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定例定例定例定例記者会見記者会見記者会見記者会見((((平成平成平成平成26262626年年年年8888月月月月26262626日日日日))))    

 

【【【【市長あいさつ市長あいさつ市長あいさつ市長あいさつ((((要旨要旨要旨要旨))))】】】】    

○  平成26年小牧市議会第3回定例会提出予定議案の概要について説明

する｡今回､提出を予定している議案は､全部で21件｡内訳は､決算13件､

条例案3件､一般議案2件､補正予算案1件､人事案2件となっている｡ 

○  補正予算案については､8,258万円余の歳出補正を計画しているが､

来年度再編を予定しているこまき巡回ﾊﾞｽ見直しに係る準備経費も計

上をしている｡今回の見直しは､現行ｺｰｽ1の三ｯ渕･村中ｺｰｽ､ｺｰｽ2の藤

島･小木ｺｰｽ､ｺｰｽ3のﾊﾟｰｸｱﾘｰﾅ小牧･横内ｺｰｽ､そしてｺｰｽ6の春日寺･市之

久田ｺｰｽの以上4ｺｰｽを7ｺｰｽに拡充･再編して､平成27年4月､来年の4月

から運行開始をしようとするものである｡ 

○  見直しの方針としては3つあり､ﾊﾞｽの運行本数は1時間に1本程度､1

日10便を運行する｡2つ目として､ﾊﾞｽ停は鉄道駅や民間ﾊﾞｽなどを含め

て半径500ﾒｰﾄﾙ以内に乗降場を確保する｡全てのお宅からできる限り

500ﾒｰﾄﾙ圏内でということである｡そして､3つ目として､3年後との

PDCAｻｲｸﾙをもって評価､検証をし､ﾙｰﾄ､ﾀﾞｲﾔ､車両などの運行計画につ

いて見直しを実施することの3点である｡開始から3年をめどに検証を

して､見直しをかけたいと考えている｡ 

○  ﾀﾞｲﾔについては､全てのｺｰｽに共通となるが､市民病院､市役所へ午前

8時30分前には到着をし､また午後5時30分に市役所､市民病院を出発

できるﾀﾞｲﾔ設定としている｡ 

○  上段の本数を見るとわかるが､これまで小牧駅を一つの拠点にして

いたが､思い切って全てのﾊﾞｽが小牧駅に到達するということではな

くて､特に希望の多い市民病院､市役所を起点として､駅に到達しない

ｺｰｽも含めて検討した｡これらの見直しにより､現行の4ｺｰｽを今現在､

小型ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ4台で運行しているが､1ｺｰｽ1台で運行している｡これ

を7ｺｰｽにして､小型ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ5台と､新たにﾜﾝﾎﾞｯｸｽﾊﾞｽ4台を追加し

て運行する｡全部で9台､4台から9台ということで拡充をして､4ｺｰｽを7

ｺｰｽに拡充するということで計画した｡ 

○  なお､中心部から東側のｴﾘｱについては､現在ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通の実証実験

後の検証を踏まえて､1年おくれで28年の春をめどにしたｺｰｽの見直し

を予定し､現在作業を進めているところである｡ 
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○  そのほか､この補正予算案の中には､今年度､子どもたちの夢への挑

戦を市民の皆様とともに応援をしていくための事業の一つとして始

めた夢の教室について､当初は陶小学校､小牧原小学校､篠岡小学校の

3校で始めたが､最初の6月27日の陶小学校での開催の折､市内の16校

全ての小学校に声かけをして見学をしてもらったところ､残る13校か

らも､ぜひ我が校でも実施したいの声が上がったことから､この第3回

定例会の補正予算にその予算を計上して､今年度中に市内16校全ての

小学校でこの夢の教室について開催をしていくこととした｡ 

○  以上､補正予算案について､特にﾎﾟｲﾝﾄとなることについて､2点私か

ら述べたが､詳細については､今後､議案の説明の中でまた説明をさせ

てもらう｡ 

○  なお､小牧市議会第3回定例会の提出議案の発表が終わった後､本日

は新図書館建設に係る連携民間事業者にも来てもらっているので､こ

の図書館の案件に入ってから､連携民間事業者の方々にも入室をして

いただきたいと考えている｡                                                              

 

