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第３回新小牧市立図書館建設設計業務委託 

プロポーザル審査委員会会議録【一部公開】 

 

１ 会議の名称 

第３回新小牧市立図書館建設設計業務委託プロポーザル審査委員会 

２ 開催日時 

平成 29 年９月４日（月）午前９時から午後１時 30 分まで 

３ 開催場所 

小牧市役所 本庁舎６階 601 会議室、本庁舎４階 404 会議室（議事以降） 

４ 内容 

 プレゼンテーション及びヒアリングについて【公開】 

議事【非公開】 

（１）技術的に最適な者及び次点者の選定について 

（２）実施結果について 

５ 公開又は非公開の別 

一部公開 

６ 出席者 

（１）委員 

氏名 職名 

内藤 和彦 中部大学工学部建築学科教授 

生田 京子 名城大学理工学部建築学科准教授 

唐松 健夫 小牧市立図書館協議会会長 

秦野 利基 （特非）こまき市民活動ネットワーク代表理事 

渡辺  学 都市建設部長（都市整備担当） 

大野 成尚 教育部長 

山田  久 図書館長 

（２）事務局 

氏名 職名 

安藤 和憲 教育長 

高木 大作 教育部次長（社会教育担当） 

矢本 博士 新図書館建設推進室 室長 

酒井 哲亮 新図書館建設推進室 推進係長 

永田 千恵子 新図書館建設推進室 推進係主査 

服部 達也 新図書館建設推進室 推進係主事 

西島 春恵 図書館 図書係長 

今崎 健人 図書館 図書係主事 
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７ 会議の結果及び経過（公開部分のみ） 

 

（内藤委員長） 

それでは、ただいまから、プレゼンテーション及びヒアリングを始めます。 

本日は、プレゼンテーション及びヒアリングは、公開することとしておりますので、

ここで傍聴者の入室を許可します。 

 

～傍聴者入室～ 

 

（事務局：酒井係長） 

 事務局より傍聴者数の報告をさせていただきます。 

本日の傍聴者数につきましては 14 名でございます。 

また、傍聴者の方にお願い申し上げます。 

本日、「公開プレゼンテーション及びヒアリングの傍聴について」と書かれた資料

を配付させていただいておりますが、傍聴に際しましては、その資料に記載された留

意事項をお守りいただきますようご協力をお願いいたします。 

 

（内藤委員長） 

それでは、プレゼンテーション及びヒアリングを開始いたします。 

受付番号２番の入室を許可します。 

 

～１者目（受付番号２番）入室～ 

 

（内藤委員長） 

準備が整いましたら、プレゼンテーションを開始してください。 

 

～１者目（受付番号２番）プレゼンテーション～ 

 

（内藤委員長） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質問のある方は、挙手の上、質問をお願いします。 

 

（生田委員） 

大きなところから質問させていただきます。 

この計画では、なんでも広場という大きなピロティー空間が１階にありますが、そ
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の階高は１階の階高相当なのかということと、それであるとすると、その上には閉架

書庫と一般書庫という、かなり重量感のある内容が載ってきているのですが、構造の

合理性と開放感が両立できるのかというあたりについての検証についてお願いいた

します。 

 

（受付番号２番） 

まず、なんでも広場ですが、１階と同じ階高を想定しております。おっしゃるとお

り上に重量物のある特に集密書架があります。そのあたりは構造部門と調整いたしま

して基本的なフレームは SRC で考えておりますので、ロングスパンで飛ばして、梁手

が多少大きくなっても、きちんと無柱空間が確保できるという検証はしております。 

 

（生田委員） 

パースどおりの無柱空間になるということですか。 

 

（受付番号２番） 

そうですね。 

無柱空間といいますか両側に柱があって、そちらを飛ばしているという形になりま

す。だいたい 18.5 メートルぐらいになると思います。 

 

（生田委員） 

そこまでかなり厳しい構造を用いて、そこに駐車スペースを設けているわけですが、

駐車スペースが両側を挟んでいまして、なんでも広場の活用のされ方のイメージがイ

マイチ薄いんですけれども、積極的にここに採られた理由というのは。 

（受付番号２番） 

まず、そちらに広場をとった理由は駅前との連携をきちんととりたいということで

す。 

駐車場に関しては、基本計画にあります 40 台をきちんと地下で確保しました。そ

の上で、バリアフリー駐車場を提案させていただいております。それを確保したほう

が良いのか、あるいは広場をとったほうがいいのかというのはこれから皆さんと決め

ていればいいかなと思いますが、まず駅前から引き込むような、１階からの連続性と

して何にでも使えるような、公園のような広場をつくりたいと考えました。 

 

（生田委員） 

ありがとうございました。 
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（唐松委員） 

説明をお聞きして、こういう図書館ができれば、すばらしいなと本当に感心をさせ

ていただきました。いわゆる図書館らしさという部分は２階部分となっていますが、

その辺が１点どうなのかなと思うのと、もう１点は、そう言いながらも１階にえほん

広場みたいなものを設けていて、なおかつ２階に児童コーナー（えほん、おはなし等）

を分けて考えているようですがこの辺の意図はどういうふうなのか。 

 

（受付番号２番） 

まず、２階のほうですが、基本的には２階で児童書で要求されている３万２千冊、

それと一般書が入るスペースは確保できております。その上で、１階部分には約６千

冊程度ですが、えほん広場、大体５分の１ぐらいですが、えほんを下ろしてこれるよ

うなスペースを今のところとっております。それは、ベビーカーを押された方ですと

か、乳幼児をお連れしたお母さん方が使われることが多いのかなと考えました。 

それと、２階部分につきましては、どちらかというと１人でも使えるような小学校

低学年から中高学年ぐらいの方が使うと想定したほうが、いろんな活動を我々はテー

マにしているが、その活動に対して素直にフィットできるのではないかということを

考えております。その上で、２階に図書館機能をしっかりと確保した上で、１階の使

い方を皆さんと一緒に考えていけば良い図書館になるのではないかと考えておりま

す。 

 

（唐松委員） 

ラピオにえほん図書館があることはご存知だと思いますが、その辺との連携はどの

ようにお考えですか。 

 

（受付番号２番） 

ラピオの方につきましては、基本的には未就学児を対象にしておりまして、そちら

と機能はだぶるということはあるのですが、利用者側にとってみれば、逆に言えばこ

ちらに来てもいいし、ラピオに行ってもいいし、と選択肢が増えて非常に良いかなと

逆に思っておりまして、その辺りをうまくやっていけば、ラピオで上につながってい

こうとする子どもたちがより繋がりやすくなる機能というものがこの図書館は持た

せることができるのかなあと、そういった連携が一番良いのかなと考えております。 

 

（唐松委員） 

市のシンボルの木である「タブの木」を真ん中に配置しているが、維持管理を含め

て将来的にどのように考えていますか。例えば図書館に限ってでいいですが、建物の
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真ん中に木がある事例を私は知らないが、差し支えなければお聞かせいただければと

思います。 

 

