週４回利用なら４マス塗ってある、ということ。 

○城端勤労青少年ホームの調理室については、どの時間帯も色が付いておらず、定期利用
はないということになるが、年に数回のイベント的な利用はあるようである。 
美山荘の集会室は、細かい区別は出来なかったが、午前から午後までの時間帯で、週４
回の利用がある。これはカラオケでの利用が主である。娯楽室は健康マージャンでの利
用で、午前利用のグループと午後利用のグループがあるようで、それぞれ週２回の利用
がある。 
じょうはな座の練習室については、JOYの教室などで週１回程度利用されている。城端
図書館、城端庁舎、城端商工会館については、定期利用はなかった。 

○このように、他にも部屋はあるので、調整すれば、既存施設でそれなりの利用が見込め
るのではないだろうか？例えば、じょうはな座の練習室１・２はほとんど空いているの
で、城端勤労青少年ホームの謡曲教室の利用の可能性なども考えられる。但し、じょう
はな座と城端勤労青少年ホームとでは料金体系が違うので、その点の検討もしなければ
ならないだろうし、他の施設への移行も考えられるだろう。その他、美山荘のカラオケ
利用や健康マージャン利用も悩ましいところ。カラオケについては、防音設備の検討が
必要になるだろう。 

→これまでの報告について質問等はあるか？ 
■基本的なことを伺うが、この会議は、進める方向の前提が決まっているのか？例えば、

城端勤労青少年ホームを取壊すとか、城端図書館を取壊すとかという関係の調査をされ
ているということか？ 

→今回、初めて参加された方もいらっしゃるので、この会議のこれまでの経緯について簡
単に説明したい。 
庁舎統合の議論を契機として、市の様々な課題を踏まえながら、地域ごとに将来を見据
えたまちづくりの方向性と、その方向性を具現化するために必要な施策について検討す
る「まちづくり検討会議」を設置し、平成 30年 12 月に、議論の結果をとりまとめて、
提言書として提出された。城端地域では、他の地域よりも率先して公共施設再編計画を
進め、図書館機能を中心として、公共施設機能を集約した複合交流施設を、この城端庁
舎の位置に新築するというもので、仮に城端地域から公共施設が減ったとしても、地域
内からはその機能を無くさず、将来に渡って末永く、安心して利用出来て、その施設に
人が集まることを利用した賑わい創出や活発な活動を行っていく、という内容。この内
容を具現化するために、今年度、改めて話合っている。この話合いを進めていく上で、
施設利用者アンケートの実施や城端地域内の施設の利用状況の確認が行われたもので
あり、これらも参考にしながら、進める方向を検討している。 

■大体は分かった。 

◆③2月 12 日に実施した視察研修の報告（資料２）                    
               （○…山瀬氏発言、●…メンバー発言、→…事務局発言）
→2 月 12 日に実施した視察研修について、提案者の山瀬氏から経緯などについてご説明

いただきたい。 
○偶然、インターネットでこの施設のことを知り、視察の提案をした。この福沢地区コミ

ュニティセンターは、富山市と合併する前の 2000 年に竣工した施設で、公民館機能も
兼ね備えている。元々は、旧大山町役場の支所だった場所に、現在の建物が新築された
訳だが、支所の機能を無くし、従来の公民館機能と、外部との交流を図り、料金もしっ
かりといただく目的で、コミュニティセンター機能とを併せ持つ建物となっている。館
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長さんは、この建物の建設に、行政側の担当者として携わっておられた方で、合併後も
引続き関係し、退職後は、館長としてお勤めである。そのため、建築の経緯も詳しく教
えていただくことが出来た。  

 外壁には県産杉材を使用しており、毎年開催の Living art（リビングアート）という
イベントの中で、施設修繕を行っておられる。住民参加の仕組みであるが、材料は市の
負担で、施工は住民による。ホールには、シャッター仕様の電動間仕切りが設置してあ
ったのが良かった。余り広い建物ではなく、市民センター機能は、後から追加されたた
め、４畳半から６畳ほどの非常に狭い空間で、私たちで言うところの行政センター機能
を維持しておられたが、狭い空間に設置したら設置したなりに、何とかなるのだろうと
いう印象を受けた。 

 また、この福沢地区コミュニティセンターを皮切りに、大山地域の小見地区、大庄地区
の各コミュニティセンターも同じ設計士が手掛けた。小見地区、大庄地区のものは、合
併後の建設であり、当初から市民センター機能を盛り込んだ内容で設計されている。も
し、次に視察に行くとすれば、最後に建てられた大庄地区コミュニティセンターが参考
になるのではないかと思う。 

 我々が検討している内容と比較して足りないと感じたのは、図書館機能である。福沢地
区コミュニティセンターについては、ほとんど読書室のようだった。図書館機能をどの
ように設ければよいかについては、今後しっかりと検討すべき点であろう。 

 今回の視察は、機能的に非常に参考となった。建築経緯や、地域の皆さんの思いなども
たっぷりと伺えて、非常に良かった。 

●リビングアートでは、最寄りの富山職藝学院や富山国際大学、富山大学のほか、設計士
の方が講師をしている大学の学生やゼミ生なども関わっていて、外からの刺激、若者の
刺激、見に来た人の刺激など、人と人とのつながりによって活かされている施設であり、
とても羨ましく感じた。また、地域の家具工房であるＫＡＫＩ工房のほか、積極的に地
域づくりに携わる人々の存在があり、立地条件にも恵まれていて、素晴らしいと思った。

●この施設は、築何年になるのか？ 
○建ってから 20年経過している。 
●和室もあった。ホールは、電動間仕切りにより３室に仕切ることが可能という点が機能

的だった。 
●この施設の維持管理は、どこが行っているのか？ 
○富山市である。建物の維持管理費、人件費も含めて、全て市の予算であるとのこと。 
●限りなく地域住民の関わりや学生との関わりにより、地域が元気になる取組を行ってい

る。 
●もし、市がこの施設の維持管理から離れたら、この施設はやっていけるのか？ 
○市が関与しなければ、やっていけないだろう。 
●これから建設が想定される城端地域の複合交流施設も、市が維持管理をしていくのか？
○そこまでの検討には至っていないので、不明である。 
●行政センター機能、図書館機能、高齢者福祉機能など、本来は行政が担うべき機能をた

またま複合化するだけである。問題は、その施設のプラスアルファ部分。例えば、カフ
ェをするにしても、テナントとして入るのか、何らかの形で直営になるのか、その辺の
検討が必要だろう。 

●市が関与する、という話はあるのか？ 
●初めの施設整備の部分では、関与することになっている。 
●市民センターや高齢者福祉などの行政機能を入れる想定をしているので、市は目を背け

ることは出来ないはず。 
●今のご意見について、市の確約は取れているのか？ 
○市民センターにも図書館にも、市の職員が入ることにはなると思う。 
●例えば、複数の行政機能を入れた時に、閉じる時間がバラバラな場合にはセキュリティ

面の確保などについても検討しなければならない。考えなければならないことはたくさ
んある。 

→視察に参加された皆さんからお一人ずつ感想などを伺いたい。 

（清部氏）建物については、デザイナーによるデザインなので、大変興味深かった。「木
を生かしたまちづくり」ということで、屋内屋外共に、木に触れる部分が多く、また、
触った感触も良かった。年１回の補修をみんなでやろう、という仕組みがあることが良
い。木造で、後から簡単に直せる建物であることも良い。合併して富山市になっても使
い続けていることから見て、応用の利く建物なのだと感じた。ただ、外観が閉鎖的に見
えたのが残念だった。小見地区、大庄地区の各コミュニティセンターも同様の外観との
ことで、地元の人しか入れない印象を受けた。この施設では、館長がキーパーソンのよ
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うで、この方がいなくなったらどうなるのだろうと、他人事ながら心配してしまった。

