
－1－

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１３回会議 

日時 令和２年 3月 17 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：12名、 まちづくり推進係：2名 

内容 
・前回の振返り、 ・これまでの検討の振返り、 ・メンバー藤井氏からの提供資料について 

・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 ◆今回の会議の進め方、前回の振返り、これまでの検討の振返り（資料２）について  
                     （●…メンバー発言、→…事務局発言） 
→前回会議では、①施設利用者アンケートの報告、②城端地域内施設利用状況調査の報告、

③2月 12 日視察研修報告、メンバーの藤井氏からの資料説明、があった。 
 ①施設利用者アンケートの報告では、利用料金のこともあるが、施設の利用調整をすれ

ば、既存施設で十分足りるのかもしれない。公衆浴場の代わり無し、との意見が多かっ
た。アンケートの目的でもあった、城端の賑わいやまちづくりについて関心を持ってい
ただけたことはある程度達成出来たのではないだろうか、ということであった。 

 ②については、施設の利用状況から見ると、それぞれの利用団体の活動内容を踏まえて
調整すれば、既存施設で十分足りるのかもしれない、ということが分かったということ。

 また、③富山市大山地域の福沢地区コミュニティセンターへの視察では、Living Art
（リビングアート）という取組を通して、施設が学生や地域の方とつながって、地域を
盛り上げていく仕組みを学んだ。また、県産材を利用していてメンテナンスには手間が
掛かるが、その手間も活動の１つとしていることなども、今後の検討に非常に参考にな
った。次は、同じ大山地域の大庄地区コミュニティセンターを是非視察したいとのこと
で、計画中である。 

 ④これまで会議で出された意見や資料などを基にして藤井さんが作成された機能のイ
メージについて、皆さんの思いと合っているかを確認していただいた。 

 また、資料２については、この会議がどんな組織か、どんな進め方をするのか、などを
Ａ４用紙１枚にまとめたもの。これまでの検討の流れなど、参考にしていただきたい。

◆メンバー藤井氏から資料の説明（資料３）、意見交換                       
               （○…藤井氏発言、●…メンバー発言、→…事務局発言）
○資料３中、丸形はソフト事業、四角形はハード事業を示している。私は、このハードの

部分で、平面的、あるいは立面的な図面が描けたら良いと思っており、そろそろ形にし
たいとも思っている。この丸形全てを四角形に入れ込むと面積が大きくなり過ぎて、お
金が掛かり過ぎる。皆さんの思いをどのようにまとめるか、機能的に兼ねられる部分は
どこか、等もう少し考える時間が欲しい。 

 城端庁舎、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どの施
設も建設後 40 年経過している。人口減少、少子高齢化による税収増加が見込めない中
で、維持管理費用の捻出が困難なことは、この会議を通じて私も自覚している。会議メ
ンバーの考え方や意見を網羅した内容にするには、費用的にも難しい。このような状況
を踏まえて、入れたい機能や具体的な空間イメージなどについて、会議メンバーの皆さ
んを対象に私なりのアンケートを実施したいと思う。①前回会議でも意見があったが、
現在検討している複合交流施設と公共交通とのセットで考えたい。地域生活拠点施設と
しての機能や屋外スペースの広さ、多世代交流など、施設の拠点性の向上を目的として、
「ひとづくり」「まちづくり」「文化・伝統の継承」が出来るような、拠点づくりとして
の内容。②多目的ホールとして、様々な用途で利用出来る機能が必要かどうか。③公衆
浴場や体育館の機能が必要かどうか。既存施設をシャトルバスやなんバスとの接続によ
り解消出来るのではないか？④避難施設としての機能の必要性。避難所や備蓄室の導入
など。⑤市民センター機能。などの内容のアンケートと資料を作成し、回答をまとめて、
イメージ図にしたい。これをたたき台にするために、次回会議に提案したいと思ってい
るので、次回会議前にアンケートを実施したいと思っている。皆さんから了解が得られ
れば、進めたい。 

●この資料の中で、商工会城端支部の機能に観光協会城端支部の機能を合わせたもので表
してほしい。現在、観光協会の本部に、観光協会城端支部が併設されているが、その城
端支部がすっかり本部に埋もれてしまっているように思う。商工会城端事務所も同様で
ある。観光協会城端支部の職員の方には、普段は、コンシェルジュとして、こちらの建
物に詰めていただくようになると良いのだが。総合案内だけでなく、お土産なども販売
してもらえると良い。正式に了解を得ている訳ではないが、協力は必要だろうとの返事
を１年以上前にもらっている。商工会城端事務所も観光協会城端支部も、通常はこちら
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の建物に詰めて、イベント等の時には応援に行くような形態が望ましいと思う。この資
料にある「起業家支援センター」を「商工会、観光協会」と置き換えるとイメージしや
すいだろうか。商工会城端事務所も、地元でもっと活躍して欲しいと思う。 