【議案【議案【議案【議案説明説明説明説明要旨】要旨】要旨】要旨】    

《《《《平成平成平成平成25252525年度小牧年度小牧年度小牧年度小牧市一般会計歳入歳出決算と平成市一般会計歳入歳出決算と平成市一般会計歳入歳出決算と平成市一般会計歳入歳出決算と平成25252525年度小牧市土地取得年度小牧市土地取得年度小牧市土地取得年度小牧市土地取得

特別会計歳入歳出決算始め特別会計歳入歳出決算始め特別会計歳入歳出決算始め特別会計歳入歳出決算始め10101010特別会計決算特別会計決算特別会計決算特別会計決算について》について》について》について》    

○ 一般会計は､収入済額 504億 8,960万5,863円､支出済額 486億 3,014万

6,920円で翌年度へ繰り越すべき財源4億9,738万6,870円を差し引き､

13億6,207万2,073円の実質収支となった｡ 

○ 土地取得特別会計から後期高齢者医療特別会計までの10特別会計で

は､収入済額291億8,936万8,374円､支出済額286億8,044万2,659円で翌

年度へ繰り越すべき財源 2億 1,721万5,000円を差し引き､2億 9,171万

715円の実質収支となった｡ 

○ 一般会計･特別会計を合わせた収入済額は､796億7,897万4,237円､支

出済額773億1,058万9,579円で翌年度へ繰り越すべき財源7億1,460万

1,870円を差し引き､16億5,378万2,788円の実質収支となった｡ 

    

《平成《平成《平成《平成25252525年度小牧市病院事業決算について年度小牧市病院事業決算について年度小牧市病院事業決算について年度小牧市病院事業決算について》》》》    

 ○  収益的収入及び支出であるが､損益計算書上の収益的収入が195億

9,968万1,643円､支出が187億 3,883万9,363円で差引して8億 6,084万
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2,280円の純利益である｡ 

資本的収入及び支出であるが､収入が49億2,882万9,000円､支出が17

億7,552万6,206円で､差し引き31億5,330万2,794円である｡ 

 

《平成《平成《平成《平成25252525年度小牧市水道事業決算について年度小牧市水道事業決算について年度小牧市水道事業決算について年度小牧市水道事業決算について》》》》    

 ○  収益的収入及び支出であるが､損益計算書上の収益的収入が26億

1,376万2,940円､支出が26億 5,587万3,809円で､差引して4,211万869

円の純損失である｡ 

 資本的収入及び支出では､収入が24億2,345万3,660円､支出が 

14億1,160万2,446円で､差し引き10億1,185万1,214円である｡    

    

《《《《条例案条例案条例案条例案についてについてについてについて》》》》    

 ○  今定例会に提出する3つの条例案は､いわゆる子ども･子育て関連3法

の成立により､放課後児童健全育成事業等の子育て事業の設備及び運

営に関する基準を条例で定めることとなったものである｡ 

    

《《《《小牧市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める小牧市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める小牧市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める小牧市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定条例の制定条例の制定条例の制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 1として､この条例は､放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるものである｡ 

 ○ 2として､この条例で定める基準は､市長の監督に属する放課後児童健

全育成事業を利用している児童が､明るく､衛生的な環境において､素

養があり､かつ､適切な訓練を受けた職員の支援により､心身ともに健

やかに育成されることを保障するものとし､ 

○ 3として､市長は､児童福祉に係る当事者の意見を聴き､放課後児童健全

育成事業者に対し､最低基準を超えて､その設備及び運営を向上させる

ように勧告することができることとし､市は､最低基準を常に向上させ

るように努めるものとするものである｡ 

○ 4として､放課後児童健全育成事業における支援の目的､支援の単位等

放課後児童健全育成事業の一般原則について､ 

○ 5として､放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件､職員の知識

及び技能の向上等について､ 

○ 6として､放課後児童健全育成事業所の設備の基準について､ 
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○ 7として､放課後児童支援員等の配置基準及び資格について､ 

