雄武町図書館整備基本計画（素案）のパブリックコメント実施結果
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寄せられた意見の要旨と町の考え方

番号
１

平成２９年１月３０日から２月２８日まで

意見の要旨

町の考え方

建設の理由としているものが、建物が古 第２章の１-⑴（24 ページ）において掲
い・狭いだけで、図書館建設への意欲や げている三つの基本的方針が、新図書館
熱意が感じられない。

のコンセプトとなります。

実際の企画や具体的なコンセプトなど、 具体的な企画内容については、今後の検
新図書館にどのような特色を持たせるの 討事項となりますが、新図書館には講座
か明確にして欲しい。

や講義、映画上映会などに対応可能な多
目的室を設けることから、各種行事やイ
ベントなどを積極的に開催していく予定
です。

２

第２章の１-⑴-①（24 ページ）において 「ゆっくりと過ごせるくつろげる図書
「幼児がお母さんにゆっくり本を読んで 館」の例示のひとつとして記載している
もらえる場所」と限定しているが、その ものであり、限定するものではありませ
意図は。

３

ん。

アンケート回答者の７割が「図書館を利 現在の図書館は、施設が狭隘であり老朽
用したことがない」と回答しており、利 化が進んでいることから、利用者からの
用したことがない人が多い現状から、ど 要望に応えられない状況が続いていま
のような経緯を経て建設への運びとなっ す。このような背景を踏まえ、
「雄武町図
たのかが不透明。

書館を考える会」において、これからの
図書館のあり方について検討を重ねた結
果、平成２５年７月に、
「将来の人口推移、
町財政状況並びに既存の社会教育施設と
の有機的連携等に配慮した上で、新たな
図書館の建設を強く望みます。」という内
容の提言が町長に対して手渡されまし
た。これらの経過を踏まえ、図書館サー
ビスの新たな展開を図るとともに、町の
文化を興し、文化を広め、未来に向かっ
て発信する生涯学習拠点として、新図書

館の建設を行うものです。
なお、図書館の登録者数は平成２７年度
末で 2,682 人となっており、これは人口
の 58.7％に相当しますが、新図書館にお
いては、来館者を読書を目的とする方に
限定せず、町民みんなのコミュニケーシ
ョンの場となることを目指し、だれもが
いつでも集える場所となることを通じ
て、町民が本に親しむ機会を増やし、利
用者の増を図っていきます。
４

第２章の１-⑴-①（24 ページ）に「安全・ 管理運営については、今後の検討事項と
安心して利用できる図書館」とあるが、 なります。
管理運営のあり方が明記されていないの
は問題である。
現教育施設の管理も徹底されていない状
況で、新たな施設運営には疑問がある。

５

計画目線が町民ニーズとは感じられな 町民からの要望に応えるため、アンケー
い。一般的な計画書ではなく、独自性を ト結果や雄武町図書館を考える会からの
持った夢のある施設として再検討して欲 提言内容を踏まえて、本計画の策定に取
しい。

６

り組んできたところですが、基本設計段

大人目線での計画となっている。子ども 階において、子どもやお母さん、現在図
の利用が多いにも関わらず、その子ども 書館を利用されている方等、幅広くの町
達の声が反映されていないのはいかがな 民からご意見をいただく機会を設ける予
ものか。子どもが行きたいと思うような 定です。
図書館づくり計画を再検討して欲しい。

７

これまで、
「図書館を考える会」という図
書館への想い語り合う場はあったが、こ
れからは、このような部屋が欲しい、こ
のような作りが望ましい、こんなものが
あると使い勝手がいいなど、
「建設を考え
る会」を立ち上げるべきではないか。
その会は、幅広い年齢層の町民で組織し、
子どもや来館したことのない町民の意見
も取り入れて進めていく必要があると考
える。

８

武雄市の子ども図書館設立の動きも視野 町民からの要望に応えるため、アンケー
に入っているのだろうか。ただ建てれば ト結果や雄武町図書館を考える会からの
いいではなく、これからの情勢を考えた 提言内容を踏まえて、本計画の策定に取
上で、本当に町民に必要とされる図書館 り組んできたところですが、基本設計段
の在り方を模索していく必要があると考 階において、子どもやお母さん、現在図
える。

書館を利用されている方等、幅広くの町
民からご意見をいただく機会を設ける予
定です。

９

過去５年、女性職員の細やかな対応と企 町民に要望に応え、良好なサービスを提
画力などにより、安心を得た施設利用の 供できる図書館となることを目指し、適
結果が、貸出冊数の増加につながったこ 正な職員配置に努めます。
とと思われます。今後も、職員の育成は
もとより、適正な職員配置を強く望みま
す。
安全・安心して利用できる施設となるた
め、職員の配置は慎重に行っていただき
たい。

10

建設候補地は、みんなの路があることで、 新図書館は町民のだれもが集える施設を
四季を感じられ最適と考える。新図書館 目指しており、周辺環境の整備も重要と
建設とともに、公園施設（遊具）を整備 考えますので、施設周辺の整備を行う際
し、憩いのゾーンとして計画されたい。 の参考意見とします。