（川田氏）リビングアートの仕掛けが参考になった。建物のデザインや構造も大事だが、
そこでどんなことをするのか、という仕組み、仕掛けがないと、せっかくの建物も良い
ものにはならないと実感。 

（水上成氏）家具デザインは大事だと感じた。 

（山崎氏）土足で入れる施設なのに、きれいであったことに驚いた。土足で入れるのはメ
リットの１つかと。施設の一部が夜 11 時まで開いている点は参考にしたい。それから、
木造にする時は、その良し悪しを踏まえた上で、やり方を考えるべきかと思う。 

（長谷川氏）意見交換を重ねたことにより、建物への愛着が生まれているように感じた。
地域の売りが「木」であることを十分理解し、木の良し悪しを踏まえた上で、木を使う
ことに決定している。木のリスクを想定し、その解決方法により、人と人とのつながり
を生んでいる。学生も「地域住民」として受入れている懐の広さが素晴らしい。和室は、
単なる大広間となっていたのが残念。そこに仕切りがあるだけで、用途が広がるのだが。
意見交換を重ねたと言われた割には、女性の声が余り反映されていないのではないだろ
うか？建物を建てることも大事だが、建てた後どのように運営していくのかが重要にな
ってくる。ずっと人とつながれる形が良いと思うが、そのためには住民の力が必要とな
る場面づくりが必要かと。大庄地区のコミュニティセンターもぜひ視察したい。福沢地
区と大庄地区との違いを見て、それを自分たちとの検討と掛け合わせて、活かしていき
たい。 

（藤井氏）単なるハコモノではなく、生きた建物として長く機能していくためには、どん
な仕掛けが必要なのかを考えることが重要と感じた。 

（中島氏）小さい規模ながら、具体的な良さを感じた。今後、住民の理解を得る努力を果
たしていきたい。 

→視察の時間が午前中だったということもあり、実際に利用されている様子が見られなか
ったのが残念だった。大庄地区も是非見たいとのご意見が複数あったので、計画したい
と思っている。 

◆意見交換        （●…メンバー発言、■…参加者発言、→…事務局発言） 
●今回の視察先は、とある１地区の公民館的施設であって、我々が今検討しているのは旧

城端町全体を網羅した施設なのだから、視察に行くのなら、我々の検討と同じようなレ
ベルの施設へ行く方が良いのではないか。図書館機能を中心とした施設を見ていくべき
かと。 

→今回は、そこでの取組内容を学んできたもの。１地区での取組を、対象範囲を広げた時
にどのような工夫などが必要になるのかを考えていただければ良いかと思う。他にも、
参考になりそうな事例を見つけられたら、視察の検討をすればいいと思うので、聞かせ
ていただきたい。 

■この会議で検討している機能の中心は図書館か？ 
→図書館を核とした複合交流施設の新設を提言されている。 
■福光には中央図書館があり、将来、城端から図書館が無くなることが危惧されるが、図

書館というものは地域性を有しており、その点について検討の重きを置いているのか、
あるいは、単に数だけで検討を進めているのか。いずれにしろ、高齢者も集まりやすく
なるような仕掛け、仕組み、工夫を求める。 

→市長は、従来から図書館のある地域についてはその機能を残す、と発言されている。し
かし、維持管理の面から、規模は小さくしなければならないだろう。様々な会議で図書
館機能や規模についての議論がなされているところだが、この会議では、図書館を核と
した複合交流施設の新設の実現に向けて検討されている。 

●勇気を持って新築しないと、もう２度と作れなくなる。この機会にコンパクトでも良い
から、行政機能を集約させた複合交流施設を新築すべきとの思いから、提言したもので
ある。 

●施設利用者アンケートの結果分析の報告を受けて、城端勤労青少年ホームで行われてい
る教室やサークルについては、例えば、各地区の交流センターへの移動は可能なのだろ
うか？教室やサークルの参加者は、その活動内容や講師を理由に参加している場合が多
いように思う。 

●城端勤労青少年ホームの機能については、軽視せずに慎重に検討した方が良い。いずれ
は、各地区の交流センターの受け皿的な機能も想定されるのではないだろうか。 

■城端勤労青少年ホームを管理する立場から言わせていただくと、最大のメリットは利用
料の安さ。他の施設にも同様の機能があるからと言って場所の変更が可能かと言うとそ
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うでもない。判断が難しいところ。 
●教室やサークルについては、受講者から選ばれる活動が残っていく。 
●サークル等の受け皿については、今の状況だけを捉えて判断することは避けたい。多機

能に利用できる貸部屋を用意すれば良いのかも。 
■以前、市の図書館に寄贈した資料を見たいと申し出たら、紛失されてしまっていた、と

いう人の話を聞いた。やはり、整備する図書館機能としては、資料の分類の出来る人材
の確保、そして、資料が確実に保管出来る施設整備を希望する。 

●新刊書籍を置くだけが図書館ではない。図書館の機能として大事なのは、資料の収集、
分類、保管である。 

■自宅の近くで様々な本が読める、という利便性を大切にしてほしい。 
●すぐ近くに市営バスの停留所があるようになるのだから、車の無い方や運転免許証を返

納された方などが各地域から集まってもらえるような仕組みがあると良いと思う。 

◆④メンバー藤井氏から資料の説明（資料５）                   
      （○…藤井氏発言、●…メンバー発言、■…参加者発言、→…事務局発言）
○資料５の１枚目は現庁舎の位置図、２枚目は城端地域内の主な公共施設の概要、３枚目

は今検討されている複合交流施設についての私なりのイメージである。どんな機能を複
合化させるかが肝かと。皆さんには、このイメージ図で良いかを確認していただいて、
次の検討に移りたいと考えている。 
今回提示したイメージに、施設利用者アンケートの結果分析、城端地域の施設利用状況
のまとめ、それから視察研修を加味した内容で、次の検討につなげて行きたいと考えて
いる。皆さんには、耐用年数や建物の寿命などを考慮して、構造について意見をいただ
きたいが、私としては、将来のことを考えると、出来るだけ単純な構造の方が良いと思
う。 

●資料のイメージ図にある、起業家支援センターを商工会城端事務所としてほしい。施設
名称ではなく、どんな機能かを明記してほしい。市民センターとして行政機能も入れる
想定をしているのだから、窓口業務だけでなく、選挙の期日前投票所であったり、城端
地域の区長会全体会であったり、と単発的な行事にも多目的な貸部屋などで対応出来る
ようなことも分かるようにしておいたら良いと思う。 

○前回会議の話から、城端地域全体の地域づくり協議会の拠点機能が必要かと思っている
が、その点についてはどうか？ 

●城端地域全体の地域づくり協議会の拠点機能は不要だろう。また、城端まちづくり協議
会の事務局は置かない方向で、まちづくり検討会議の時から議論してきている。但し、
イメージ図の下部にある「ひとづくり」「まちづくり」「文化・伝統の継承」の各要素は、
検討の建物には必要である。 

●この図には、賑わい機能が不足しているように感じる。 
○国道 304 号線沿いにあるバス停留所は活用するのか？ 
●それについては全く検討していないが、あっても、なくても良いのではないか。 
●福沢地区コミュニティセンターで、ある期間に市事業の手続きのために、近隣の高齢者

が大勢来られて、その対応に苦慮されたことがあると伺った。城端地域でも、市民セン
ターが検討の建物に入った場合に、福沢地区と似たような状況が想定されるのだろう
か？ 

●福沢地区の場合は、合併して富山市になってから市民センター機能が追加されたものな
ので、非常に狭い空間で、少ない職員での対応を余儀なくされている。同じ大山地域に
ある、大庄地区コミュニティセンターは、富山市になってから建設されたので、当初か
ら市民センター機能が考慮されている。是非、大庄地区コミュニティセンターを視察に
行って、参考にしたい。 

