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「境港市民交流センター（仮称）基本設計（案）」    

意見募集の実施結果について 

  境港市民交流センター（仮称）基本設計（案）について、平成２９年３月１日（水）から３月 

１２日（日）まで意見募集を実施した結果、９名の方からご意見をいただきました。  ご意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとおりです。  多数のご意見をいただき、誠に有難うございました。 

 

番号 意見の内容 左に対する市の考え方 

１  建物の構造について、鉄筋コンクリー
トではコスト面から高騰します。鉄骨造

で屋根は鉄板関係でいけばコストの削

減につながる。鉄骨造のメリットはメン

テ・改修が容易であると共になにより地

震には屋根は軽い方が良い。鉄骨造で耐

震構造も可能と思います。ご検討を。 

構造計画としては、ホールとその他部分で躯体

を分けて計画しており、ホールについては遮音・

防音性を考慮し、柱や壁を鉄筋コンクリート造、

屋根を鉄骨造で計画しています。その他部分につ

いては意匠計画とも連携し鉄骨造を基本に多様

な構造種別で検討しているところです。頂いたご

意見は参考とし検討したいと思います。 

２ 女性用のトイレの数について、設計

（案）では、１・２階とも１０ずつで 

２０になっていますが、不足ではない

か。１０位増やしたほうがよいと思いま

すが、どうでしょう。 

 ホールのトイレの目安として、客席に対し、 

２５分の１～３２分の１の数が標準的であり、 

今回の設計では２５分の１で考え、全体で３２と

しています。内訳は男性用１２（大４、小８）、

女性用２０で、従来の市民会館の女性用トイレ

（客席１１００に対し、女性用８）に比べ割合は

３倍程度（客席８００に対し、女性用２０）増や

し、一定数を確保していますが、実施設計にあた

りましては、増やせるか検討します。 

３ 楽屋、舞台（ステージ）照明について

十分留意ください。 

ホールの音響（音のまわり）をご検討

ください。 

 新たなホールで想定しているイベントに対応
出来る照明・音響を確保します。 

４ 2 階中会議室廻りを実施設計に向け

てしっかりと考えていただきたい。 

中央公園側、弓ヶ浜広場側の外観はプ

ロポーザル時のイメージを踏襲してい

ただきたい。 

 ２階中会議室廻りにつきましては、実施設計の
中でしっかり検討する考えです。  また、外観につきましては、ご提案のように 

プロポーザルを踏襲しつつ、維持管理も考慮し検

討します。 

５ 外壁のガラス（全面）は、最近のニュ

ースで車の運転者がアクセルとブレー

キを踏み間違えて、コンビニに突っ込み

ガラスが割れる事案が多発しています。

よくご検討を。 

 車の事故等対応につきましては、実施設計の中
で検討します。   

６ 米子市のような机と椅子のある読書  新聞を読むスペースについては、実施設計の中
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兼新聞を読む場所と立ったままで新聞

を読む台も米子市並の角度の低いもの

にしていただきたい。 

で配置等検討します。 

７ 図書コーナーは明るく開放感がある

方が良い。 

カフェを併設させ、本を読む人、外か

ら訪れる人が入りやすくしてほしい。 

夜遅くまでやってほしい。 

 図書交流広場につきましては、開放感があるよ
うに努めたいと思います。  カフェにつきましても、多くの人が利用しやす
い視点で考慮したいと思います。  開館時間につきましては、管理運営計画の中で
検討します。 