○ 8として､放課後児童健全育成事業の運営に関する基準について､それ

ぞれ定めるものである｡ 

○ 9として､この条例は､｢子ども･子育て支援法及び就学前の子どもに関

する教育､保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律｣の施行の日から

施行しようとするものである｡ 

  

《小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の《小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の《小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の《小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について》制定について》制定について》制定について》 

○ 1として､この条例は､家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定めるものである｡ 

○ 2として､この条例で定める基準は､市長の監督に属する家庭的保育事

業等を利用している乳児又は幼児が､明るく､衛生的な環境において､素

養があり､かつ､適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより､

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとし､ 

○ 3として､市長は､児童福祉に係る当事者の意見を聴き､家庭的保育事業

者等に対し､最低基準を超えて､その設備及び運営を向上させるように勧

告することができることとし､市は､最低基準を常に向上させるように努

めるものとするものである｡ 

○ 4として､家庭的保育事業者等の一般原則について､ 

○ 5として､家庭的保育事業者等の職員の一般的要件､職員の知識及び技

能の向上等について､ 

○ 6として､家庭的保育事業者等の運営に関する基準について､ 

○ 7として､家庭的保育事業の設備の基準､家庭的保育者等の資格及び配

置基準､保育時間等について､ 

○ 8として､小規模保育事業A型､小規模保育事業B型及び小規模保育事業C

型の設備の基準､職員の配置基準､保育時間等について､ 

○ 9として､居宅訪問型保育事業の保育の種類､職員の配置基準､保育時間

等について､ 

○ 10として､事業所内保育事業の利用定員､設備の基準､職員の配置基準､

保育時間等について､それぞれ定めるものである｡ 

○ 11として､この条例は､｢子ども･子育て支援法及び就学前の子どもに関
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する教育､保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律｣の施行の日から施行

しようとするものである｡ 

 

《《《《小牧市特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準小牧市特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準小牧市特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準小牧市特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定についてを定める条例の制定についてを定める条例の制定についてを定める条例の制定について》》》》 

○ 1として､この条例は､特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定めるものである｡ 

○ 2として､特定教育･保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の一

般原則について､ 

○ 3として､特定教育･保育施設の利用定員に関する基準について､  

○ 4として､特定教育･保育施設の運営に関する基準について､  

○ 5として､特定教育･保育施設の特別利用保育及び特別利用教育に関す

る基準について､ 

○ 6として､特定地域型保育事業の利用定員に関する基準について､ 

○ 7として､特定地域型保育事業の運営に関する基準について､ 

○ 8として､特定地域型保育事業の特別利用地域型保育及び特定利用地域

型保育に関する基準について､それぞれ定めるものである｡ 

○ 9として､この条例は､子ども･子育て支援法の施行の日から施行しよう

とするものである｡ 

    

《《《《高機能消防指令設備･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線設備整備工事請負契約の締結高機能消防指令設備･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線設備整備工事請負契約の締結高機能消防指令設備･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線設備整備工事請負契約の締結高機能消防指令設備･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線設備整備工事請負契約の締結

についてについてについてについて》》》》 

○工事名 高機能消防指令設備･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線設備整備工事 

 工事場所 小牧市安田町118番地外  

 工事概要 指令通信設備､情報処理設備､ﾈｯﾄﾜｰｸ設備､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ消防救急無線

設備等の整備とこれらに係る電気通信工事一式 

 請負契約金額 14億994万円 

請負契約者 名古屋市中区錦一丁目17番1号 

       日本電気株式会社東海支社 

        支社長 中村 寿文氏 

 契約の方法 2社の申し込みによる制限付一般競争入札(総合評価落札方

式) 
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《小牧市ほか《小牧市ほか《小牧市ほか《小牧市ほか3333市市市市2222一部事務組合消防通信指令事務協議会の設置について一部事務組合消防通信指令事務協議会の設置について一部事務組合消防通信指令事務協議会の設置について一部事務組合消防通信指令事務協議会の設置について》》》》 