●既存施設でも、空いている時間帯がある。調整すれば、有効活用の余地があるかもしれ
ない。但し、50 人以上の規模で集会出来るような機能は考えなければならないかもし
れない。核となる仕組みを「誰」がするか。そう考えると、大庄地区コミュニティセン
ターの取組を学びたい。 

●住民との意見交換会の開催を要望したい。この庁舎を取壊して建物を新築する、という
議論については異論を唱える人も多いようなので、その経緯について丁寧な説明をお願
いしたい。 

●まちづくり検討会議の折にも、住民説明会は行っている。 
■いつ開催されたのか？ 
●提言書提出の前に２回行っている。 
→提言は市の方針ではなくて、あくまでも、城端地域のまちづくり検討会議での意見をま

とめて提言されたもの。今年度のこの会議でも一定の方針がまとまったら、住民説明会
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を開催しましょう、とメンバーの皆さんには提案しているところ。出来れば年度内に、
と考えているが、少し先になりそう。 

●会議メンバーとして今回から初めて参加したが、今日の議論だけでは理解しづらいの
で、これまでの検討についての簡単な流れと目指す目標が分かる、Ａ４サイズ１枚程度
の資料が欲しい。市とこの会議の位置関係も分かるものが欲しい。 

→毎回の会議の内容は、市 H.P.で会議録として見られるようになっているので、出来れ
ば目を通していただきたい。簡単なものにまとめることはなかなか難しいが、次回まで
に何か準備したい。 

●新しい方が参加されるのは構わないが、これまでの検討内容等を全くご存じない状態で
参加されるのは、会議の進行に支障が出る。声掛けされる場合には、その点を予め説明
しておいていただきたいものである。 

■私は図書館でボランティアをしている。読書体験が人の心を育むと考えていて、図書館
が重要な役割を担っていると思っている。図書館がなくなることで、そのような点での
市内の地域間の格差が出ないように、皆さんには頑張ってほしい。 

●私も会議メンバーとして今回から初めて参加したが、実は、検討に挙がっている３つの
施設には行ったことがない。しかし、これまで施設を利用していない人も近寄って来ら
れるような施設になれば良いと思った。また、静かさが要求される図書館と交流スペー
スとの関わりをどのようにしていくかは検討が難しいと思った。 

●ホールのような部屋が必要と感じた。一方で、その部屋の稼働率を上げる工夫も必要だ
と感じた。セキュリティ面の配慮も検討しなければならないだろう。庁舎が統合となる
７月までに、ここでの検討内容をまとめあげられたら良いと思う。 

◆次回会議                                   
日時…令和２年３月１７日（火）午後７時から 
場所…城端庁舎２階 ２０２会議室 
内容…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 

◆次々回視察研修
日時 …令和２年３月１９日（木） 

城端庁舎前駐車場午後０時２５分集合・出発 
視察先…①富山市大庄地区コミュニティセンター（富山市大山地域） 

②救急薬品市民交流プラザ 
（いみず市民交流プラザ、射水市小杉地域、観覧のみ） 
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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１１回会議 

日時 令和２年 1月 23 日（木）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：13名、 傍聴：1名、 まちづくり推進係：2名 

内容 ・新たな市民参加の取組の具体的な内容について 

概要 ◆前回の振返りと今回の会議の進め方について（●…メンバー発言、→…事務局発言） 
→これまで、城端地域の提言に「まちづくりの方向性」として掲げている、①世代を超え
て交流し助け合える、誰もが集える居場所、②地域の情報を共有し語り合える仕組み、
③やりたいことが実践できて、活気あふれるにぎわい、について、これらを実現するた
めに具体的にどんな取組を行うのか、そして、地域の皆さんを巻き込むにはどのような
方策があるのか、また、それを実現するためにどんな施設整備が必要なのか、というこ
とについてご意見をいただいてきたところ。議論を深めるために、盛り込みたい機能の
配置のイメージについてもご検討いただきながら進めてきたが、具体的にどんなことを
するのか、という部分が足りていない。「分かっているがアイデアが出ない」というご
意見も伺っている。また、これまでの議論を建築士の方にラフ図にしてもらえばどうか、
というご意見も伺っているが、我々も、建築士の方からもアイデア等のご意見をいただ
きたいと考えており、この度、井波の㈲建築倶楽部の藤井さんに、この会議に参加して
いただけることになった。建築士としての観点で、賑わいづくりにつながるようなアイ
デアをいただけたら、と思っている。 
今日は、まず、この藤井さんからのお話を伺って、新たな市民参加の取組の具体的な内
容について議論を深めたいと思うがどうか？ 
●（全員）異議なし。 

◆一級建築士藤井さんからのお話を伺う                      
この会議でのこれまでの経緯としては事務局から事前に伺っており、専門家としての意
見を聞かせて欲しいとのことであるが、まずは、私の考えを聞いていただいて、この会
議での意見として遜色ないようであれば、引き続き参加させていただいて、少しずつ組
み立てて、イメージパースや平面計画などを作成し、皆さんにお示し出来ればと考えて
いる。 
さて、衰退が進む状況の中、公共空間の整備によって地域を再生することが出来るの
か？どうすれば、城端地域が今以上に賑わいを取り戻すことが出来るのか？人々の役に
立ち、喜ばれるはずの公共空間が、公共施設の再編により「ムダなもの」と批判される
のは建築の専門家として非常に胸の痛いところ。公共空間によるまちの暮らしや地域の
活性化は、当然ながら必要と考えているが、南砺市全体や城端地域の人口の推移を見て
も、少子高齢化や人口減少が顕著であり、今後、団塊の世代が抜けると人口がかなり減
ることも明白。この建物は、元々は城端町役場であり、現在は市の分庁舎。今後の著し
い人口減少にも対応した、第３の公共施設として、従来の役場機能に代わる存在になる
のではないかと思っている。 

■既存建物を利用する場合の活用案                        
 現庁舎の建物は建設後 46 年経過している。この建物の法定耐用年数は 50 年なので、満
了期限が目の前に来ているということになるが、法定耐用年数プラス 10～15 年は構造
的にはほとんど問題ないと認識している。この会議では、城端勤労青少年ホーム、城端
図書館、城端老人福祉センター美山荘など、耐用年数満了が迫っている公共施設の機能
を盛り込むことを検討されていると伺っているが、現在の庁舎建物の耐用年数が若干残
っていることから、法定耐用年数満了まで、目いっぱい有効活用する、という考え方も
あるのではないだろうか。例えば、40 歳以上の起業家向けに、15 年程の期限付きで格
安で賃貸する、という可能性もあるのではないか。 

■新築する場合の新たな機能の提案                        
【機能１】地域内に点在する観光施設を線でつなぐ、地域資源や情報の発信拠点としての

役割。点と点とをつなぐイメージで、通過するだけでなく、複数のスポットを
回って少しでも滞在してもらうためにも、各施設の案内やまち中を回遊する仕
掛けなど、観光施設を結ぶ機能を検討してみてはどうか。 

【機能２】図書館の開架スペースに、地域の方々の愛読書を入れられる、本棚オーナー制
度という機能はどうか。各オーナーさんの愛読書を読みながら、コーヒーを飲
んでくつろげたり、また、自分の本棚があったりすることで「自分の住みか」

 資料１ 
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として、図書館に足を運ぶ仕組みとなるのではないか。例えば、窓際のスペー
スでゆっくりとコーヒーを飲みながら読書出来るようなイメージで、気軽に本
に親しむきっかけを目指すもの。 

【機能３】高齢者の経験談などを子どもたちに伝える場としての機能。高齢者サロンや通
所サービスＢ型の事業を兼ねて、そこに集まった高齢者が子どもたちと交流を
図れる仕組みづくり。 