（受付番号２番） 

木ではないですが、大きな芝生広場を真ん中に、中庭をとった図書館というのは経

験がございます。 

あと、木を真近に作った図書館も経験はございます。維持管理につきましては、基

本的には育成に対する日照、通風につきましては樹木医と協議しながら大丈夫ですと

いうことで、３千ルクスぐらいあれば十分育つという木でございます。あとは、メン

テナンスが周りのデッキから足場もなく管理できるというイメージは考えておりま

す。 

 

（秦野委員） 

市民が主役となる図書館ということで非常に市民との協働、また連携に関しては、

すばらしい提案だなと思いました。マイクロシェルフのアイディアだとかいろんな人

たちの意見を取り入れながら完成までもっていくというご提案は非常に期待してお

ります。 

今回のテーマの１つ、ICT というキーワードがスライドの中にもありましたが、こ

れについて特に何か工夫をされた点というのはございますか。 

 

（受付番号２番） 

ICT につきましては基本的には、マイクロシェルフでいいますと、この棚のほうに

電源が繋げられるようにすればタブレットとかそういったものを置いて一緒に展開

できるとか、また他の図書館の実例でありますがこういった使い方の中にこういった

ものを埋め込んでいって、できればデジタルのものとアナログのもの、あるいはもち

ろん本を一体的に見せられる工夫をマイクロシェルフと各館の方にもディスプレイ

シェルフを用意してそこに雑誌等を置きながら、小牧ブラウジングというものを作り

上げていきたいと考えております。 

 

（大野委員） 

図書館は想定建設費を示しているわけですが、このプランですと想定建設費はどれ

くらいの設定でございますか。 

 

（受付番号２番） 

35 億というものが明記されておりました。駐車場は別というお話だと思いました
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が、我々は地下駐車場を入れて何とかそれを目標に図書館を作り上げていきたいなと

いうことで試算はしております。ただ、今後の物価状況というものを十分に確認させ

ていただきながら、あとは、この辺りの地域性の建設物価の状況を十分に把握しなが

らそういった目標を実現したいなと思っています。 

 

（大野委員） 

目標ということでしたが、そうであればこのプランで今後、建設コストが下がる可

能性のある部分や要素があればお聞かせください。なければいいです。 

 

（受付番号２番） 

１つあげるとすれば、地下のレベルの設定で、今の設定は 60 センチですが、あと

10 センチ上げるだけでも全然違います。それがまず１点。あと地盤の状況を十分に

確認すれば基礎構造を含めたいろんな提案ができるのかなと考えております。 

追加で１点。地盤に関してですが、GL マイナス３メートル程度で硬い地盤層が、

支持層がでていることはわかっているのですが、地盤の不陸などが変化あると思いま

すので、今のところの概算では杭（杭基礎）でみております。ちゃんとした地盤が出

てくればこの分のコスト削減が可能かと考えております。 

 

（内藤委員長） 

たぶん、こういった状況では平米単価ぐらいしか出さなくて、大枠の予算を割り算

して大体平米このくらいでいこうとの収め方をしていると思うのですが、その平米単

価でこの図書館の質のイメージがあれば教えてください。 

例えばこの市役所本庁舎と同等くらいの仕様で考えているとか分かりやすく説明

していただけるとありがたいです。 

 

（受付番号２番） 

試算につきましては、一番大きかったのは先ほども言いましたが地盤の情報でした

ので、杭をある程度平面で見ておこうと。平米何本とか、いくらとかという程度でみ

ておりまして、それを足して、そして今この地下駐車場があって、図書館ということ

で大体 35 億ぐらいとなっています。そうすると、大体、平米 45 万から 50 万くらい

にはなってくるんですけれども、その程度であれば我々の実績から実現できるという

認識はございます。 

 

（唐松委員） 

１階２階含めて入り口が５箇所あるんですね。そうすると、BDS が５箇所必要にな
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ってくるが、どういう意図があるのか。 

確かに色んなところから入れるということは良いことなんですが。 

 

（受付番号２番） 

我々が考えたときに今の図書館が BDS がないので、それが一番理想かなと、それぐ

らい自由に使っていただきたいという思いでやろうとはしました。ただ、いろいろと

協議をする中で、入口周りでまず１つ抑えるということはまず１つ基本の案としては

できるのかと考えております。 

先ほど申し上げましたように、２階以上で基本的な図書館機能を収めるという前提

であれば可能性としては１階に１箇所、例えば階段とかエレベーターの前とかに収め

ることはできると思っております。２階につきましても、ラピオ側、駅側との連携と

いうものがあったほうがいいかなとは思うんですが、これを１箇所にまとめるプラン

もこの案をベースにして可能かと思っております。その辺りも含めて協議しないと決

められない話だと思いますけれども十分対応できる案にはなっているのかなと思っ

ております。 

 

（渡辺委員） 

先ほど周辺の環境という形でマンションのほうにも影響がでないような形で段々

に整備していくという説明がありましたが、図書館側からみた歩専１号線のありかた

について考え方があれば聞かせてください。 

 

（受付番号２番） 

私の印象でありますが、今の状況であれば、１階レベルでは木を非常にうまく配置

されていまして、ベンチでお話をされている方もいらっしゃいまして、休憩されてい

る方もいらっしゃいましたので、そういった使い方は延長していけばできるのかなと

考えております。その中で、いろいろ協議をしながら、こちらを使い始めると、マン

ション側からしてみても第２のリビングルーム的な位置付け、公園みたいな位置付け

なっていけばいいのかなと思っていまして、それを徐々に引き込んでいくような、あ

るいは中から外に活動を踏み出していくことは、うまくいけばできるのかなと考えて

おります。 

 

（内藤委員長） 

そろそろ時間になったようですのでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

準備ができましたら、退室をお願いいたします。 



8 

 

 

～１者目（受付番号２番） 退室～ 

 

（内藤委員長） 

それでは、委員の皆様は、次の参加者が準備するまでの間、採点をお願いします。 

なお、事務局から説明がありましたが、プレゼンテーション及びヒアリングが全て

終了した後にも採点の時間はございますので、後ほど追記や修正をしていただくこと

は可能です。 

受付番号１番の入室を許可します。 

 

 ～２者目（受付番号１番） 入室～ 

 

（内藤委員長） 

それでは、準備が整いましたらプレゼンテーションを開始してください。 

 

～２者目（受付番号１番） プレゼンテーション 

 

（内藤委員長） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質問のある方は、挙手の上質問をお願いします。 

 

（唐松委員） 

ご説明ありがとうございました。まず、１階の部分が階段広場とか事務所とか配本

用書庫とか図書館らしさという部分が全然ないですけれどもその辺りの意図はどう

なのかということと、２階の南側の道路面に閉架書庫が配置してあるがどういう意図

なのか２点お聞かせいただければと思います。 

 