 なお、城端まちづくり協議会は、商工会城端事務所が引っ越した後の商工会館へ入って
いただくことが望ましいと考えているので、併せて修正していただきたい。 

●資料２のフロー図にある１つひとつの項目についての期限等を聞かせてほしい。一生懸
命に検討を重ねている割には、検討が進んでいないような気がする。 

●仰るとおり。城端庁舎が行政センターのみとなる７月前には、一定の方向性を住民に示
す必要があるだろう。庁舎が市民センターのみとなる７月までには、ある程度の概略を
決めてはどうだろうか？ 

●行政からの動きを待っていても時間ばかり経過するので、資料２のフロー図にある「市
民主体で取り組むもの」の部分については、入れたい機能や何処であっても取組めるこ
とはあると思うので、庁舎機能が移転した後の庁舎の空きスペースを活用して、試験的
に取組んでみるということを提案出来ないだろうか？ 

●正にそのとおりである。まだ、３か月はあるから、私たちに託された任務を遂行すべき
であろう。 

→７月には庁舎が統合されるので、その後のこの庁舎の活用や城端地域の賑わい等につい
て、どのような方向になるのかを住民の皆さんにお示しすべきであることは、以前の会
議で何度も説明してきた。 
この会議は、資料２のフロー図では、「提言の実現に向けた具体策の詳細について検討」
の中ほどにある「まちづくり検討会議のメンバーを中心とした行政主体の検討組織」に
当たる。また、各地域の地域審議会が３月末で廃止となることから、城端地域としては、
５地区あるので各地域づくり協議会長に、地域としての合意を得たら良いのではないか
と考えている。 

●城端地域には、地域審議会と同様のメンバーで構成する城端地域自治振興会協議会とい
う名称の、地域審議会とは別の組織がある。この組織が地域に認知されているかは別と
して。 

→その点についても、住民との意見交換会の場で説明し、了解を得ていけば良いのかと思
っている。 

 先ほど藤井氏からの提案のアンケートについては、実施しても良いか？ 
●イメージ図作成につながるのであれば、是非実施してほしい。 
●（全員）異議なし。 
●次回会議で結果が分かるようにして欲しい。検討のピッチを早めたい。 
○それでは、後日実施予定の視察の内容も踏まえて、アンケートは早々に用意したい。 
→それから、先ほどご提案の意見があった、庁舎の空きスペースを活用して、試験的に取

組については、皆さんはどのようにお考えか？ 
●例えば、週末カフェ、ブック・マンション、子ども対象の取組、等、あまりお金を掛け

ずに取組めるのではないだろうか。 
●良いことかと思う。是非取組んでいただきたい。 
●（全員）賛成。 
→庁舎の活用については、現時点では、市民団体や民間への貸出は出来ない運用となって

いる。 
●この取組から、小さな成功を積み重ねて、城端地域の賑わいづくりにつなげたいと思う。
●４月１日以降の城端庁舎はどうなるのか？地域の皆さんから、よく尋ねられる。 
→城端庁舎の２階のブランド戦略部は、６月末頃に引越し予定である。行政センターは、

７月１日に市民センターとなる予定。また、７月１日からは夜間警備がなくなるので、
市主催の会議では、会議を主催する課が会議室の鍵を持ち出し、開錠して使用する、と
いう運用になる予定と伺っている。 
そして、この会議として、今後どうしていくかについては、藤井氏からのイメージ図が
示されれば、そこでどんな活動を行うのか、ということも同時に決めていかなければな
らない。今日の会議での皆さんのご意見も伺った上でまとめたいとのことである。 
先ほどの、現庁舎を活用した取組内容の検証についてのご提案を受けて、今日の会議で
は、新たな複合交流施設でどんなことをするのか検証するという内容も含めて、どんな
取組が出来そうか、等の話合いをすれば良いだろうか？ 

●藤井氏からのアンケートを実施した上でのイメージ図を見せてもらわないことには、そ
こでどんな活動をしていこうか、という議論は出来ない。 

→あくまでもイメージ図。但し、例えば、エコステーションをやりたいというのであれば、
具体的に必要なスペースは、実際に取組んでみないと分からないところである。なので、
複合交流施設をどのように使っていくかを検討する上で実験的に取組むことは必要で
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はないだろうか。取組内容のイメージをしっかりしたものにすると良いかと思う。 
●住民との意見交換会を開催した時に、前回の会議のように、まちづくり検討会議や提言、