【機能４】共働き世帯への支援や学校以外の児童の交流の場、また、食育の場として、地
元食材を活用した食事を定期的に提供する食堂としての機能。複数の親子が交
流し、様々な情報交換も出来る仕組みも計画。子ども食堂や地域食堂のような
イメージだが、小さなコミュニティーだからこそ出来る支援対策ではないだろ
うか。 

【機能５】子育て中のお母さんの就業支援として、空いた時間を活用出来る、地元企業に
よる短時間労働の斡旋の機能。就業を理由とした地域外への流出防止につなが
ることを期待するもの。 

【機能６】城端地域の各地域づくり協議会の横のつながりを図る機能。第３の公共施設と
して、従来の町役場、市役所に変わる、小規模多機能自治の活動拠点となるべ
きではないかと考えている。 

既存建物を利用する場合の活用案、新築する場合の新たな機能について、それぞれ提案
させてもらったが、一つ言えるのは、これから先の人口変動による各種団体の状況や社
会情勢が変化していく中で、現時点での考えが果たして正しいのか、大きく変わる恐れ
もあるということ。この会議で検討している複合交流施設の利用者のターゲットが、こ
れから生まれてくる子どもたちになるのか、あるいは、その子どもたちを育てる世代な
のか、または高齢者なのか。優先順位をどの世代にするのかをしっかりと定めて計画を
立てるべきではないだろうか。 

◆質疑応答（●…メンバー発言、○…藤井さん発言、→…事務局発言）
●【機能４】について、例えば、定年を迎えた地元のお母さんたちなどの活躍による食堂
の運営も考えられるのではないだろうか。併せて、若いママさん達が集える場にもなれ
ば良いかもしれない。これまで、業者に入ってもらうようなアイデアしか持っていなか
ったが、地元住民による手作りの店舗や経営スタイルも考えられそう。土日のみや平日
のみに限定したような、運営スタッフの自由度に合わせた運営も良いと思う。 

●【機能３】について、高齢者と子どもたちとの関わりには何かしらの仕掛けが必要にな
ると思うが、何かアイデアはお持ちか？ 

○高齢者については、通所サービスＢ型事業の活用を考えていた。その場所に放課後の子
どもたちが集まって、高齢者と子どもたちとの交流が図れたら、と思っている。介護の
必要のない方にも参加していただければ良いだろう。運営に必要なのは、運営スタッフ
と利用者なので、特段、専門家が必要ということはないのではないかと思う。 

●高齢者や子どもたちを集めても、その場にいるだけでは何も始まらないと思う。高齢者
が子どもたちに話をする仕掛けが必要になってくるのではないだろうか。 

●高齢者福祉の取組として、高齢者サロンや通所サービスＢ型事業をするにしても、男性
がなかなか参加してくれない現状がある。男性高齢者が気軽に参加できるような仕掛け
も必要では。 

●男性高齢者から子どもたちに何か話してもらうような仕掛けにすれば、参加しやすくな
らないだろうか？ 

●行政で建てた建物は、国などからの補助金の関係で、その目的に特化した造りの建物と
なることが殆ど。しかし、そんな中でも、平地域の春光荘のように、明らかに複合施設
だと見て分かるようなものもある。今検討している建物についても、様々な機能が混在
しつつも、使い勝手が良く、居心地の良い施設をイメージしている。市内には複合施設
のモデルが乏しく、アイデア出しに苦慮している。 

○公共施設というと、少々敷居が高くて、気軽に行けないイメージもあり、いかにしてそ
の敷居を低くするかということについて、私は、個人のスペースであったり、「すみか」
を作ったりするイメージを持った。それが、【機能２】の本棚オーナー制度。 

●既存の建物を改修するにもそれなりに費用がかかるのだから、新築する方が建物の耐用
年数も上がって良いのではないか？ 

●賑わい機能についての話よりも、公共施設再編計画に則って、公共施設の床面積を減ら
す事が重要。まずは、耐用年数満了間近の施設の機能を複合化する場合の建物の面積を
どうするのか、という検討をすべき。賑わい機能の検討については、検討内容の範囲が
広過ぎて、城端地域だけで検討しても解決にはならないのではないかと思う。 

●今の意見は、つまり、藤井さんの提案が気に入らなかったということ？ 
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●公共施設再編計画をきっかけに、複合交流施設を造るチャンスだと思っている。単に機
能を寄せ集めただけでは人は集まらないので、提言後、新しいメンバーにも加わっても
らって、どうやったら大勢の人が集う施設になるのかを検討しているところ。耐用年数
満了間近の公共施設の機能を複合化するメリットを活かした無駄のない建物にして、且
つ、行きたくなるような機能を持つ施設を目指しているが、なかなかアイデアが出ない
状況。 

→公共施設再編計画を進めていくためには、地域ごとに本当に必要な機能は何なのかを見
極めて、絞っていく必要がある。 

 現在、商工会城端事務所が入居している建物についても市有施設であり、譲渡などで所
有者が変われば公共施設再編計画からは外れることになるが、城端まちづくり協議会が
入居すればどうかとのご意見もある中、今後もし、この協議会が譲渡先となる場合、こ
の協議会で維持管理していけるのか、ということも心配される。市有のままで貸付とい
う方法もあるが、いずれにしろ、城端まちづくり協議会が実際に入居してくれるかどう
か。改めて確認する必要もあるのではないか。 

●建物の譲渡には解体費用の問題が必ず付いてくる。解体費用の捻出について、城端地区
の皆さんの理解は得られないと思う。 

●藤井さんが事務局からどんなレクチャーを受けたかは分からないが、現庁舎建物を活か
すという考えは我々の中には全くなく、新築のみの意見で提言し、市長も「分かった」
と言った。今の会議でも、現庁舎を再利用する場合の検討は一切していないし、どう考
えても非現実的。再利用したからといって、良いものにはならないだろう。 

→昨年度の検討会議の中では、現庁舎を再利用した場合の検討も行われ、そのことも含め
て提言としてまとめられたが、再利用賛成の意見が未だ多く聞かれることから、今後の
住民説明会では現庁舎再利用の可能性との比較についてしっかりと説明しないと、住民
の皆さんから新築の賛成を得ることは出来ないのではないか。 

●旧校舎や旧園舎を再利用して地域の賑わいの一助となっている事例は多いが、この建物
は庁舎であって、旧校舎などのように住民の愛着のある建物ではないと思う。それより
も、新しい建物の方が、新しいという理由で大勢の人が集いやすいのではないかと思う。

●私たちは、図書館機能を核とした複合交流施設の新築を提言し、その実現に向けて検討
していることからすると、福光の中央図書館の今後のあり方がこの会議での検討のポイ
ントになるのではないか。 

○既存の建物をリノベーションして利活用するというのが今のご時世。但し、耐用年数が
間近であること、そして、この庁舎建物への愛着が無いということであれば、新築する
方が望ましいのかもしれない。 

●コンクリート造よりも、木造の方が安心して活用出来そう。 
→今日は、藤井さんの提案も伺いながら、どんな取組が出来そうなのかを検討していただ
きたいと思っている。何のために、どんな取組が必要で、どんな方法によるのかという
ことについて、ご意見を出していただきたい。 

●新しい賑わい機能や賑わいづくりのためのアイデアは、自分たちには無いに等しい。 
●前々から、行政側からの各機能の必要面積の提示を求めているのに、一向になされない
のはどうしてか？ 

○事務局から、それらも含めた資料一式をもらっている。それを基に図面等を描こうと思
えば描けるのだが、自分の中でイメージの整理が出来なかったので、その点も含めて、
今回皆さんの前で提案させてもらい、それに対する皆さんのご意見を伺った次第であ
る。 

●私は、今検討している複合交流施設がワクワクするような建物になって欲しいと思って
いる。「ワクワク」をキーワード（柱）として、ワクワクするような施設にするにはど
うしたらよいかを考えたい。 