○ 1として､この協議会は､消防通信指令に関する事務を共同して管理し､

及び執行することにより､複雑多様化する消防需要に広域的に対応し､も

って消防事務の高度化による消防力の強化を図ることを目的とするもの

とし､ 

○ 2として､協議会の名称は､小牧市ほか3市2一部事務組合消防通信指令

事務協議会とするものである｡ 

○ 3として､協議会の構成団体は､犬山市､江南市､小牧市､岩倉市､丹羽広

域事務組合及び西春日井広域事務組合とし､ 

○ 4として､協議会の担任事務は､関係団体の区域における災害通報の受

信､出動指令､通信統制及び情報の収集伝達の事務の管理及び執行とする

ものである｡ 

○ 5として､協議会の事務所は､小牧市安田町118番地尾張中北消防指令ｾﾝ

ﾀｰ内に置き､ 

○ 6として､協議会の組織は､会長及び委員11人で組織するものとし､会長

は関係団体の消防長の職にある者のうちから関係団体の長が協議により

定めたものを充て､委員は会長を除く関係団体消防長及び関係団体消防

長が指名する者を充てることとし､ 

○ 7として､担任事務に従事する職員の定数及び関係団体間における配分

については､関係団体消防長の協議により定め､ 

○ 8として､協議会の会議の運営等について定めるものである｡ 

○ 9として､協議会が担任事務を関係団体の長又は消防長の名において管

理し､及び執行する場合においては､当該事務に関する小牧市の条例､規

則等を関係団体の当該事務に関する条例､規則等とみなして､当該事務を

その定めるところにより管理し､及び執行するものとし､ 

○ 10として､担任事務に要する経費に係る関係団体の負担額は､関係団体

の長が協議して決定し､ 

○ 11として､担任事務の用に供する財産は､関係団体が協議して取得し､

又は処分するものとし､当該財産の管理は､協議会が行うものである｡ 

○ 12として､この規約は､平成26年11月1日から施行しようとするもので

ある｡    
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《《《《平成平成平成平成26262626年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算((((第第第第2222号号号号))))》》》》    

 ○ 補正前の額に､8,258万1,000円を追加し､543億4,563万9,000円とする

ものである｡ 

 ○ 市制60周年記念事業である｡平成27年に市制60周年を迎えるため､懸垂

幕などを設置するとともに､新聞広告を行い､市内外の方へ周知する

ものである｡ 

○ 環境事業基金積立金は､ﾚｼﾞ袋削減協議会参加事業者の3社からのﾚｼﾞ

袋収益金による寄附金を環境事業基金へ積み立てるものである｡ 

○ こまき巡回ﾊﾞｽ運行事業は､平成27年4月から主に小牧地区と北里地区

のﾙｰﾄやﾀﾞｲﾔなどの見直しをおこなうための､ﾊﾞｽ停やｺｰｽ図などの準備

経費である｡ 

○ 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ施設整備補助金とその下の地域密着型ｻｰﾋﾞｽ施設開

設準備経費補助金は､地域密着型介護老人福祉施設などの整備費や開

設準備経費に対して補助を行うものであるが､国と県の補助基準単価

の変更に伴い増額するものである｡国県補助金で全額賄われるもので

ある｡ 

○ 予防接種事業は､水ぼうそうﾜｸﾁﾝと高齢者の肺炎球菌ﾜｸﾁﾝの予防接種

が予防接種法施行令の一部改正により､10月1日から定期予防接種の対

象となるため､その費用を見込むとともに､これまで助成していた経費

の一部を減額するものである｡接種対象年齢は､水ぼうそうは､生後12

月から就学前までであったが､生後36月までとなり､高齢者の肺炎球菌

は､原則70歳以上であったが65歳となる｡歳入では最下段の肺炎球菌ﾜｸ

ﾁﾝ予防接種接種料で一部賄われるものである｡ 

○ 商業団体等補助金は､街路灯のLED化を促進するため､商店街の行う街

路灯の新設､撤去などに対し､補助対象経費の3分の2を国が直接補助す

るが､残りの経費のうち市が補助限度額の範囲内で2団体に対して補助

をしようとするものである｡ 

○ 夢の教室開催委託料は､当初小学校の3校で実施する予定であったが､

残りの13校でも開催しようとするものである｡こども夢･ﾁｬﾚﾝｼﾞ基金繰

入金を財源として全額繰り入れる｡ 

○ こまき応援寄附金関係の基金積立金は､5月8日から7月30日までの期

間に､671名からいただいた寄附金についてご寄附された方々の意向に

添って各種基金に積立てを行うものである｡ 

 