11

第３章の１-⑴-②（29 ページ）で、だれ 「本町の交通事情や自動車の普及率から
もが安全に安心して利用できる場所とし 見て、自動車による来館が多くなる」と
て「徒歩や自転車でアクセスしやすいこ いう意味で記載しましたが、誤解を招く
と」をうたいながら、駐車場が確保でき 表現であることから、ご指摘の点につい
る場所として「車での来館が不可欠」と て、文言の修正を行います。
いう言い回しはそぐわないと考える。

12

現状で建設を早急に行う必要があるのだ 現図書館が抱える施設面の問題は、早急
ろうか。町民アンケートからは、全くそ に解決すべきものと考えますので、ご理
うは感じられない。もし、建設するので 解願います。
あれば、工期が１～２年遅れたとしても、
本当に町民が利用したい、利用しやすい
図書館建設に向けて、じっくりと検討を
行っていくことのほうが大切であると考
える。
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雄武町にも、置戸町図書館（延床面積 町民から寄贈いただいた郷土資料につい
1,358 ㎡）と同規模程度の図書館が欲し ては、現状では展示にふさわしい施設が
い。1,300 ㎡の中に絵画・郷土資料展示 無いことから、倉庫に保管している状態
スペース（330 ㎡）を含むならば、図書館 が続いています。
は貧弱にならざるを得ない。近年、注目 しかし、いつまでもこのままにしておく
されている図書館は、訪れた人達の憩い ことはできず、町民の皆様に公開する必
の場として十分な閲覧スペースを取って 要がありますが、本町の財政状況及び保
いる。

14

管している郷土資料の内容や数量を考慮

絵画・郷土展示資料スペースを設けるこ すると、郷土資料館を単独で整備するこ
とはそんなに大事なことなのか。図書館 とは難しいことから、新図書館の一部に
建設を軽く見ていないか。どうしてもそ その展示スペースを設けようとするもの
れらの施設を設けたいのならば、出入口 です。
を別に設けるか、または近隣に設置する 図書館に絵画や郷土資料の展示機能を持
ことを考えたほうが良いと思う。

たせることによって、図書館として必要
な機能が損なわれることはありませんの
で、ご理解願います。
なお、第３章の３－⑶－③（38 ページ）
に記載されている基本諸元については、
あくまで設計時の目安となるものであ
り、絵画及び郷土資料の展示スペースも
含めて、設計段階において変更が生じる
可能性があります。

15

設計の際に設計事務所に提示する項目 雄武町図書館を考える会からの提言内容
は、予算額と雄武町図書館を考える会の は、新図書館の整備コンセプトとなるも
提言書のみとし、本計画は示さないほう のですが、そのコンセプト実現のために
が良い案が出てくると思う。

求められる機能について定義する必要が

また、これからの雄武町存続を考えて、 あり、本計画を策定したところです。
過去のデータ等を参考とする必要はな 町民のニーズを的確に把握するため、ま
い。

た、提言内容おいて将来の人口推移への
配慮が求められていることから、アンケ
ート結果を含む過去のデータを踏まえる
必要がありますので、ご理解願います。
なお、設計業務に係るプローザル実施の
際には、設計者の自由な発想を制限する
ことの無いよう配慮します。

16

雄武町図書館を考える会の提言書には、 お示しいただいたご意見は、雄武町図書
たくさんの共感する部分があります。私 館を考える会からの提言内容に合致した
の考えを端的に言えば、次のとおりです。 ものでありますので、新図書館整備の際
・本と出合い楽しみ喜びを実感する図書 の参考意見とします。
館
・日常の生活に役立つ図書館
・老若男女が気軽に訪れ、そして本のあ
る広場としての図書館
・住民と共に成長する図書館
・地域の産業を助ける資料がある図書館

17

人件費抑制のため、図書館運営にはボラ 運営方法について検討する際の参考意見
ンティアを活用する必要がある。

18

とします。

地域交流センターを、図書館を含む複合 新図書館の蔵書規模は 50,000 冊で、図書
施設に増改築することは検討できない 館としての専有部分だけでも約 500 ㎡が
か。

必要となることから、地域交流センター
の増改築では対応困難です。

19

新図書館の建設地を再検討できないか。 新図書館の建設地については、雄武町図
町有地で利用されていない土地が大量に 書館を考える会からの提言内容を踏ま
あり、現存する各公共施設もそのうち劣 え、町に新たな財政負担を生じさせるこ
化していくので、5～70 年後を見越して とがなく、かつ既存の社会教育施設との
総合的に検討したうえで、判断してはど 連携に最適な場所として、旧若草保育所
うか。

周辺としたところです。

・町民の利便性・利用頻度等の予測

現存する他の公共施設や未利用の町有地

・町の活性化・衰退化の検討

については、今後町長部局において検討

・建設に依る周辺の環境・利用したとき されるべき事項となります。
の居心地の善し悪し
・建物管理の利便性・耐久性
・駐車スペースの確保
・総合工事費増減の問題
20

図書館内に喫茶コーナーが是非欲しい。 第３章の３－⑵－③（37 ページ）におい
案①：紙パックコーヒー、お茶パックセ て、交流スペース内に自動販売機を設置
ット、お湯