○公共施設を建てるという時には、殆どの場合、様々な制約があるので、どうしても味気
ないものになりがち。でも、今回、ワクワクするような施設にするには、皆さんのご意
見を行政にどんどん提示して攻めるくらいであってほしいと思う。 
計画を立てるということは、非常に難しいこと。そして、時間がかかるため、当時の検
討結果がその計画を実行する時の状況とずれが生じやすい。メンバーの皆さんには、こ
の検討段階の前後の時点での状況も想定しながら検討を進めていただいきたいと思う。
●例えば、道の駅やまちの駅のような機能があると良いと思うがどうか？ 
○道の駅やまちの駅は、よっぽどコンセプトがしっかりしていないと成功しない。 
ところで、今検討しておられる複合交流施設の建物のイメージは、２階建てか？木造
か？コンクリート造か？構造や外観などのイメージも参考に聞かせて欲しい。 
●木造なら、改築もしやすいが、長く使えるような造りを希望する。 
●じょうはな座や城端小学校などの周辺の施設との調和に配慮して欲しい。 
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●若い世代が利用しやすいようにして欲しい。 
●明るい方が入りやすいだろうということで、以前にガラス張りという意見もあったが、
本当に入りやすいだろうか。 

●外観については、世代間によっても感じ方は違うし、周辺施設との調和にも限界がある
だろうし、この会議でも意見はまとまっていない。 

●もし、図書館機能を中心にするのであれば、開架部分よりも、閉架部分の面積を十分に
確保して欲しい。 

○これだけ様々な機能を盛り込むとすれば、平屋建てでは収まりきらない。例えば、図書
館部分を吹き抜けにして、２階へはスロープでつなげて、その途中に書架を設置するよ
うなイメージも持っているがどうだろうか。 

●耐荷重の都合により、図書館機能の２階建ては避けるべき。また、年に一度、一定の期
間に完全閉館して蔵書点検が必要なので、その期間その部分が利用出来なくても大丈夫
なような設えも必要になる。その点も含めて考えてほしい。 

●図書館スペースに、例えば自動販売機などの喫茶コーナーを設置して、コーヒーなどの
飲料を飲みながら、そこで読書が出来ると良いのだが。 

●本を汚さない、大切に扱う、という観点から、読書スペースと飲食コーナーは別にして
ほしい。 

●敷地面積は広いのだから、基本は平屋建てで、一部２階建てが良いと思う。 
●２階建てなら、バリアフリーの観点からエレベーターが必要。 
●これだけの意見で、それなりに目で見えるような何かを描いていただけるのか？ 
○今回のご意見は検討材料として使わせていただきたいと思う。 
●何回も意見のキャッチボールをしていこう。 
○承知した。 
●今後、藤井さんから第１案なり、第２案なりを提示していただいたら、我々の夢も膨ら
んできて、付加するアイデアが次々と出てくるように思う。絵のないところでの意見は
出尽くした。 

○皆さんのイメージとしては、木造で、平屋一部２階建てということで良いか？ 
●（全員）異議なし。 
●２階部分には、多目的に活用出来る大広間をお願いしたい。 
●【機能２】について、私は、小矢部市の民間施設のコワーキングスペースにある本棚オ
ーナー制度を利用している。そこは大きい規模ではないが、藤井さんが言われるように、
そこに本棚や本があることで他のオーナーさんの本が読めたり、他のオーナーさんと交
流出来たりと、自分の役割や自分の居場所が持てるので、とても良い取組だと思う。 
そこで、自分の役割や自分の居場所を考えた時に、提言書で機能移転後に取壊しとなっ
ている、城端勤労青少年ホーム、城端図書館、城端老人福祉センター美山荘の３施設に
ついて、施設利用者を対象としたニーズ調査をしていないように思うので、実施しては
どうだろうか？それぞれの施設利用者の声を拾って、今検討している議論に反映させる
ことで、施設利用者の皆さんにとってもこの会議で検討していることが自分事になるの
ではないかと思う。 
●まだ時間はあるから、調査可能なのではないか。 
●施設利用者にとって、知らないうちに建物が無くなった、という話はあってはならない
ことだと思う。施設利用者の声を聞くことは大事。 

●具体的な内容はすぐには思い浮かばないが、自分なりに内容を考えて、調査をやってみ
てもよいか？ 

●（全員）是非お願いしたい。 
●調査の目的、今何を議論しているのか、何のためにやっているのか、質問の内容など、
いろいろな考えをお持ちの方がいらっしゃるので、荒く当たらないようにするために
も、調査用紙は慎重に作るべきと考える。 

●単純に個々の要望を聞くだけでは足りないのではないか。 
●現在その施設を利用している理由も知りたい。 
●他の既存施設を利用した場合の現状維持の可能性を、まず探るべきではないか？ 
●以前、城南屋内グラウンドの建設時、当時の各体育施設の利用状況を確認・調整した上
で、最終的に必要な機能を見定めて、行政に提示した経緯がある。 

●現在の既存施設の利用状況調査も必要なのではないだろうか。 
●その上で、５年後、10 年後の利用状況がどのように変化するかを考えていかなければ
ならない。 

●その調査は、アンケートとは別に、どなたかお願い出来ないか？ 
●私がやる。それぞれの施設が把握していることだと思うので、教えてもらってくる。 
●（全員）是非お願いしたい。 
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●各施設の現在の使われ方を踏まえた上で、複合交流施設の機能として盛り込むかどうか
を改めて検討していかなければならないだろう。 

●可能かどうかは別としても、アンケートや利用状況調査を行った事実と、我々が複合交
流施設の機能として取り入れようとする意欲については、この会議の実績として残して
いかなければならない。 

●この調査を通して、この会議に興味を持った方がいらっしゃったら参加してもらえば良
いと思う。少しずつメンバーを増やしていきたい。 

●城端勤労青少年ホームにある調理実習室が無くなったら困る、という意見をよく聞く。
●小学校の特別教室棟にある調理実習室。今は、地域住民が使えるようにはなっていない
が、地域住民も使えるような仕組みを作ることも可能だろう。 

→前回までの空間イメージについての意見内容も藤井さんには提供しており、さらに、今
回の意見を踏まえながら、藤井さんには今後、パース等について提案していただきたい
と思っているが、あくまでもまだイメージの段階なので、それを基に改めて皆さんから
の取組のアイデアをお願いしたい。 
また、以前から話していることだが、年度内に住民との意見交換会を開催したいと思っ
ている。開催時期は３月下旬くらいになるだろうが、それまでには、この会議での意見
をしっかりとまとめていただき、意見交換会でどんな質問が出てもしっかりと返答出来
るようにして、住民の皆さんが、納得して、共感して、協力してもらえるようしなけれ
ばならない。今後もご協力をお願いしたい。 

◆次回会議                                   
日時…令和２年２月２５日（火）午後７時から 
場所…城端庁舎２階 ２０２会議室 
内容…①施設利用者アンケートの結果と現在の施設の予約状況を踏まえた、必要な機能

の検討 
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 



城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 中島 満 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

○     設置     地区住民  意見交換 多 設  意見 取 入           福沢地区
   意見交換          住民 理解 得 努力 果        思  

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○H30年8月      検討会議 視察   春日井市 岐阜市 施設(図書館含 )  大  
市の施設であり視察の参考にはなったが、規模が違いすぎた。今回の視
察 旧大山町 一地区 施設    小      具体的 良  感   

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○           広  3室 167r㎡ 150人規模     提言実現検討会議   会議室 仕切
  設   100人 欲    意見 出  仕切  電動
シャッターにし、防音対策のものもあるとのことで、参考になった。