（受付番号１番） 

いずれもが低層階の周囲に対して閉じているのではないかというようなご質問で

はないかと思って理解しておりますが、まず１階の部分につきましては、今の図書館

は BDS をつけてセキュリティを確保する。そうすると見えるけれども閉じられている

ということになりがちです。それよりは、できるだけ歩専道、あるいは駅前広場と一

体となった空間を造っていって人を呼び込んでいく、そういう風に図書館のセキュリ

ティを守りながらそういった空間を創っていくということが１点目のお話でござい

ます。 
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２階については、なぜここに閉架書庫なのかというご質問でございますが、今、ラ

ピオに子どもの図書館があったり、これから子育て支援施設もラピオに入ってこられ

るというふうにお聞きしておりますので、できるだけラピオに近いところに子どもの

施設を持っていこうというのが２階での意図でございます。閉架書庫につきましては

図書館の場合、南側の陽をカットしていく、南側を遮蔽するのは１つセオリーでもご

ざいますので、この場所に閉架書庫を設けて３階をワンフロアに造っていくというこ

とでこの位置に設けております。 

 

（生田委員） 

各階ごとにそれなりの魅力的な空間を創られていると感じるのですが、惜しむらく

は各階の分接感が非常に強くて、その連結になるようなところが弱いのかなという印

象をうけました。これはやはり３階の中に収めてくるためにそういうことになってい

るのか、努力次第で工夫ができそうなのかという辺りをお聞かせください。 

 

（受付番号１番） 

各階で分接されているというご指摘ですけれども、できるだけ機能的に造るご提案

をしようと思いまして、あまり無駄なものを造らずにいこうということでございまし

た。ですので、各階を繋いでいくような吹抜けを造って、上下の繋がりを造っていく

ことは十分やっていけると思っています。現実に、ご説明は何もしていないですけれ

ども、こちらの端の部分に階段を造って子どもの部分と大人の部分を繋いでいくとか、

そういう配慮はしているつもりですが、確かに各階が分接しているというのはご指摘

のとおりですので、今後工夫していきたいと思います。 

 

（秦野委員） 

市民活動と図書館の連携ということが近年注目を浴びていまして、課題解決型の図

書館にするために色んな機能をどういうふうに盛り込むかということは非常に重要

なことと考えます。１階にカフェ、市民活動と書いてありますけれども、私も図書と

市民活動がやや分断しているような感じを受けました。この辺りの市民活動と図書館

の関係から課題を解決する為の情報発信だとか市民の活動が活発になるための何ら

かの工夫があると非常にありがたいなと思うんですけれども、その辺り補足でご説明

いただけるとありがたいなと思います。 

 

（受付番号１番） 

先ほど BDS を２階に設けていくというふうに申し上げました。と言いますのは、今

お話がありますように、２階でセキュリティ点が切られて１階と各階を分断するとい
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うことは我々も懸念しておりました。ご提案をする段階では解決をつけきれなかった

ので、２階の方がすっきりとまとまるためにそういうご提案をしましたけれども、実

は１階で BDS をかけて全部ひとまとめにしていこうというふうなことを念頭には置

いております。そうしますと、多目的スペースのセキュリティをどうするんだとか別

の問題が発生してまいりますけれども、１階の多目的スペース、それから２階の多目

的室、階段広場、それらをもっと図書館と繋げていくということはご要望に応じて対

応していきたいと思っております。その中で、場合によっては今のお話から考えます

と実は３階の中にはいくつか小部屋を設けておりまして、そこではビジネス支援の中

でベンチャーの方々の打合せもできる、あるいは市民活動の方もお使いいただけると

いうことも視野に入れて想定はいたしております。今ご指摘がありますように、より

昨今の傾向でいきますと図書館とその他のスペースが融合していく、一体化していく

ということについては、にぎわい創出のほうにやや今回の私どもの提案は少し振れて

いるところもありますけれども、今のようなご要望を頂戴できればその方向で改善し

ていくということは十分に考えていきたいと思っております。 

 

（大野委員） 

小牧市の新図書館の建設にあたりまして、募集要領の中にもありますが、想定建設

費を描いているわけですが、想定建設費を伺いたいと思います。 

 

（受付番号１番） 

建物として 37 億、備品の購入費として４億、そしてペデストリアンデッキまで同

時に整備していければ良いかなと思っておりまして、その分の費用として２億、併せ

て 44 億という試算をしております。 

 

（大野委員） 

そういうご試算ということですが、内部のレイアウト等も今後変わる可能性もある

わけですが、例えば現時点で建設コストが下がる可能性がある部分、増える部分はい

ろいろあると思うんですが、下がる部分、下がる要素はどこでしょうか。 

 

（受付番号１番） 

今、屋根のグレードなんかは非常に高くみておりますので、ステンレスぐらいのこ

とを考えております。したがいまして、それをガリバリウム鋼板に変えていっても十

分に耐久性は確保できるだろうと思っております。したがいまして、面積の多いもの

特に外装の面積の多い部分についてはそういう要素があると思います。透明性の高い

施設にしますよと申し上げましたが、実はガラス面積も相当絞り込んでおりますので、
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そういう点ではコストに配慮して細かいところをさらに積み上げていって全体とし

てのコストコントロールを図っていくということは十分視野に入れております。 

 

（内藤委員長） 

私からお聞きしたいのですが、階段広場のところが具体的にイメージが湧きにくい。

それともう一つ、歩道や駅前広場との絡みも含めて唐突に階段ができてくる感じを受

けるので説明を補足していただければと思います。 

 

（受付番号１番） 

一番大きなイメージとしましては、小牧市全域で比較的平坦で小牧山がシンボルに

なると理解しております。全体としての私どものご提案としてはペデストリアンデッ

キも既に２つの階段がありますが、それも有効に生かしていけないだろうか、そして

抑揚をつけることで人が集まる場所になってくるだろうというふうに思っておりま

す。世界的に見ますとローマのスペイン階段があったりケルンの駅前の大聖堂のとこ

ろの階段であったり、階段のところに人が集まるというのは実証されている部分でも

あります。特に今駅前を拝見するとペデストリアンデッキの下に人がたくさんいらっ

しゃる。そういう方々もここでくつろいでいただける場所を提供していければと思っ

ております。なお且つここではイベントが開催できる、そして２階の多目的ホールと

も一体になれば、より有効な活用をしていただけるのではないかと考えております。

また、お祭りの際には観覧席としてもお使いいただける。そういう躍動感のあるよう

な、立体感のあるような場所を提供することで人が寄り付いてこられる場所ができれ

ばと考えてご提案をいたしました。 

 

（渡辺委員） 

今の階段の説明ですと駅から見た図書館の提案が顔になると思うんですが、提案で

地下の駐車場の入口がシンボルロードからの入口になっています。シンボルロードは、

歩行者動線として歩行者がかなり通ると思いますので、ここから入口を設けた理由を

お聞かせ下さい。 

 

（受付番号１番） 

入口の選択肢は２つしかないだろうと思っていました。シンボルロード側から設け

るか、駅前側から設けるかということですが、交通量から考えれば駅前の方からかな

と思いましたけれども。ペデストリアンデッキがこのまま存続するのか、あるいは無

くなるかも知れないということも若干お聞きはしておりましたので、駅との関係性に

重点をおくか、今お話がありますようなシンボルロードの歩行導線に重点を置くかと
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いうことで、私達は駅前との繋がりに重点を置いてシンボルロードの歩行導線を一部