この会議や城端のまちづくりについてなど、を初めて聞かれる方もおられるだろうか
ら、まちづくり検討会議からの経緯から説明出来るように、今から準備しておけばどう
か？丁寧に説明する必要があると思う。 

●その点は事務局にお任せするしかないだろう。住民との意見交換会では、その部分に時
間を費やすのは避けたいところ。 

●昨年の検討、今年の検討、というように分けて説明し、この結論に至った、という具合
に、事前説明をすれば、住民との意見交換会の折には、ある程度の質問を想定した上で
参加してもらえるのではないだとうか？ 

●住民との意見交換会を、城端全体で一度に開催するのが良いか？あるいは、城端地域内
５地区を巡回して開催するのが良いか？それとも、まず、５地区で巡回開催し、そこで
の意見を資料に反映させて、再度城端地域全体で開催し、最終案として提示する、とい
う流れでどうだろうか？最初から一度に決めようとするから無理があるのだろう。 

●そこら辺の段取りも含めて、準備してはどうだろうか？ 
●仰るとおり。 
●それなら、ワーキンググループに分かれて検討を進めてはどうだろうか？例えば、今ほ

どご意見のあった、資料作成グループと取組検証グループの２つなど。 
→資料作成を事務局で行うことも不可能ではないが、資料の、どこを、どんな風に説明し

たい、などのご意見を聞かせていただきたい。また、６月中に住民との意見交換会を開
催する方向でのスケジュールも皆さんで決めていただきたい。 

●各地区で顔が見える環境で開催し、その後城端地域全体で開催の折には最終案で説明す
る、という流れが良いのかもしれない。 

→５地区巡回の前には、城端地域の各地域づくり協議会長の皆さんにもお伺いする必要は
ある。 

●６月中には住民との意見交換会を開催しなければならないから、余り時間がない。 
→５地区巡回開催もあるから、その点も含めなければならない。 
●城端の住民の皆さんには、既存施設の活用についても訴えていかなければならない。そ

の一方で、施設整備もしていただきたいところである。 
●既存施設の利用の可能性を伝えていくと、住民の理解も得られやすいように思う。 
●先日実施した、施設利用者アンケートは良かった。アンケート実施期間中に、私の所属

する団体で美山荘を利用したので、アンケートの記入に併せて、提言のことやこの会議
での検討内容などを、団体のメンバーにお話させてもらったことが非常に良かった。住
民の皆さんへの意識付けとして、私たちメンバーが提言のことやこの会議での検討内容
などを伝えていくことが大切だと実感した。 

●前回会議でも話したが、５地区で実施の教室やサークル活動の今後を見据えて、この複
合交流施設が生涯学習機能の拠点になることも踏まえ、教室やサークル活動の出来る部
屋も備えておくべきではないだろうか？ 

○それは、サロンのことを仰っているのか？ 
●高齢者サロンではなく、従来の公民館での教室等の活動のこと。 
●既にＪＯＹがあるのだから、ＪＯＹの活動の妨げになってはならない。 
→今のご意見のように、建物のスペースを確保するだけではなくて、そのスペースでどん

な活動をやりたいのかを決めてもらわないとならない。何が充足していて、何が不足し
ているのか、ということまでをこの会議で議論していかないと、まちづくり検討会議の
時と全く同じである。スケジュールも大事、複合交流施設でどんなことをするのかも大
事。この２点に絞って議論していただきたい。この議論も資料に反映させたいと思って
いる。 

 ７月に向けて、①城端地域全体、５地区巡回、各地域づくり協議会長さん方への説明を
どんなスケジュールで行うのかを決めてもらうこと、②複合交流施設でやりたい取組や
現庁舎を活用して実験したい事柄など、この２点について話し合っていただきたい。せ
っかく２グループに分かれているので、そのままグループ毎に話し合っていただきた
い。 

●後日視察予定の大庄地区コミュニティセンターでの内容も盛り込んで欲しい。 
●この複合交流施設での取組内容を決めたところで、実際に実践者はおられるのか？私

は、実践者は見つからないと思うが。 
→もし、実践者が見つからなければ、その機能は複合交流施設から外すだけのこと。せっ

かく整備しても、活用されない様子であれば、整備する必要がなかった、という話にな
る。どんな機能が必要なのか、どんな取組を行いたいのか、誰がその実践者になるのか、
その取組は外部から実践者を連れてきてでもやりたいことなのだ、というようなところ
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１９日（木）