○「和室]が76㎡・36畳で、現庁舎の和室は（80㎡十40㎡）です。くつろぐ和室となれば、80㎡はほしい。

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○よくなかったと言うよりも、センターの「ロビー・図書室65㎡」は、司書のいない図書館（図書室）は、全く読
書  関係          図書館司書 大切  再確認    

○     主 役割 公民館活動    検討    複合施設  図書館 市民     商工会 社
協 青少年   機能     機能 含    施設面積 十分検討  必要 感   
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 資料２ 



城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 清部 一夫 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

○大事   人     …     長 見 思   

○我々はチームでするしかないので、コミュニティデザインの手法を取り入れて、もっと多くの地域の人に働きかけた
い。

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○よく考えられたデザインは古くならない。

○肌感覚の質感は重要

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○木材部分が多く、補修がきく。

○地元民 関       ｇｏｏｄ 

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○外観部分 閉鎖的  地元民以外 入     
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城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 川田 真紀 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

○あればいいなと思うことを、今の庁舎でやってみる。
 「庁舎をジャック」的な！

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○２０年経   古                    
人とか思いとかをつなげているからだと知ったから。

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○学校や産業や、さまざまな連携。
○外   力  地域      活       
○建築そのものが素敵であった。
○明るくて、肌触りがよくて、気持のよい場所であった。
○木造        比較的容易           生   利点 多  

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○駐輪場 物置       物置 別 作        ！
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城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 水上 成雄 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

○新設施設（必要不可欠 間取 ＋   ） 既存施設 活用 整合性   図   
（例   現在 青少年    ●●教室  新複合施設以外 施設 行            
か）

○（図書館を中核とした複合施設として）納得される施設のコンセプトが必要

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○地区     公民館 複合施設  住民 良 利用       

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○施設  市 行政 施設（重要施設 位置付 ）      
  利用    減免制度      
  戸締  鍵  使用者 委託       
・清掃は、市が面倒をみていること。

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○地区    (行政    )  施設建設後 位置付            間仕切      
ない。
(当初の計画は重要)
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城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 山崎 良子 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

○城端独自 地域性 住民    寄 添   図書館     核    誰  自由 立 寄 
 心地良 居場所       思  

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○百聞 一見 如  ！視察    参考      
 福沢地区  400世帯人口1,000人 規模 小    複合施設 利用者 増加      
が、素晴らしい。

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○複合施設 修繕 地元       行     
○土足で入る施設である。
○地元  説明会 34回実施  地元 人々 意見 取 入  設計変更 重   
○   大 中 小 ３段階方式       電動      仕切     
○各町内連絡用書棚とバス待合室とトイレが、夜11時まで開いている。

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○福沢地区は、400世帯人口1,000人とコンパクトシティである。
○図書館スペースのない所だったので、イメージ出来ない。
○木造      良 点     修繕 必要        毎年修繕         木造  
る場所を考慮すべき。
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城端地域提言実現検討組織 視察研修アンケート
［ 長谷川 邦子 ］

令和２年２月１２日 富山市福沢地区           （市立福沢公民館）

 内容 運営方法    完成後    人     形 住民 力 必要   場面 工夫 

＜部分的には＞
①バス停と待合場所、トイレの接続、夜間対応等は、参考に。
 ②駐輪場 目隠       利用    良   高齢者 収容    方法必要      
（電動）のスペースも要る。
③作品展示、消火器ボックス、部屋札や家具のデザイン、参考にしたいが、大庄地区コミュニティセン
ターにどう応用、変化されているか興味あり。

＜理由＞
    愛着    施設     住民（地区民） 居場所 心地良 空間 ！！
建物  使 人 考  地用目的 異   地域性 地域力          自分   思  
主。参考として、（福沢地区よりも）進化した大庄地区コミュニティーセンターを大勢で視察したい。

１．今回の視察研修の内容はいかがでしたか？

２．上記 理由 ？

大変参考になった

●よかったところ

○設計者 業者 丸投     最後  住民  意見交換 重      住民  自分   施
設   愛着 持         今          施設         進  協力     
→施設利用      

３． 富山市福沢公民館（福沢地区           ）  印象 残     ？

○地域 売   木  理解  木 使  決   同時      納得 対策 考   解決方法 
して、人と人とのつながりと生んでいる。
○特 若 人 学生 参加  地区住民  交流 場    元気 出   地域内 学生    
  地域 特性  別 世界 人       住民  捉    他者 受 入  広  

４．視察を通して、今後の具体的な取り組みの検討に是非取り入れたいことについて、
    内容 理由  聞       

●よくなかったところ

○     多様性 見      和室    大広間 
○       酒 燗程度 設備    
○大広間  間仕切      着替 室 講師控室 使   
○       女性 声    反映        …？

-6-
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１ 調査概要 

(ア) 目的 

現在、南砺市城端地域においては、「新たなにぎわいの創出」「再編候補施設の利用者が困らない機能の

保持」「世代を越えた交流を促し郷土愛を育成」というまちづくりの目標を達成するような「複合交流施

設」の整備を検討している。しかし、複合交流施設の整備検討に必要な、既存施設の使われ方やニーズな

どの情報は多くはない。そこで、「再編候補施設」に該当している「城端勤労青少年ホーム」「城端図書館」

「城端老人福祉センター美山荘」の 3 施設において、利用者ニーズへの対応を図るための検討材料とす
ることを目的に、施設の利用状況や意見を募るアンケート調査を実施した。

(イ) 実施概要 

調査期間 令和 2年 2月 3日～令和 2年 2月 18日

対象施設

・城端勤労青少年ホーム

・城端図書館

・城端老人福祉センター美山荘

対象 対象施設の利用者

質問項目

・基本属性／来館手段

・利用施設／利用時間／利用頻度

・施設を利用する理由

・代替施設の有無

・複合交流施設に入れたいと思う機能 など

票回収数

城端勤労青少年ホーム  103件
城端図書館 110件
城端老人福祉センター美山荘 72件
不明 1件
施設外回収1 27件
合計 313件

(ウ) 本報告書における集計上の注意点 

・基数となるべき実数は「n」として示している。したがって、割合は n を 100％として計算している。
・図表に示す割合(％)は小数点第 2位を四捨五入しているため、単一回答であっても合計が 100％になら
ない場合がある。

・複数回答の設問の回答割合は、回答者数に対する割合であり、合計値は 100％を超過する。
・図表 14、19、20の複数回答の集計においては、各設問の回答者数を基数としている。その他の設問に
おける複数回答の集計については、各ページの脚注に注意点を記している。

1 「施設外回収」は調査対象の施設外で回答を依頼した票であり、必ずしも調査日に施設を利用したサンプ
ルではない。本報告書における図表 1～図表 15までの単純集計と、それにかかるクロス集計には、施設外回
収の回答は含まれない。
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２ 調査結果 

(ア) 回答者属性 

① 性別/年代/個人団体 

性別は「男性」が 30.2％、「女性」が 69.8％であった。
年代は「70代」が 33.7％で最も多く、次いで「60代」が 21.8％で続いている。
各施設の利用者は「個人利用」が 68.0％、「団体利用」が 32.0％であった。

図表 1 性別          図表 2 年代          図表 3 個人団体

② 居住地/来館手段 

居住地は「城端」地区が 50.0％で最も多く、次いで「南山田」地区が 24.0％で続いている。
来館手段は「自家用車」が 67.9％で最も多く、次いで「徒歩」が 28.3％で続いている。

図表 4 居住地                図表 5 来館手段
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女性
69.8%

(n=305)
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4.4
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0.0
5.0
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40.0
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(n=294)(％)

個人
68.0%

団体
32.0%

(n=275)

50.0

24.0

7.2 9.2
2.7

6.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

城端 南山田 大鋸屋 蓑谷 北野 その他

(n=292)

(％)

28.3

67.9

1.4 2.4
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

80.0

徒歩 自家用車 バス 自転車

(n=290)