切ることになるわけですけれども、比較の問題として駅前の歩行者の有効性を考えた

方が良いのではないかと考えてシンボルロード側からの入口といたしました。 

 

（渡辺委員） 

例えばこの案が採用された場合、シンボルロード側からではなくて駅西からという

形の入口をこちらが提案した場合、変更がきくという提案になっていますか。 

 

（受付番号１番） 

実はそのことは視野に入れておりました。歩専道と敷地の間か、南に寄せてという

ことになりますが南に寄せて車路を計画していくということはありうるだろうとい

うことは視野に入れております。 

 

（内藤委員長） 

構造的な考え方について、このＶ字形の柱を造ることは、かなり施工上は手間がか

かりそうですが、両サイドの方だけＶ字形で、立体的にＶ字形を使っていない理由は

何か説明していただけるとありがたいです。 

 

（受付番号１番） 

絵の上ではご説明しておりませんが、この閉じた部分、階段、トイレ等がある部分

については耐震コアとしてブレースを入れるという想定をしております。 

両サイド若干振られていくのを止めるということもあって鉛直力と地震に対する

水平力の両方を兼ね備えてＶ字型の柱を立てていくというような構造的な想定をし

ております。ですから、構造としては全体として強度方の建物として地震時の変形を

最小限にとどめていくことに配慮をいたしております。 

 

（内藤委員長） 

ありがとうございました。 

それでは時間になりましたので準備ができましたら、退室をお願いいたします。 

 

～２者目（受付番号１番）退室～ 

 

（内藤委員長） 

それでは、委員の皆様は、次の参加者が準備するまでの間、採点をお願いします。 

受付番号７番の入室を許可します。 
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～３者目（受付番号７番）入室～ 

 

（内藤委員長） 

準備が整いましたら、プレゼンテーションを開始してください。 

 

～３者目（受付番号７番）プレゼンテーション～ 

 

（内藤委員長） 

どうもありがとうございました。 

では、これより質疑に入ります。質問のある方は挙手の上、質問をお願いします。 

 

（秦野委員） 

今回の図書館の基本方針の中に、市民参画の機会又は場所を提供する項目が含まれ

ています。具体的に言えば、図書館ボランティアなどが活動できる場所を確保したり

だとか、多様な団体が図書館で活動を発信できるよな、自己実現となるような施設の

配置を検討する、いわゆる課題解決型の図書館に求められるような、市民との連携が

進むような図書館のあり方ということで、基本方針に入っていたと思うんですね。 

この辺のご説明がなかったので、考えておられることがあったり、何か施設の中で

工夫される意向があれば、その辺りをお願いしたいと思います。 

 

（受付番号７番） 

まず、今回まちの賑わいということで特にギャラリーですとかカフェといったもの、

あるいはエントランスホールといったものもかなり広めにとっておりまして、特にシ

ンボルロードに面しているところから活動が見えるようにしつらえをしていますの

で、こういったところを多様に使っていただくのが一つございます。もう一つは、基

本的には屋上庭園にございます多目的スペース、会議室といったものを充実させて使

っていくのがよろしいのかなというふうに考えます。ただ、そういった様々な市の方

でお考えの内容にきまして、もちろん今回ご要件でございましたが、柔軟性の高い平

面計画によって様々に対応していくことは可能かと思います。 

結論といたしますと、１階と屋上庭園部分のスペースを使いながら、上手に使って

きたいと思います。具体的に言いますと、多目的会議室・学習室あたりを使っていく

ことになるかと思います。 
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（秦野委員） 

どうしても１階と屋上階ですと本がないわけですよね。やっぱり課題解決と図書館

と市民活動とが連携をし合いながら相乗効果を果たしていくような施設配置が望ま

しいかなと思うのですが、どうしても今のご提案だと単なる発信の場、イベントの場

と捉えられてしまうので、もしですね、先ほどの今後建設までにあたって色々なチー

ムをつくられる中でやっていくというようなロードマップを示されましたよね。その

中の市民協働みたいな形のことも合わせて何かお考えがありましたらお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

（受付番号７番） 

そうですね、今色々なスタッフ、特に市民協働ということにつきましては、我々は

まちづくりグループのスタッフが非常に充実しておりますので、意見を取り入れると

いうような体制もございます。そういったものの中でやはり、市民の方のご意見をど

んどん入れていく、あるいはそもそも図書館の専門家の方々もチームに入れていくと

いうことでやっていきたいと思います。 

ご指摘いただいたこともごもっともでございますので、足らなかった点につきまし

ては、これからいろんな意見を入れて解決していきたいと考えております。 

  

（唐松委員） 

何点かお尋ねしたいと思います。 

まず１階にこれだけ大きな駐車場スペースをとろうとすることについてはどうか

と思います。それと、閉架書庫は２層になっていて見える化と書いてありますが、見

える化はどういう意味、意図があるのですか。 

それから、配本作業室が３階にあるというのは、職員としては不便という感じがい

たします。 

それからもう１点は、屋上庭園は非常に大きなスペースを４階として造っているわ

けですが、これを維持管理していくことは大変なことというふうに思うわけです。そ

れぞれ意味合いといいますか、意図をお聞かせいただきたいと思います。 

 

（受付番号７番） 

駐車場につきましては、今回私どもは図書館単体で 130 台を確保するという計画を

ご説明させていただいておりまして、それと併せて今回ラピオとの一体的整備という

ことで、まち全体、駅前公共空間を一体的に整備するという考え方のものと、大きく

は２階の北側に１箇所図書館のエントランスを設けるという形を作っております。メ

インとなるのは、そちらのエントランスというふうに考えて設計を進めました。駐車
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場が大きなスペースがあるということについては、駐車需要を満たすということを第

一に考えたということと、ラピオとの接続により２階にエントランスを設けるという

ことが最適ではないかということを考えました。 

 書架の見える化につきましては、エントランスホールとデッキとの関係から図書館

のアイデンティティを示すという意味も含めて象徴的な空間として整備しました。１

階と２階で集蜜なんですが、周辺部には本を並べてディスプレイするような棚を設け

て知的欲求を刺激するということを考えております。 

 

（山田委員） 

今のご質問と関連がありますが、屋上庭園の雑草とか雨漏りなどが心配ですが、何

かそれを軽減できるようなアイディアがありましたらお聞かせください。 

 