８ 公園と繋がりがある、公園の延長線的

な空間がほしい。雨の日でも思いっきり

走れるような。 

 雨の日でも思いっきり走れるような延長線的
な空間の確保は難しいですが、公園と一体となっ

た利用につきましては、実施設計の中で検討しま

す。 

９ 《図書交流広場の独自性・専門分野》 

「海と水産業コーナー」「日本の妖怪

コーナー」など境港市らしい独自性を出

す。 

 「水産業のコーナー」や「水木しげるコーナー」
など境港らしい独自性のあるコーナーを設置し

たいと考えております。 

10 《図書館長と行政の正職化》 

図書館長が責任者として正職員は当

たり前であるが、司書まで正職員に急に

出来ないならば、行政から 1人図書館に

配属してほしい。 

 管理運営計画の中で検討します。 

11 《図書交流準備委員会》 

(ハード面・ソフト面を綿密な計画を作

成するためには図書交流広場だけのプ

ロジェクトを作る必要がある。 

今後は内部の細かな設計、備品、運営

等専門家や経験者の存在が必須となる。

サービスと業務は明確にして、建築スペ

ースに求められる機能などを設計者に

正しく伝えなければならいない。 

ＰＣのシステムや設備機器などの竣

工後の開館に向けての準備まで、図書館

専門家を核として、図書館準備室の中心

になってもらってはどうか。全体のコー

ディネーターも務める。 

ワークショップなどでの市民の声も

まとめる必要がある。メンバーには図書

館長、司書、行政、市民利用者の代表者

数名、図書館専門家等。 

今後、実施設計・竣工後の開館に向けての準備

と進めるにあたりましては、専門家や経験者から

意見を聞くことが重要になってきます。鳥取県立

図書館や図書館建設に長けた設計委託会社の協

力会社などにアドバイスを求めるとともに、図書

館司書、読み聞かせ団体などの利用者からも意見

を聞きたいと考えております。 

「図書交流広場だけのプロジェクトの作成」や

「図書館準備室の設置」につきましては、複合施

設として整備しますので、図書交流広場だけの目

的に作成や設置の必要があるか検討します。 
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12 《アンケートの実施》  ワークショップや説明会を集まりや
すい曜日や時間をいろいろ変えてみる