(％)



4 

(イ) 各施設の利用状況 

① 回答者が利用した施設とその利用スペース 

回答者が今回利用した施設は、「城端図書館」が 38.6％、「勤労青少年ホーム」が 36.1％、美山荘
が 25.3％であった。
施設別の利用スペースは、勤労青少年ホームでは「講習室」が 53.0％、城端図書館では「一般図
書の貸出」が 78.9％、美山荘では「入浴施設」が 70.6％で最も多い2。

図表 6 回答者が今回利用した施設    図表 7 勤労青少年ホーム 利用スペース（複数回答）

図表 8 城端図書館 利用スペース（複数回答）   図表 9 美山荘 利用スペース（複数回答）

2 図表 7～9における複数回答は、各施設の利用者のうち、いずれかの利用区分に回答した回答者数を基数
(n)としている。例えば、勤労青少年ホームの場合、票回収数 103件のうち、100件が講習室～調理室までの
いずれかの部屋の利用について回答があったことを示している。

勤労青少

年ホーム
36.1%

城端図書館
38.6%

美山荘
25.3%

(n=285)

78.9

27.5

24.8

2.8

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

一般図書の貸出

新聞・雑誌

2F児童書

パソコン

自習コーナー

(％)

(n=109)

70.6

44.1

30.9

20.6

8.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

入浴施設

集会室

娯楽室

休憩スペース

ボランティア

ルーム

(％)

(n=68)

53.0

20.0

13.0

11.0

7.0

6.0

0.0 20.0 40.0 60.0

講習室

和室

読書室

音楽室

娯楽室

調理室

(％)

(n=100)
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② 施設の利用時間 

施設別に回答者が利用を開始した時間帯をみると、勤労青少年ホームは「19時以降」、城端図書館
は「10～12時台」「13～15時台」、美山荘は「10時以前」「10～12時台」の回答が多く、施設ご
とに違いがみられる。

施設別に利用時間をみると、勤労青少年ホームと城端図書館において「1～2時間」の利用が 80％
以上を占める。一方で、美山荘は「1～2 時間」「5 時間以上」の利用がそれぞれ約 45％であり、
他施設に比較して長時間利用の傾向がみられる。

図表 10 施設別 利用開始時間帯

図表 11 施設別 利用時間

10時以前

3.3

2.3

44.0

10～12時台

1.1

36.0

46.0

13～15時台
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38.4

10.0

16～18時台

2.2

23.3

19時以降

64.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【凡例】

勤労青少年ホーム(n=91)

城端図書館(n=86)

美山荘(n=50)

1～2時間

81.1

97.7

43.1

3～4時間

17.8

2.3

11.8

5時間以上

1.1

0.0

45.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【凡例】

勤労青少年ホーム(n=90)

城端図書館(n=87)

美山荘(n=51)
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③ 施設の利用頻度 

施設別の利用頻度をみると、いずれの施設でも週単位、月単位での利用が多い。その中でも、勤

労青少年ホームでは「週 1回」、城端図書館では「月 2回」、美山荘では「月 3回以上」の頻度で
の利用者が多い。

年代別にみると、勤労青少年ホームでは回答にばらつきがあり、年代別の傾向はみられない。城

端図書館では、いずれの年代でも「月に 2回」「月に 3回以上」との回答が多い。美山荘では、60
代以上の利用者が大半を占めており、週に複数回、あるいは月に複数回利用していることがわか

る3。

図表 12 施設別 利用頻度            図表 13 施設別 年代別 利用頻度

3 若年層、生産年齢層、高齢層で施設の利用傾向が異なると考えられるため、年代は「10～20代」「30～50
代」「60代以上」で区分しクロス集計している。以降の集計においても、同様の区分でクロスを行う。

(単位：％)
1回 2回 3回以上

週 34.0 1.0 4.0
月 17.0 15.0 13.0
年 0.0 2.0 14.0
週 21.9 3.8 29.5
月 12.4 32.4 6.7
年 0.0 1.9 18.1
週 19.1 27.9 4.4
月 13.2 16.2 42.6
年 0.0 0.0 16.2

勤労青少年
ホーム
(n=100)

城端図書館
(n=105)

美山荘
(n=68)

(単位：％)
1回 2回 3回以上

週 35.7 0.0 7.1
月 7.1 28.6 14.3
年 0.0 0.0 7.1
週 22.9 2.9 5.7
月 11.4 40.0 14.3
年 0.0 2.9 0.0
週 17.3 5.8 7.7
月 15.4 26.9 21.2
年 0.0 1.9 3.8

城端図書館

10～20代
(n=14)

30～50代
(n=35)

60代以上
(n=52)

(単位：％)
1回 2回 3回以上

週 75.0 0.0 0.0
月 0.0 0.0 25.0
年 0.0 0.0 0.0
週 18.8 6.3 6.3
月 6.3 6.3 18.8
年 0.0 6.3 31.3
週 34.7 0.0 4.2
月 20.8 18.1 11.1
年 0.0 1.4 9.7

勤労
青少年ホーム

10～20代
(n=4)

30～50代
(n=16)

60代以上
(n=72)

(単位：％)
1回 2回 3回以上

週 0.0 0.0 0.0
月 0.0 0.0 0.0
年 0.0 0.0 0.0
週 100.0 0.0 0.0
月 0.0 0.0 0.0
年 0.0 0.0 0.0
週 15.9 28.6 17.5
月 14.3 15.9 6.3
年 0.0 0.0 1.6

美山荘

10～20代
(n=0)

30～50代
(n=2)

60代以上
(n=63)
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(ウ) 施設を利用する理由 

施設を利用する理由は「家が近いから」が 56.8％で最も多く、次いで「そこで活動しているから」
が 35.5％と続いている。
施設別にみると、勤労青少年ホームでは「そこで活動しているから」が 64.6％で最も多く、利用
者の習い事など活動拠点として利用されていることがうかがえる。城端図書館では「家が近いか

ら」が 79.2％で最も多い。美山荘では「料金が安いから」が 65.7％で最も多い。

図表 14 施設を利用する理由（複数回答）

図表 15 施設別 施設を利用する理由4（複数回答）

4 図表 15における「全体」は、図表 14と同様の結果を示している。また、「勤労青少年ホーム」「城端
図書館」「美山荘」は、各施設での利用があった回答者のうち、利用理由に回答があった者の数を基数

としている。
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(エ) 利用施設がなくなった場合の代替施設 

現在利用している施設がなくなった場合の利用者の対応について、「他の施設を利用する」との回

答が 75.3％を占める。
利用施設別にみると、勤労青少年ホームと城端図書館においては、約 80％の回答者が「他の施設
を利用する」と回答している。一方で、美山荘においては「代わりに利用できる施設は見当たら

ない」とする回答が半数を超えており、代替が利きづらい機能があると考えられる。

代替施設の有無別に既存施設の利用機能をみると、他施設で代替可能な機能は「図書室」が 55.4％、
「フロア敷」が 26.6％の回答がみられた。一方で、代替不可能な機能は「フロア敷」が 39.4％、
「図書室」が 37.9％、「入浴施設」が 30.3％の回答がみられた。

図表 16 代替施設の有無            図表 17 利用施設別 代替施設の有無

図表 18 代替施設の有無別 利用機能5（複数回答）

5 図表 18における「全体」は、図表 7～9に示す各施設のスペースが有する機能のいずれかを利用した回答
者数を基数に、各機能の利用者割合を示している。また、「他の施設を利用する」「代わりに利用できそうな

既存施設は見当たらない」は、図表 16に示す回答者のうち、利用した施設のスペースを回答した者の数を基
数としている。
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施設がなくなった場合の代替施設を地域別にみると、城端地域では「じょうはな座」が 40.6％で
最も多い。じょうはな座は畳の部屋やフロア敷がある文化センターであり、勤労青少年ホームに