（受付番号７番） 

屋上庭園につきましては、私ども最近あちらこちらで当然やらせていただきまして

経験がございます。防水につきましても、最近アスファルト防水に浸断コンクリート

を打つものだけではなくて、シート防水上入りのもので非常に高性能のものが現れて

おりますので、雨漏り自体については当然万全を期たさなければいけないんですけれ

ども、問題ないだろうと考えております。あと、管理につきましても、最近はやはり

植栽の維持管理につきましても技術が発達してきているところもございます。 

ただ、あとはどこまでやれるか、あるいは工事費ができるか、維持管理についてど

うかということで、私たち工事費についても試算しておりますけれども、やはりラピ

オとの一体性というふうなことで考えましたときに、やはり駅前において人が集まる

スペースみたいなものが、もうちょっと広々としたスペースがあっていいんじゃない

かと。要するに子どももかなり寄ってくることを考えまして、そういう皆さんの過ご

せる場所を、できるだけ快適な場所で過ごしていただきたいという提案させていただ

いたんですが、あとは維持管理の方法等も含めてですね、どのくらいの植栽の量にす

るのか、植栽しないようなテラス状の部分をどれくらいにするのかというのは、また

ご相談させていただきながら検討していきたいと思います。 

屋上緑化というと、負担があるというご指摘は必ず受けるんですけれども、それに

変わる効果というのもかなりありますので、是非その辺もご説明させていただければ

と思います。 

 

（内藤委員長） 

関連して私の方から。絵から見ると、かなり高木が植わっているように思います。

この手のものを入れると土が相当出てくるという話があるというのと、それからもう
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一つ防水がシート防水云々ですが、耐久性は数十年あるかどうかというところで、

後々それを葺き替えなきゃいけないとか、いろんなメンテナンスを考えていきますと

高木を入れるということは、コストがかかるのではないかというふうに思うんですが、

その辺りはいかがですか。 

 

（受付番号７番） 

そういう質問があってしかるべきかと思うんですけれども、現在、同様の計画で検

討しているものもございまして、高木といいましても５メートルですとか６メートル

のもので想定しているわけでございますけれども、木が育つための１メートルか 1.2

メートルほどの土の部分がそこには必要でございまして、必要なんですけれども、そ

の他高木を入れたからと言ってどうこうというのは基本的にはなく、またその維持管

理につきましても先ほど申しました防水性の高いものをやっていくということで対

応はできるかと思います。メンテナンス等も配慮しながら進めていきたいと思います

のでよろしくお願いします。確かに高木は手間がかかるものではあると思います。 

 

（生田委員） 

駅の前の方に広がって緑の空間が取られているんですけれども、ただ、平面図上で

見ると思ったよりは広いイメージではないということと、かなりの部分をスロープで

占められているので、何かここが、あるいは２階との接続をスロープとして接続して

いるという形になっているので、この部分の活用がスロープだけなのかなという印象

を受けるんですけれども、何かもう少しその他に活用像というものがあればご説明を

お願いします。 

 

（受付番号７番） 

では、ちょっと長くなってしまうかもしれませんけれども、駅前のアイデンティテ

ィというふうなことで、駅に向かってできるだけ顔をつくりたい、活動の様子、ある

いは図書館のにぎわいの様子を示したいということでそりあがったデザインにして

おるんですけれども、そのときにやはり２階部分に人を導くための視覚的な吸引効果

ということを期待しまして、この登り際の緑のガーデンを提案しております。ここは

あくまでもイベントが中々できるとかいうよりもですね、むしろここに１階にある防

災の消防車の寄り付きのために広げているスペースでありますけれども、そこで大道

芸ですとか例えばイベントをやっているものを芝生の上に転がりながらですね、ある

いは見てもらうような舞台としても使っていただけたりするというのを期待してお

ります。また、そういう登り庭的な部分もですね、身障者のスロープとして使うこと

によって両方併せて兼用することができるということで提案させていただきました。 
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（大野委員） 

想定建設費の試算をしていただいたわけでございますが、いろいろ質問にもあった

わけですが、さらに建設費が下がる可能性がある部分をお聞きしたいのと、あとここ

にはペデストリアンデッキとの接続は含んでいるのか、いないのか、それをお聞きし

ます。 

 

（受付番号７番） 

まず、ペデストリアンデッキの接続については、この試算の中には含んでおりませ

ん。それと、図書館と地上駐車場というのと、地下駐車場というので分けております

けれども、地下駐車場は地下のワンフロア部分というイメージでして、例えば地下駐

車場がなくなった場合でも基礎部分というのは残りますので、その基礎部分について

は本体側の方に含んだ試算としております。 

コストが安くなるという点としては、当提案の地上部分で 35 億としておりますが、

基礎を含んで 35 億でございますので、ただ、私どもの試算としましては 33 億でご

ざいますので、余裕がまだ少しございます。あともう少し安くなるのか、ということ

につきましては、駐車場台数をそうすると何台に設定していきましょうかというとこ

ろと関係してくるわけでございますが、駐車台数の他には外装につきましては、特に

ガラスではない３階の部分については壁が多い部分がございまして、ここの部分の外

壁のデザインについては、一部金属系のものなんかも使っておりますけれども、ルー

バー的なものも少し実は内々で想定しておりますけれども、そういった部分のコスト

を検証することによって安くしたり可変させたりしていくことは可能であると考え

ております。大事なのは駐車場の在り様かと思っております。 

 

（渡辺委員） 

先ほどの関連ですけが、地下に 93 台、かなりこれ台数が多いと思うんですけれど

も、かなりローコストな提案なんですけれども、１区画の駐車場台数の縦と横の幅は

どのような形で提案されているのか、まず１点お聞きします。 

 

（受付番号７番） 

駐車場につきましては、基本的には 2.5 メートル×５メートルの普通の駐車マスと

併せまして附置義務駐車場区分については、６平方メートルの部分を一部確保してお

ります。例えばこのあたりとかですね、ということでその２種類で構成しておりまし

て、地下駐車場については、先ほどご説明したとおり鉄骨造とすることで柱を少なく

しておりまして、それで駐車台数をできるだけ確保できるという計画としております。 
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（渡辺委員） 

これは実現可能な台数という形で考えてよろしいですか。 

 

（受付番号７番） 

はい。 

 

（渡辺委員） 

あとですね、地下道ということで、ラピオの地下道と駅地下駐車場との接続、確か

にラピオの東側の道路の下には横断の地下道が埋まっております。そこから接続をか

けるという、駅からの地下道の接続も考えられるという形で提案がされておりますけ

れども、例えば工事費とかも計算されているのでしょうか。 

 

（受付番号７番） 

まだそこにつきましては、具体的には積算のところまでは至ってないんですが、も

ともとある両サイドの駐車場が先ほどありましたように車で行き来することは莫大

なお金がかかるだろうということでございますが、人が行く程度のカルバートを埋め

るとか、人通口とかいう程度のものぐらいは何とかできないかなということで考えて

いるレベルでございまして、今後検討さえていただきたいというふうに思っておりま

す。大事なことは、もちろんせっかくこうありますので、私たちの気持ちとしては、

繋げることも検討させていただきたいなという気持ちがございます。ただ、駐車場に

つきましては、なかなか難しいから現在つながっていないんだろうな、というふうに

も推測いたしますので、やはり原則駐車場につきましてもラピオ・新図書館・小牧駅

それぞれ独立してですね、まず駐車場を十分にまちづくりの考え方からすると持つべ

きなんだろうという立場にいったん立って作っております。ですから、駐車台数につ

きましても、必要台数とされております 130 台を頑張って確保するということが、こ

れから小牧の駅の周辺に人が集まってくるということに対して必要な施設だろうと

いうことで提案させていただきました。提案するという言葉イコールこれから検討を

一緒にさせていただきたいということでございます。 

 