ことの他に、アンケートも用意したらど

うか。 

今後、説明会等を開催するにありましては、曜

日や時間等を検討するとともに、アンケートなど

の手法につきましても、検討します。 

13 《ヤングアダルト（青少年）コーナー》 
「子育てするなら境港」を標榜するな

ら、乳・幼児から青少年までを「子育て」

と考えるべきである。青少年の為のコー

ナーは見逃せない。一般開架への入門と

してのライトノベル・進学・就職・趣味

などの領域を揃える。1階に余裕がない

なら 2階の共有スペースにでも。2階は

一般の人や中高生がグループで会話出

来るようなサロン的な要素を加える。 

 青少年の為のコーナーにつきましては、1階に

設置出来るよう検討します。  2階にサロン的な要素を加えることにつきまし

ては、実施設計で検討します。 

14 《児童図書コーナー》 

絵本コーナーは親子連れで読み聞か

せが出来る場所も考慮。 

お話し会用のスペースは専用室が出

来ないなら、アコーディオンカーテンな

ど可動間仕切りなどで仕切る等少しで

も遮音出来る工夫が必要では。 

児童専用で、高さの低いサービスカウ

ンターがほしい。 

遊べるようなフリースペースが必要。 

児童コーナーは、入口付近を絵本の海

（森）に入るようなイメージで、子ども

がわくわく出来る入口が出来たらいい。 

「読み聞かせが出来る場所」「児童専用の低い

カウンター」「遊べるようなフリースペース」「児

童コーナーの入り口付近」につきましては、実施

設計で検討します。  お話し会用のスペースにつきましては、壁で仕
切る等遮音出来るスペースを確保します。 

15 《調査・研究出来るスペースの確保》 

郷土資料コーナーで、調査・研究する

スペースが必要。 

 2階の文化財倉庫は、貴重な郷土資料を保管す

る部屋となります。一般への開放は行いませんの

で、調査・研究するスペースの確保は考えており

ません。  また、1階の開架スペースに郷土資料コーナー

を設置したいと考えており、閲覧は閲覧スペース

で行っていただきたいと考えております。 

16 《学習室》 

1階の学習室は狭いため、2階の会議

室は、使用しない時は出来るだけ、学習

や自習室として一般に開放してほしい。 

 2階の会議室につきましては、使用しない時は

学習室や自習室として開放したいと考えており

ます。 
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17 《エントランスホール》 

・新刊図書案内などの掲示板や行政情報 

・リーフレット置場。 

・ブックポストの位置 

・展示ブロック。 

・車椅子やベビーカー置場。 

・テーブルなどの談話スペース、ロッカ

ー 

 実施設計で検討します。 

18 《サイン計画》 

統一性や連続性、見やすく、美しく、

わかりやすい表現で。書架サインを一緒

に考察する。公募とか高校生に頼むな

ど、境港市出身のデザイナーに依頼する

とかいろいろな方法がある。市民参加の

一方法。 

 実施設計で検討します。 

19 《書架》  地震に強いこと。  書架間隔 車椅子同士でもすれ違う
ことの出来る、利用者やブックトラック

を押した職員が通る間隔が必要。  一般書架部分の窓際は、南側であるの
で、書籍の褪色が否めない。窓際は様々

なタイプの机やいすを配置して、書架は

少し奥まった場所に配置する。 

実施設計で検討します。 

20 《事務室》  スタッフラウンジ・更衣室が必要。休
息出来るスペースも。 

 実施設計で検討します。 

21 《駐車スペース》  駐車スペースに配送棚が必要。 

 配送棚の設置は考えておりません。 

22 《日南町の木》  管理されずに育ったために良質の木
ではないと聞く。使う場所をよく考えて

判断すべき。 

 日南町の木を使用するか、使用する場合どこに
使用するかにつきましては、実施設計の中で検討

します。 

23 《市民へのＰＲ、情報の開示》 

今後市報で掲載する時には、「交流セ

ンター」だけではなく、ホール部分と図

書交流部分があることを明記してほし

い。 

 今後市報で掲載する時には、内容がよく分かる
ように明記してまいります。 

24 《その他》 

・新聞を読むブラウジングスペース。 

「新聞を読むブラウジングスペース」「視聴覚

資料の陳列・視聴ブース」「ＰＣ接続出来る環境」
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・視聴覚資料の陳列と視聴出来るブー

ス。 

・検索用のＰＣと持込みＰＣを接続出来

る環境も用意し、無線ＬＡＮも設置。 

・2階は、会議室ごとに使用時間帯だけ

空調出来るようにコントロール出来

るシステムで省エネを図る。 

・職員業務の軽減化のための自動貸出

機、自動返却機。ＩＣチップは。 

・カウンター周りは車椅子利用者に配慮

した寸法を。 

・自転車置場は屋根付きで。 

「自動貸出機・返却機・ＩＣチップ」「カウンタ

ー周り」については、実施設計で検討します。 

会議室については、部屋ごとに調整できる個別

空調を考えております。 

自転車置場は屋根付きにすることとしており

ます。 

25 現在の市民活動センターの機能（夜間

利用・団体の自主的利用・コピー・印刷

機利用など）の存続が必要。 

市民活動センターにつきましては、現在移転先

を検討中です。 

26 中央公園のトイレを交流センター側

に移動して、市役所周辺にない 24時間

対応の公衆トイレの確保を図る。 

今回の事業では公園を整備する予定はありま

せんが、ご提案として承りたいと思います。 

 

27 市の事業として【（園芸療法を活用し

て）園芸福祉活動】に取り組んではいか

がでしょうか。介護予防・健康維持・市

民活動の推進・・・効果は果てしなくあ

ります。公園を整備し、市民が常に集う、

癒しの場にしていただきたい。 

南側に、公園につながる広いデッキの

設置をお願いします。水の便についても

考えていただきたい。 

園芸福祉活動、水の便につきましては、ご提案

として承りたいと思います。  広いデッキの設置については、実施設計で検討
します。 

 

 

28 近隣の図書館や県立図書館の蔵書を

ネット検索して、取り寄せして借りれる

ようにしてほしい。 

小学生用書籍は、他の蔵書にも増して

ラインナップの強化を配慮いただきた

い。 

現在、近隣の図書館や県立図書館の蔵書をネッ

ト検索して、取り寄せが出来ますので、ご利用い

ただきたいと思います。 

小学生用書籍のラインナップの強化につきま

しては、配慮したいと思います。 

 

29 「漁業・魚関連」、「妖怪関連」等境港

市の特色であるテーマの蔵書は他には

負けないというような市民や他の市町

村の住民にアピール出来るようなコー

ナーの設置を検討いただきたい。 

9 でお答えしましたとおり、「漁業・魚関連」

や「水木しげる関連」など境港市の特色であるテ

ーマの蔵書を引き続き充実させ、市民や他の市町

村の住民にアピール出来るようなコーナーを設

置したいと考えております。 

 

 