し、飲食を認める予定としていることか

・管理はボランティアが行い、１ ら、飲食サービスの具体的な提供方法に
杯 100 円程度の寄付（心付け） ついて検討する際の参考意見とします。
をいただく。

なお、案③の喫茶店の設置については、

案②：業務用自動コーヒーメーカー及び 運営を受託する事業者の確保が難しいこ
お茶メーカー

とに加え、民業圧迫が懸念されることか

・管理はボランティアまたは委託 ら、困難な状況です。

業者が行い、１杯 100～150 円程
度の寄付（心付け）をいただく。
案③：飲食一般・ケーキ類を提供できる
喫茶店
・管理は委託業者が行う。
委託業者を見つけることが難しいと思う
が、適当な業者が見つかったらすぐに開
業できるよう、初期設備設計の中に織り
込んでおいてはどうか。
飲物で本を汚した場合は原則弁償とし、
案①・②で使うカップ、スプーン、コッ
プ、お盆等は町民から寄付を募るとよい。
21

開館後の様子を見て、絵画展示室中程に 設計段階において絵画の具体的な展示方
閲覧席（椅子・テーブル）を設けてはど 法を検討する際の参考意見とします。
うか。
品が落ちると言われるかもしれないが、
絵画オンリーでは地域性を考えてももっ
たいない。

22

郷土資料コーナーは、そのうち誰にも必 設計段階において郷土資料の具体的な展
要とされなくなるのではないか。

示方法を検討する際の参考意見としま

来館者に飽きられないものにするため、 す。
小中学生や高校生が大人達とチームを組
んで画像や動画を製作し、その中から評
価の高いものを採用して大型テレビで見
せるようにしてはどうか。
23

新図書館の書架の高さは 180cm 以下と 第３章の３－⑵－④・⑤（37～38 ページ）
し、開放的な空間にしてもらいたい。

に記載のとおり、書架の高さは、一般書

老若男女を問わず、訪れる人だれもがあ コーナーにおいては５段（170cm）または
る程度長時間過ごせるように配慮した設 ６段（195cm）、児童書コーナーにおいて
計として欲しい。

は３段（110cm）
、ヤングアダルトコーナ
ーにおいては６段（195cm）を標準としま
すが、雄武町図書館を考える会からの提
言の中に「ゆったりとくつろげて落ち着
ける、開放感のある居心地の良い図書館」
という項目があることから、開放感のあ
る空間の確保と、長時間の滞在が可能と
なる居心地の良い雰囲気の演出に十分配
慮します。
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若者の婚活（図書コン）や、高齢者の生 具体的な企画内容については、今後の検
きがい対策・認知症予防対策としてパソ 討事項となりますが、町民に親しまれる
コンの使い方を教えるコーナーを設置し 図書館となるためにはソフト事業の充実
てはどうか。教える人は曜日や時間を限 も重要となることから、講演や講座等の
定してボランティアを活用するとよい。 各種行事やイベント等を積極的に開催し
ていく予定です。
なお、各種行事やイベント等は、町や教
育委員会、図書館主催のものに限らず、
町民からの持込み企画や町民との協働企
画にも対応できるようにしたいと考えて
います。
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雄武町は寒冷地なので、屋外にテラスを 屋外テラスについては、ご指摘のとおり
設置するのであれば、サンルーム型テラ 通年利用が可能となるサンルーム型が望
スの設置を検討して欲しい。

ましいところですが、整備や維持管理に
係る費用等の課題についても考慮する必
要があることから、設計段階において検
討する際の参考意見とします。
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緊急放送及びバックグラウンドミュージ 火災や災害時に利用者を安全に誘導する
ックを流せる設備が必要。バックグラウ ため、非常用放送設備の整備は必須とな
ンドミュージックについては、開館後に ります。
様子を見て、曜日や時間帯を考慮して決 バックグラウンドミュージックの放送方
めるとよい。また、音楽が聞こえないス 法や範囲については、賛否両論となるこ
ペースもあればなおよい。

とが予想されますが、具体的な運営方法
について検討する際の参考意見としま
す。
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将来の要望に備えて、透明アクリルの簡 第３章の３－⑵－⑥（38 ページ）に記載
易間仕切壁で音が遮断された幼児の遊び されている読み聞かせスペースは、他の
スペースを設けることができるよう設計 スペースに音が漏れないよう何らかの遮
しておくとよい。

音措置を行いますが、読み聞かせ等で使
用されていないときには、乳幼児に開放
する予定としており、ご指摘の幼児の遊
びスペースに対応できるものと考えてお
ります。
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各家庭に眠っている本の廃棄・再利用を 運営方法について検討する際の参考意見
兼ねて、持ち寄りコーナーを設置しては とします。
どうか。

地域交流センターへの設置については、

管理は、図書館職員の指導のもとでボラ 実施に際しての課題・問題点を整理する
ンティアが行う。

必要がありますので、今後の図書館サー

地域交流センターに設けるのも一考。

ビスを検討する際の参考意見とします。