（渡辺委員） 

あと１点、先ほど鉄骨で造って広く柱をなくして駐車台数を確保するということで

したが、工期的な問題で、駐車場を広くとると工期が長くなるのではないかと思うん

ですがその点についてはどのようにお考えですか。 
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（受付番号７番） 

工期については、特にスパンを飛ばすというようなこととの関係は多分大丈夫だろ

うと思います。今回はとにかく地下１階で最大限駐車場を確保するということで、ロ

ーコスト化を図った計画をして、且つ１階の駐車場と併せて 130 台ということでござ

いまして、工期的につきましては特にロングスパンになっている、あるいは人工地盤

型の耐震構造にしていることによって増えているということはありません。むしろ工

程的には、中側につきましてはＳ造になっていますので、工期的には短縮することが

可能なのではないかなと判断しております。 

 

（内藤委員長） 

では、時間がまいりましたので、ありがとうございました。 

準備ができましたら退出をお願いしたします。 

それでは、委員の皆様は、次の参加者が準備するまでの間、採点をお願いします。 

また、ここで一旦休憩を挟みます。11 時 15 分から会議を再開いたしますので、委員

の皆様は時間までに席にお戻りください。 

また、11 時 10 分になりましたら受付番号６番の入室を許可いたします。 

 

 ～休憩～ 

 

（内藤委員長） 

それでは、11 時 10 分になりましたので、受付番号６番の入室を許可します。 

 

 ～４者目（受付番号６番） 入室～ 

 

（内藤委員長） 

それでは、準備が整いましたら、プレゼンテーションを開始してください。 

 

 ～４者目（受付番号６番） プレゼンテーション～ 

 

（内藤委員長） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質問のある方は、挙手の上、質問をお願いします。 

 

（生田委員） 

１階の平面図のところで、かなり積極的に学級招待の教室とかカフェが資料、本と
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一体的に置かれてくるということで、市民の活動と本を結び付けようという積極的な

姿勢は感じられるのですが、その管理の仕方が運営の方にとってはご不安なところも

あるかと思いますのでご説明のほうをよろしくお願いいたします。 

 

（受付番号６番） 

かつては入り口のところにデスクが出てくるということだったのですが、最近は

BDS が増えてきまして、それらの仕組みが入ることで、ただ、これを現場でやるとき

にはかなり工夫が必要でして、「気分を害されないように、ちょっとお声をおかけく

ださい。」とか柔らかなアフターケアが必要かと思いますけど、こういう機械を使っ

て、BDS を入れてございます。 

 

（生田委員） 

もう１つ、シンボルロードに対する顔のつくりからの外観のイメージが掴めないの

ですが、図がないので中々説明しづらいかもしれませんが、イメージをお伝えくださ

い。 

 

（受付番号６番） 

 普通建築を作るとなると斜め 45 度とかみて、そういうところがどういう顔になる

かということになろうかと思うのですが、できればここはサービスの部分がこの「木

立の林」と図書館の境ではなくて、お腹の部分といいますか、あまり強いファサード

は作らずに透けて見えているような形の広場側は空間を作りたいと、図書館の外でく

つろぐようなスペースをたくさんつけて、このデッキを歩くときに視線が水平にみえ

たり、下の１階がみえたり、地階がのぞけたり、見たり見られたりの関係がこのとこ

ろに生まれるようなアクティビティーで、人の表情でつながっている様子が生まれて

くる環境をつくりたいと思っております。 

 

（生田委員） 

今の説明は、歩専１号線の説明だったと思うのですが、シンボルロードというのは

反対側の南側のことです。 

 

（受付番号６番） 

平面でお話を申し上げます。 

図書館は南側と西側で閉じるというのが原則です。どんなに重宝しても本が焼けた

り、熱が多くなったりということで。今回は、通り側に表情を作りたいがために本を

置く場所は若干下げながら本を入れる。ここに（１階南側の部分）にグリーンカーテ
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ンを設けまして、光の入りすぎるのを抑えながら、内側のほうに資料として並んでい

くということで、極力緑を使っていこうというふうに思っています。 

 

（唐松委員） 

何点かお尋ねしたいというか、意図をお聞きしたいと思います。 

先ほどちょっとご発言があったようですけど、確かに言われることは解かるのです

が、カウンターがそれぞれ奥すぎないかと思うのでもう一度お伺いしたいと思います。 

それから、２階が専門と一般で分けてあるのですが、これはどういう意味があるの

かなということ。 

３階に公開の書庫をはじめて設けられたというふうに言われましたけど、これを私

が見る限りは、閉架書庫となんら変わらないのではないかと。やはり開架のスペース

と隣接するところに公開の書庫があるということに意味があって、３階にあげてしま

ったら、閉架書庫と一緒ではないのではないかというふうに思っておりますのでどう

いう意図があるのでしょうか。 

 

（受付番号６番） 

図書館の使い方に関わる部分は、ただのフライングで建築家さんが絵を描いている

ので、もし、本当に動き始めれば図書館員の人と相談しながら、ガチャガチャ壊して

いくということになると思います。 

今まではサービスデスクはこういうところに出てくる。ところが今回は、あちこち

から人が入って自由に動けるということで、最低限のブロックをかけておいて、声を

出していいものとか柔らかなものはこの界隈。徐々に入っていく。でも、なるべく半

島（カウンター）は前に出して、みんなの顔が見える位置にサービスデスクをもって

いこうと思いました。２階は少し利用が慣れた方たちがお見えになると思いましたの

で、ただ、ここでザーッと視線が通って、こういうふうに人が動いていきますから、

全体の様子はここで把握できるだろうと、まあ、未熟な部分がいっぱいあろうかと思

うのですが、６箇所の出入口があって、あっちからこっちから出たり入ったりします

ので、しかも小人数でやるには書庫とも重なっていくのがよろしいとそういう提案で

ありました。 

それから、これはプログラムを読んでいて一番よく解からなかったところなのです

が、「中央館の中には中央館と地域館の働きがある。」と、そうすると、中央館と地

域館を二つ作ることになりますと、同じ本が別々に置かれたり、福祉のことでも入り

口の話から奥行きの話まで繋がっておりますので、二重配架していくことはとても難

しいのではないかと。そこで、グラデーションのように１階から徐々にやさしい部分

から奥行きに繋がっていくと、やさしい部分、図書館員のお手伝いがなくても使える
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ような部分の中で若干新書とかをポピュラー系のほうに寄せて、奥に行くほど静かに