２３～

２５日頃

月末頃

４月１日～８日

　９日（木）

２３日（木）

連休明け

１８日の週

２５日の週

月末頃

１日の週

　　日（　） 　城端地区

　　日（　） 　南山田地区

　　日（　） 　大鋸屋地区

　　日（　） 　蓑谷地区

　　日（　） 　北野地区

２２日の週　前半

２２日の週　後半

月末

月末

７月 上旬 要望書として市長へ提出

８～１９日
５地区の地域づくり協議会への
　検討内容説明、意見交換

富山市大庄地区、射水市視察研修

メンバーへのアンケート作成

メンバーにアンケート発送

アンケート回収

アンケート結果確認、建築パース作成

検討会議（建築パース提示、具体的な市民参加の取組検討）

検討会議（具体的な市民参加の取組検討）

検討会議（具体的な市民参加の取組検討）

検討会議（具体的な市民参加の取組検討）

検討会議（意見交換会での説明内容・回答のシミュレーション）

城端地域自治振興会協議会への検討内容説明、意見交換

検討会議（意見交換会での説明内容・回答のシミュレーション）６月

城端地域の今後の会議等のスケジュール（６月中に合意形成を図ることを想定した場合）

時期

３月

４月

５月

検討会議（意見交換会での説明内容検討、回答シミュレーション）

城端地域全体の地域住民への検討内容説明、意見交換

検討会議（意見を踏まえた検討結果を要望書案としてとりまとめ）

城端地域自治振興会協議会への説明、地域としての合意形成

会議等の内容

までをこの会議で決めないと、せっかくの提言は実現しない。 
●議論も大切だが、取組の検証をしてみないことには施設の機能に盛り込むことは出来な

いと考えている。先ほども言ったように、小さな成功体験を積み重ねて、提言実現に向
けて進みたいと思う。どんなことに取組むのか、という議論は、今後もずっと続くこと
である。この少しずつの取組に向けた話し合いを大切にしたい。 

●複合交流施設に資財を投じて、普通に生活出来るほどに稼ぐ、というような取組は城端
には馴染まないかと思うが。 

→いろいろな取組が継続していくような仕組みが必要である。 
●取り敢えずは、複合交流施設には、建物を取壊す予定の施設の機能を５つ程度入れてお

いて、実践者が必要な取組は実験をしながら進めていけばどうだろうか。 
→先ほどのご意見のように、こんな取組をやりたい、あの人を呼んでこんな取組をやりた

い、ということを話合ってほしい。また、この人を中心に話を進めたい、というご意見
があれば教えて欲しい。その辺も含めて、しばらく話合っていただきたい。 

◆グループ別意見交換     （●…メンバー発言、→…事務局発言）        

◆次回会議                                   
日時…令和２年４月９日（木）午後７時から 
場所…城端庁舎２階 ２０３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 

◆次々回会議
日時 …令和２年４月２３日（木） 
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 
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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

 資料 １ 



－2－

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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「 まちづくり検討会議（※）」からの提言の実現に向けた今後の取組について

（城端地域） 

提言の実現に向けた具体策の詳細について検討する際には、市の各種計画との整合性を図る必要があ
ります。特に、城端地域の提言に含まれるハード事業については、公共施設再編計画で、市所有の公共施
設の延床面積を半分にしなければ、将来維持していけないということが判明している中において、次世
代への負担を考慮した上で、自主自立的な取組となるよう、地域主体で協議・検討されることが望まれま
す。 

※まちづくり検討会議とは 
まちづくり検討会議は、庁舎統合の議論を契機として、分庁舎の位置する城端・井波・福野・福光の4つの地域ごとに、地域審議会長の

推薦や公募によって参加された、各地域15名のメンバーで構成された会議です。 

庁舎統合の議論において、市議会から平成29年 10 月に提出された「統合の時期については、不用となる分庁舎の跡地活用など、地域

の賑わいや活力の低下を防ぐためのまちづくり対策の方向性を十分検討した上で実施されたい」との内容を含む「提案・要望」に対応する

形で設置されました。 

平成30年2月から12月にかけて、市の行財政改革や公共施設再編などの様々な課題を踏まえながら、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し、平成30 年 12 月に、議論の結果をとりまとめ、提言書として提出さ