類似した使用が想定される。他の地域では図書館の代替に回答が集まっている。

図表 19 城端地域の代替施設（複数回答）     図表 20 他の地域の代替施設（複数回答）
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各地区の交流センター

城端別院善徳寺

東部体育館

城端児童館

農業会館（JA）

城端小学校

桜クリエ

西部体育館

城端中学校

その他

(％)

(n=143)

51.5

29.7

20.8

14.9

8.9

6.9

6.9

5.9

5.9

5.0

3.0

1.0

1.0

0.0 50.0 100.0

中央図書館

福野図書館

ゆ～ゆうランド・花椿

井波図書館

いのくち椿館

福光会館（旧ベル）

ラフォーレ（井波）

ヘリオス

福光中央会館（JA）

井波総合文化センター

アスモ

福野体育館

その他

(％)

(n=101)
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(オ) 複合交流施設に入れたいと思う機能 

① 複合交流施設に入れたいと思う機能 

複合交流施設に入れたいと思う機能を年代別にみると、いずれの年代でも「図書館」の回答割合

が最も高い。60代以上では「多目的室」「入浴施設」などの回答割合が、10～20代では「カフェ」
「売店」の回答割合が他の年代に比較して高い。

代替施設の有無別に施設整備で入れたい機能をみると、利用施設の代替が利かない回答者におい

て、「図書館」が 53.3％で最も多く、次いで「広い集会室」「入浴施設」が 46.7％と続いている。
「図書館」については、代替可能であっても回答割合が 65.5％で最も高く、利用者に望まれてい
る機能であることがわかる。

図表 21 年代別 複合交流施設に入れたいと思う機能6（複数回答）

図表 22 代替施設の有無別 複合交流施設に入れたいと思う機能7（複数回答）

6 図表 21における「全体」は「複合交流施設に入れたい機能」のいずれかに回答した者の数を基数に、各
機能の回答割合を示している。年代 3区分については、「年代」と「複合交流施設に入れたい機能」の両方に
回答があった者の数を基数にしている。
7 図表 22における「他の施設を利用する」「代わりに利用できそうな既存施設は見当たらない」は、「複合交
流施設に入れたい機能」のいずれかに回答した者の数を基数にしている。

60.4

46.3
42.0
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21.6 21.6
16.9 14.9 13.7

10.2

10.2

2.7 1.2
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(％)

(n=15) (n=54) (n=173)(n=255)

(％)

53.3
46.7 46.7 45.0

28.3
25.0

18.3
16.7 11.7

10.0 10.0
8.3 5.0 3.3

0.0

65.5

32.7
39.9

47.0

35.1

18.5
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33.9

11.3
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代わりに利用できそうな既存施設は見当たらない

他の施設を利用する

(％)
(n=60)

(n=168)
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② 複合交流施設に入れたい機能に関する自由意見 

既存の施設について「今のままで存続してほしい」という意見が最も多く、特に美山荘で多かっ

た。施設がなくなることで、活動が継続できなくなることや地域住民と集まれなくなるという理

由が、勤労青年ホームや美山荘の利用者でみられた。

次いで「図書館を残してほしい」という意見が多く、近場の図書館がなくなることを懸念するコ

メントがみられた。

その他、「近場の施設」「入浴施設」「習い事のスペース」などを望む意見がみられた。

図表 23 施設別 自由意見（上位 5つ）
（単位：件）

勤労青少

年ホーム

城端

図書館
美山荘 合計

・今のままで存続してほしい 7 4 13 24 
・図書館を残してほしい 1 17 0 20 
・近所に施設がほしい 3 7 2 12 
・入浴施設がほしい 1 0 4 5 
・習い事ができるスペースがほしい 3 1 0 4 

図表 24 その他 自由意見

・行政センターの機能がほしい

・住民が集まれる集会室が必要

・カラオケの設備がほしい

・カフェや売店がほしい

・広い駐車場がほしい

・幼児から高齢者まで利用しやすい施設にしてほしい

・バリアフリーに対応してほしい

・管理者に負担の少ない施設にしてほしい

など
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３ まとめ 

(ア) 再編候補施設における利用者の特徴 

 調査結果より、勤労青少年ホームと城端図書館、美山荘の利用者は約 70％が女性であり、60代以降の
高齢者が全体の約 70％を占めていた。また、自家用車での来館も約 70％を占めており、個人利用が多い。
 勤労少年ホームと城端図書館の利用者は、「1～2 時間」の利用が約 80％を占めていた。一方で、美山
荘の利用者は「5 時間以上」の利用が 45％あり、長時間利用の傾向がみられた。利用頻度については、
施設別に目立った傾向はないが、いずれの施設でも週単位、月単位の利用が多い。

 勤労少年ホームでは「講習室」の利用が約 50％を占めており、習い事の拠点や地域の集会所として利
用されていると推測される。また、美山荘は城端地区の老人福祉センターであり、サロンやカラオケなど

様々な機能を有する中で、「入浴施設」としての利用が約 70％を占めていた。

(イ) 再編候補施設における機能の代替可能性 

 再編候補施設がなくなった場合の施設の代替可能性をみると、勤労青少年ホームと城端図書館におい

ては「他の施設を利用する」が約 80％を占めており、多くの利用者が他施設で代替可能である。一方で、
美山荘は「代わりに利用できそうな既存施設は見当たらない」が約 50％あり、他 2施設に比較して代替
が利きづらい施設であることがわかった。美山荘は前述したように「入浴施設」としての利用が多い施設

であり、自由意見をみると、「近場に他の温泉や銭湯がない」というコメントもみられる。しかし、城端

地域周辺において、入浴施設は「桜ヶ池クアガーデン」や「ゆ～ゆぅランド・花椿」などがあり、自家用

車での来館が大半であるため、代替の可能性は考えられる。

施設の代替が利かないとする回答者が利用した既存施設の機能をみると、「フロア敷」が 39.4％で最も
回答が多く、次に「図書館」が 37.9％、「入浴施設」が 30.3％と続いており、ニーズの高い機能であるこ
とがわかる。フロア敷や図書館は、図表 18、19に示すように代替が利きやすいとされる機能であるにも
関わらず、回答割合が高くなっている。この原因としては、既存施設を利用する理由を「家が近いから」

とする回答が約 60％を占めていることから、好きな時に気軽な利用を検討できないためであると推測さ
れる。

したがって、フロア敷や図書館の機能は他施設で代替可能ではあるが、自宅からのアクセスを問題視し

ている可能性が考えられる。しかし、施設へのアクセスは自家用車が多いことから、複合交流施設が特段

遠方にできない限り問題はないとも考えられる。複合交流施設の整備においては、既存施設の「フロア

敷」「図書館」「入浴施設」などニーズのある機能への対応をどうするか、自家用車での来館対応と公共交

通でのアクセスなどについての検討が重要となる。
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　調査票の内容　



なんと
ポイント
ＱＲコード





（単位：件）
来館手段／施設 勤労青少年ホーム 図書館 美山荘 利用施設ﾁｪｯｸなし 合計

徒歩 39 18 23 2 82
自家用車 58 86 33 20 197
バス 0 1 3 0 4

シニアカー 0 0 0 0 0
自転車 2 2 3 0 7
その他 0 0 0 0 0
小計 99 107 62 22 290

来館手段選択なし 4 3 10 6 23
合計 103 110 72 28 313

施設別来館手段

39.4 
58.6 

0.0 0.0 2.0 0.0 
0.0

20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

勤労青少年ホーム

16.8 

80.4 

0.9 0.0 1.9 0.0 
0.0
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100.0

図書館

37.1 
53.2 

4.8 0.0 4.8 0.0 
0.0

20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

美山荘n=99 n=107 n=62（％）（％） （％）
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