なりながら、職員のお手伝いが出来るようなゾーンにグラデーションで持っていけな

いかなと。二つの図書館ということではなくて、何か繋がっていくようなものができ

ないかなと。これも素人が勝手に考えたものでございます。 

それと公開書庫ですが、伊万里は１階に 12 万冊の開架がございまして、２階の部

分を見上げると、公開書庫があって、その上に積層の閉架がございます。千葉県の君

津の図書館も同じように２階が公開書庫になっています。そして南相馬の図書館にな

りますと、その２階の公開書庫が開架として扱うのであれば、第二開架とか準開架と

かという言葉を使います。 

今回、公開書庫とはどういうイメージかなと思ったのですが、開架はすでに 18 万

冊あるような大きな開架になりますので、あえてそこに加えて 18 万冊の中だったの

かもしれませんけども、開架の中に公開書庫を作らなくても伊万里型のものもあるか

なと。もし、お伺いが違ったり、ご縁があればそういうところも議論したり、他市を

見学したりしながら耕していきたいというふうに思っています。 

 

（秦野委員） 

最近の図書館の市民協働ということで、課題解決型の図書館というのがよく提案さ

れているのですが、今回のご提案だと確かに市民の活動できる場とかいろいろな配慮

がされていると思うのですが、具体的に部屋はあるのだけれども、その部屋を使って

どういうふうに図書館と連携を取りながら、発信をしていけるのかみたいな何か具体

例や工夫があればお聞かせいただきたいと思います。 

 

（受付番号６番） 

実は私、専門が都市計画で長くやっておりまして、24 年前に伊万里学を図書館で

創っていこうという議論になったときに「協働」という言葉を図書館の世界に初めて

持ち込んだと自負しているのですが、協働の原理は、まず行政が政策を示して、ビジ

ョンの提示があって、それに対して官民協働といいますか、車の両輪でもって動いて

いくのだろうと思います。伊万里以降あらゆる図書館で作る過程でやってきたのは、

「友の会」「フレンズ」というものがとても大事だと思っておりまして、福祉の方が

いたり朗読する方がいたり若しくはお花を生ける方がいたり、そういうそれぞれのグ

ループを柔らかく包んで、「一緒にやろうよ。」というような何となく繋げていくよ

うな一つの協議会みたいなグループが必要で、それを図書館を中心に市民活動をやっ

ていこうという市民のグループを一緒に計画のときから人を創っていくといいます

か、「こう使いますよ、どうしたらいいですか。」というようなグループヒアリング

をずっと重ねてやっていく。伊万里も君津も南相馬も「友の会」がございまして、２
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年、５年、10 年見てきますと、私たちも驚くような予定していないことにまで膨ら

んでいくという、何かキッカケをちゃんとつくれば、図書館が置いてきぼりをくらっ

て、市民が先を進むような物語が起きるのではないかなというふうに思っております。 

 

（大野委員） 

 簡潔で結構ですが、２点お伺いしたいと思います。 

この提案されましたプランですが、どれぐらいの建設費を想定されているかという

ことと、これからまだ設計を始める前でありますので、当然、変更も出てくるのは承

知しているのですが、コストが下がる要素がある部分を教えていただきたいと思いま

す。 

 

（受付番号６番） 

 計画条件に平米辺り 50 万円と書かれておりました。それで、長い間平米辺り 35

万円でやってきまして、今、多摩市で基本構想をやっていってもやはり 50 万円だと

思います。それで書架は別ですけどそれで出来ると思います。 

ローコストは屋根の部分を鉄骨造で造ることで軽くしてローコストにしていくと

いうことも考えております。 

本当はこれは言っちゃいけないのか悩んでいるところなのですが、6,000 平米は本

当にいるかなというのがありまして、これもいつも出てくることなのですが、１割小

さくできないというのがよく始まるといきなり出てきます。今、私の当たりだと開架

で、５段で、棚あたり 40 冊でカウントしておりますけど、らくらく 18 万冊から 25

万冊が入ります。レイアウトを工夫すれば、もしかするともうちょっとコンパクトに

出来るかもしれないというような気がいたします。ただ、書庫はいっぺんに作らない

でお金を先送りして、例えば上層階などはお金が出来たら買い足していくということ

もほとんどの図書館もやっていますから、それはイニシャルから外していくようなこ

とができるということを考えております。 

 

（内藤委員長） 

関連して先ほど、建築家さんのセクションがという言い方がちらっとあったのでお

伺いしたいのですが、そちらでの建築関係の人とか構想関係の人とかその辺のチーム

ワークがあれば教えていただけるとありがたいのですが。建築そのものの設計のこと

と、それから構想の段階の話が多かったのですが、他の図面を見ていくと少し建築的

に具体性に欠ける部分があるので、少し補足していただけるとありがたいのですが。 
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（受付番号６番） 

 普通こういうのですと、本棚を書いただけで怒られたりすることが多いのですが、

極力建築を書くなという縛りがプロポーザルにはあるので、あまり書きませんでした

が、ただ、プログラムにあります書架の間隔のこととか、それから加重についての柱

の配置のこととか、それから上階に行きましたら鉄骨造で軽くみて柱がなくなってい

くとか、まあ、そういうこと。それから、周辺のプラントを使いますので、それは深

いピットを入れてそこの層でもって熱交換してやるとか、一応すべて考えております。 

 

（内藤委員長） 

 大変、失礼な質問の仕方をしましたけど、ご容赦ください。 

 コストとの関連性があり、かなり具体性を問われると思いましたので。 

 

（山田委員） 

３階に「緑の砦」と屋上の屋外劇場がありますが、こういったスペースは贅沢な感

じもするのですが、緑化すると雑草や雨漏りの心配もあるのですが、その辺りはどの

ようにお考えでしょうか。 

 

（受付番号６番） 

 これも 20 年ずっと施設緑化をテーマにやってきました。少し自慢すると、東京の

郁文館という学校で屋上緑化を徹底してやりまして、環境大臣賞までいただいており

ます。ディテールを言うと、たくさん雨を漏らさせない技術がとても進んでおります。

例えば、長崎の多良見の図書館、屋上にこういう劇場があったり、南相馬の図書館は

駅前にあるのですが、屋上に星を見るテラスがあり、夜子どもたちを集めて星をみる

会があったり、これと同じぐらい屋上緑化と広場づくりが。特に音が出せて拡大おは

なし会をやったり、前例を３つか４つ私は図書館でやっております。 

 

（渡辺委員） 

最初の提案で 200 メートルのデッキウォークから広場が始まるという提案がござ

いましたけど、歩専１号線にこのようなデッキウォークを設けた場合、周りの環境、

特にマンションのプライバシーの関係があると思うが、その辺はどのようにお考えで

すか。 

 

（受付番号６番） 

 歩専道については、横浜の金沢シーサイドタウンで 800 メートル×800 メートルの

センターを通る梁が手摺りになっているものをニュータウンで歩専橋をやったこと
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があります。特に配置では、マンションがあるということもあって、取り付きはこち

らへ逃げると。ちょうどここから子どもを育児するのが見えたりしますけど、緑を入

れて、緑のスクリーンをとって、こちら側に寄せるようにしてあります。ここは完全

に裏になるというイメージでいるので、寄せても問題ないかと。特にここについて現

地を見て、離隔をとって林を入れるということを考えました。 

 