れました。

○複合交流施設新設による地域住民が活発に活動できる拠点づくり 

    （複合交流施設新設で目指す方向性） 

① 世代を超えて交流し助け合える、誰もが集える居場所づくり 

② 地域の情報を共有し語り合える仕組みづくり 

③ やりたいことが実践できて活気あふれるにぎわいづくり

城端地域のまちづくり検討会議からの提言 （提言書の詳細は次ページ以降）

提言の内容について、地域の皆さんに広く知っていただく

検討組織の構成メンバー募集・選定

地域審議会委員を中心とした組織で意見調整 

（地域の合意形成）

総合計画へ 

（全市的な合意形成、提示条件を基に具体的な施策等をさらに検討

提言に基づく具体的なまちづくりの実現のスタート

（市民主体で 
取り組むもの） 

提言の実現に向けた具体策の詳細について検討 

まちづくり検討会議のメンバーを

中心とした行政主体の検討組織

テーマ別の 
ワーキング 
グループ

テーマ別の 
ワーキング 
グループ

テーマ別の 
ワーキング 
グループ

テーマ別の 
ワーキング 
グループ

（市民と行政が協働、 
または行政が主導で取り組むもの） 

 資料 ２ 



（複合交流施設に入れたい機能や、整備に期待すること）

○ 入れたい機能
・ 図書館機能
・ 貸室機能（勤労青少年ホームが担っているサークル活動等のための貸室、美山荘が担っている老人福祉スペースとして
も利用）

・ 総合案内所機能
・ 共有事務スペース機能（市民センター・商工会城端支部・社会福祉協議会城端支所）
・ 24時間開放の公衆トイレ
・ 待合・休憩所機能、
・ 飲食サービス機能（カフェ、シェアキッチンなど）
・ 屋外スペース機能

○ こだわりたい具体的な空間イメージ
・ 自由度の高いスペースをいろんな団体が共有
・ 飲食店営業許可が取れるキッチン設備
・ 資源回収、野菜の直売、軽トラ市や、プランター花植え作業など、ちょっとしたイベントも可能な、広い屋根付きのオープン
スペース

・ いつでも資源回収が可能な集積スペース
・ 授乳、オムツ替えスペース
・ 間仕切りはガラス張りや低めのパーテーションなど、極力、お互いの存在が感じられるような工夫のあるもの
・ 城端児童館さくらっこや子育て支援センターさくらんぼ等を参考に、さらに使いやすい工夫のある幼児向けスペース
・ 静かな学習スペース
・ 環境問題に配慮した設備（太陽光、ペレットなど）、地元産材による木造建築
・ 祭事にも対応した広い駐車場と、いつでも利用できる広くてきれいなトイレ
※ 決まった会合や行事だけが行われるような、従来の素っ気ない閉鎖的な公共施設ではなく、この地域に暮らす人々が集
い、学んだり、教えあったり、誰もが気軽にフラッと立ち寄りたくなる居心地の良い空間、地域住民が普段の暮らしの中で
使いたくなる、魅力ある開放的な施設。

ハコ（建物）ではなく、中身（取組む内容）の検討が先でなければならない
活用されないハコ（建物）は不要
地域住民が集う、生き生きとしたハコ（建物）にならなければ意味がない

どんな機能が必要か？（何のために、どんなことをすべきか？）
誰が、何を、何のために、どんな手段で運営する？そして、そのためには、このくらいの規模の建物、設備の整備が必
要、というように、あくまでハコ（建物）はその実現のための手段の一つ

どんな価値観を持つ人々が集まる施設になればいい？

● ハコ（建物）のイメージが無いと、中身（取組む内容）のイメージができない　→　イメージパースの作成依頼

● 年度内に、地域の方々との意見交換会を開催したい

検討組織としての考えをまとめる
意見交換会で提示する施設イメージは、あくまでもイメージ
ハコ（建物）よりも中身（取組む内容）
地域の方々に説明して、納得して、共感していただけるものに

城端地域の【まちづくり検討会議からの提言】の主旨

　提言の主旨は、公共施設再編計画の対象となっている地域内の公共施設（庁舎、図書館、勤労青少年ホーム、美山荘、保健
センター、起業家支援センター、旧城端共同福祉施設等）の再編を率先して進めるべきであり、図書館機能を中心とする、それら
の公共施設の機能を集約した複合交流施設を、現在の城端庁舎の位置に新築することによって、地域内の公共施設が減って
も、地域内から機能を無くさないようにするとともに、将来に向けて末永く安心して利用でき、地域住民が様々な用件で１ケ所に
集まることにより、にぎわいの創出や活発に活動できる仕組みをつくろう、というもの。

---提言にあるコンセプト---

”ハコではなくヒトで解決したい”

”新築建物は大きさを求めない”