○債務負担行為の補正である｡ 
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市制60周年記念式典運営委託事業は､平成27年5月17日に記念式典を

行う予定であり､次年度に委託期間がまたがることから､支障なく準

備を進めるため設定するものである｡ 

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ証明書等交付ｼｽﾃﾑ構築委託事業は､平成28年1月から実施

予定の個人番号ｶｰﾄﾞの交付に合わせ､ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱで個人番号ｶｰﾄﾞを

利用して住民票の写し､印鑑登録証明､所得証明を交付できるようｼｽﾃ

ﾑの構築を行うものであり､次年度に委託期間がまたがることから､支

障なく業務を進めるため設定するものである｡ 

こまき巡回ﾊﾞｽ運行負担事業は､平成27年4月から平成30年3月までの

期間で､主に小牧地区と北里地区のﾙｰﾄやﾀﾞｲﾔなどの見直しを行うも

ので､人件費や車両費などにかかる経費である｡ 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ収集委託事業と､その下の空き缶収集委託事業は､これまで

直営で収集していた業務を平成27年度から委託するため､その受託者

の準備期間を確保しようとするものである｡ 

観光情報誌制作負担事業は､広く市内外に小牧の魅力をPRする観光情

報誌を発刊するものであり､発刊時期が次年度になることから､支障

なく制作を進めるため設定するものである｡ 

南部学校給食ｾﾝﾀｰ給食配送委託事業は､業務を委託するにあたり､そ

の受託者の準備期間を確保しようとするものである｡ 

 

《小牧市教育委員会委員の任命について》《小牧市教育委員会委員の任命について》《小牧市教育委員会委員の任命について》《小牧市教育委員会委員の任命について》    

 ○  委員 埋田良博氏の任期満了に伴い､後任者に山田周司氏を任命しよ

うとするものである｡ 

《小牧市公平委員会委員の選任について》《小牧市公平委員会委員の選任について》《小牧市公平委員会委員の選任について》《小牧市公平委員会委員の選任について》    

 ○  委員 塩澤忠治氏の任期満了に伴い､後任者に青木透氏を選任しよう

とするものである｡ 



－９－ 

 

【新図書館建設に係る連携民間事業者の決定について】【新図書館建設に係る連携民間事業者の決定について】【新図書館建設に係る連携民間事業者の決定について】【新図書館建設に係る連携民間事業者の決定について】    

 

今回､小牧市は､新図書館の基本設計にあたり､市及び設計業者に将来の

指定管理者の視点でｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行う連携民間事業者として､公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞ

ﾙ方式により､｢CCC･TRC共同事業体｣を決定したので本日､ここに公表する｡ 

今後､CCC･TRC共同事業体とｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務契約を締結して､新図書館の

機能及び空間の提案､設計に対してｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けて､新図書館の建設を推

進していく｡ 

なお､以前公表しているが､新小牧市立図書館建設を行うに当たり､連携

民間事業者という官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ(PPP)の取組みを導入した理由につきま

しては､民間のﾉｳﾊｳやｱｲﾃﾞｱを最大限活用することで､これまで図書館を利

用していなかった方をはじめ､多くの市民の皆さんにご利用いただける､既

存の図書館の枠にとらわれない､付加価値の高い図書館としたいとの考え

からである｡ 

では､連携民間事業者の紹介と今回のﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの内容について説明する｡ 

今回､決定した連携民間事業者については､共同事業体としての構成とな

っている｡連携民間事業者の名称は､CCC･TRC共同事業体である｡事業体の構

成は､代表者として､ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社(以下CCC)､構成員とし

て､株式会社図書館流通ｾﾝﾀｰ(以下TRC)である｡それぞれの､代表者､所在地

については記者発表資料に記載してあるとおりである｡ 

次に､それぞれの図書館の管理実績について説明する｡CCCは平成25年度

より､佐賀県の武雄市図書館･歴史資料館を皮切りに､今回と同じく図書館

流通ｾﾝﾀｰとの共同事業体を組む神奈川県の海老名市立図書館､さらに宮城

県の多賀城市立図書館において､指定管理者という立場で新たな時代の図

書館像を実現すべく､図書館事業にも着手､企画･運営を実施している｡ 

また､TRCにおいては､公共図書館において､平成8年に国内初の館内業務

委託を開始し､指定管理者として全国の220館での管理運営実績を有してお

り､現在の小牧市立図書館の業務委託受託者である｡ 

続いて､記者発表資料の3.経緯 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ実施ｽｹｼﾞｭｰﾙ記載している2回

の審査を経て､CCC･TRC共同事業体が選定された理由について説明する｡ 

今回のﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙでは､CCC･TRC共同事業体ほか1者からの参加表明があっ

た｡ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの審査委員会では､他自治体での実績や業務の理解度､提案内
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容の的確性･実現性･独創性､経済性等の観点から審査を行った｡第一次審査

では､他自治体での実績や経営状況などの業務実施体制について審査し､参

加表明があった2者とも特に問題がなかったため､第二次審査の出席要請者

に選定された｡そして､第二次審査においては､建設の基本ｺﾝｾﾌﾟﾄに合致し

た､具体的かつ魅力的な企画提案内容が評価できるCCC･TRC共同事業体を最

優秀者に選定した｡ 

では､選定される根拠となった､提案の概要について説明する｡ただし､今

の段階では､ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙでの提案内容がそのまま新図書館に導入されるもの

ではないので注意願いたい｡ 

今後､基本設計を進めていく中で図書館機能等は詰めていきたいと考え

ている｡ 

今回提案があった内容を､市がﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙの実施要領に示した､3つの建設

ｺﾝｾﾌﾟﾄに沿って説明する｡ 

1つめのｺﾝｾﾌﾟﾄ､利便性の向上､利用者の増加につながる提案としては､原

則365日開館､開館時間を午前9時から午後9時(又は午後10時)まで大幅延長

ﾗﾋﾟｵ内にあるえほん図書館と互いを補完しあう関係として､新図書館の児

童ｽﾍﾟｰｽでは児童書を中心とした選書を実施｡ 

2つめのｺﾝｾﾌﾟﾄ､時代のﾆｰｽﾞに合った図書館にふさわしい新たな付加価値

の提案としては､BOOK&CAFEを自主事業として導入､市民のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場と

して機能させ､賑わいのある｢場の提供｣を実現。 

利用者の自己実現欲求を刺激する｢ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ分類｣の導入。 

書架配列や照明演出を効果的に利用した空間演出ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞの概念を

内装設計のｺﾝｾﾌﾟﾄに導入した学習ｽﾍﾟｰｽ｡ 

3つめのｺﾝｾﾌﾟﾄ､小牧駅周辺のにぎわい創出につながる提案としては､小

牧駅前から図書館までの利便性ある導線や視認性の確保ﾗﾋﾟｵと図書館利用

者の相互送客を促すﾊｰﾄﾞ面･ｿﾌﾄ面の企画｡ 

その他ｱﾋﾟｰﾙできる提案としては、｢ﾋｭｰﾏﾝｽｹｰﾙ｣をﾍﾞｰｽとした内装空間演

出であり、人が｢居心地がよい｣と感じる感覚的な空間認識を重視し､ただ

書架を並べる､照明を設置するだけでなく､利用者が｢居心地がよい｣｢気持

ちがよい｣と感じ､心から落ち着きや癒しを感じる空間づくり｡以上が､主な

提案の概要である｡ 

最後になるが､ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務委託契約の期間としては､平成27年9月30

日までを予定している｡ 