（内藤委員長） 

 それでは、時間となりましたので、準備が出来ましたら、退室をお願いします。 

 

 ～受付番号６番 退室～ 

 

（内藤委員長） 

 それでは、委員の皆様は、次の参加者が準備するまでの間、採点をお願いします。 

受付番号４番の入室を許可します。 

 

 ～受付番号４番 入室～ 

 

（内藤委員長） 

 準備が整いましたら、プレゼンテーションを開始してください。 

 

 ～受付番号４番 プレゼンテーション～ 

 

（内藤委員長） 

 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質問のある方は、挙手の上、質問をお願いします。 

 

（唐松委員） 

何点かお尋ねをさせていただきたいと思いますけど、１階に児童図書コーナーがあ

るということでございます。ラピオの「えほん図書館」をご存知だと思うのですが、

それとの関係はどのようにお考えなのかというのが 1 点、その隣に雑誌・新聞コーナ

ーがあるこの意味合いはなにか、その割には、ティーンズコーナーが３階に離れてし

まっているというような気がするのですが、どういう意図なのかなということをお尋

ねしたいです。 

それから、これは私個人的なことかもしれませんが、「本の木」というのは実態か

らすると分散化をしてしまって、非常に利用者としては探しにくいのではないかとい



26 

 

うふうに思うのですが、その辺のお考えはどうなのかなというふうに思います。 

 

（受付番号４番） 

 いくつかご質問がありましたが、この建物は、図書館の部分に 25 万冊は入るとい

う形で「本の木」の部分は図書館の部分とは切り離して、いろいろな本棚を置いたり、

市民の方から本をいただくとかいったやり方をいろいろと考えていくと活性化する

と考えています。 

１階の児童図書スペースの本とラピオにある「えほん図書館」の本とは、少し内容

が違って、ラピオは広いですし、全体には自然光とかそういうのが中々入りづらいの

で、小さい子どもたちが遊びながらここの児童図書スペースを使っていくというやり

方のほうが良いと考えました。 

ただ、ラピオをどうするのかという計画を知っているわけではないので、そこも含

めて話しながら決めていけばいいかと思います。スペースとしては十分にとって、そ

こに入ったときに雑誌とか新聞の普通のブラウジングコーナーを入れて、イベントス

ペースとか多機能のスペースも同じ階に入れています。 

イベントスペースも１階にしかありませんので、上の階に何か分離して持っていっ

ているということはないかと思います。 

２階もデッキと「本の木」の部分を分離して、一つの矩形の建物が図書館部分と「本

の木」とデッキの３つのゾーンに分かれているだけです。 

３階に活性化していくものを持っていっているわけではなくて、図書館の部分でや

りたいことは図書館員の方と話しあって、残りの部分はどうやって使っていくかとい

うことを市民の人と話していくのがいいと思います。 

それと、「本の木」の部分は経験がありまして、７万５千冊ぐらいの本を無料でい

ただいて、その後、25 年間図書館を造っていないという市があります。それぐらい

流行っているところもあります。 

「本の木」の本は傷つけられてもいいし、持っていってもいいし、「本の木」の本

を図書館の部分に返すとかそういうことはないと思います。 

 

（秦野委員） 

市民活動と協働が今の図書館の中でもプランニングが非常に重要だということか

と思います。また市民活動を使いながらもどう市民生活の課題を解決していくかとい

うときに、図書館の機能は非常に重要な役割を果たすのではないかと思います。その

中で１階の広場、シンボルロードを繋ぐ賑わい軸のところには、いろいろなイベント

をできるスペースがたぶん設けられると思いますけど、本との関係性、本となるとど

うしても１階のイベントスペース的なところに本は置けないような形になってくる
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とは思うのですが、この辺りの図書館における連携機能の考え方などをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

（受付番号４番） 

イベントと図書館をガチンコでくっつけて、真ん中を廊下にしてしまったりすると

全然流行らないと思いますし、本に慣れ親しんでもくれません。 

僕らが言っている「本の木」の部分というのは、そこの部分の本は触ってもいいし

見ることができて、僕らがやった他のところでは、そういう部分でカレーを作ってい

る人たちなんかもいるわけです。 

図書館の部分はちゃんとリーディングスペースを確保して静かにします。 

繋ぎのない図書館をいくら造っても大体やり直しても流行った試しがないと思い

ます。 

僕らがやっているのは、全体で３、４万人のまちで年間来場者が 25 万人ぐらいな

ので、小牧だったらもっと来ると思います。 

過去に造っている建物は、造り方はちょっと違いますが、図書館のいろいろな本に

も出ていますし、大体流行っていると思います。 

大阪でこういうやり方をはじめてやっている部分がありますし、それから「はっち」

という八戸なんかでもはじめてきているので、単純に建物をお造りになるというか、

この部分の形も委員の方や皆さんにも見ていただいて、そこを変えていこうとか、も

うちょっと運営で変えようとか、形を変えろと言われれば、先ほど言いましたように

17・６・17 の大スパンなので、中をどのように変えていただいても別に問題ないと

思っています。 

僕も本というのは好きで、自分でも持っているのですけれども、それを皆で話した

り、大学の図書館なんかの実績もあります。実際にこういうものは今この近隣で少し

ずつつくって、２万５千冊ぐらい集めている最中なので、効果はあると思います。 

ものすごく静かな部分と、ものすごくノイジーな部分をただくっつけても決して上

手くいかないので、その中間域が「本の木」という形で、その形自体も含めてどう創

るのか、皆さんとお話をして変えるというのが一番いいと思っています。 

プロポーザルですので、この形で必ずしもやるわけではないわけですから、そこを

話すことが重要だと考えています。僕らは年に１個か２個しかやっていませんが、そ

ういうやり方でやっています。 

ここを見ていただけると、全体のこの部分というのは図書館とは離れていますから、

そこを区切って使って、ただ、導線であがっていくところの部分も使っているので、

その部分というのは如何様にも出来ると考えていますし、僕らだけではなくて、日本

の各地でいろいろやられている方がそういう方向にいっているので良いかと思いま
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す。 

 

（生田委員） 

まさしくそこかなと思うんですけど、私個人としては面白い提案かなと思うのです

が、やはり運営者の方にとって、ここの「本の木」に設けられる本と図書館として固

められている本との境界の線引きの仕方とか創り方にご不安が生じかねないと思い

ますので、もう少し丁寧に説明をされるといいかなと思います。 

 

（受付番号４番） 

そのまちによって「本の木」という名前も違えば、本の集め方も違います。 

僕らは図書館の理想型のものでＬプラン 21 というのがありますので、まずその向

こう側にある 25 万冊をしっかりと整理した図書館にして、25 万冊ぐらいで僕らも２

つぐらい造っていますけど、それはそっちでしっかりやって、ここの部分というのは

入っている本の内容もちょっとバラバラで図書館に返すことはないのではないかと

考えています。 

僕らがやっているまちのなかには、物々交換して本をそこに置いて、持っていって

もいいというのがあって、そうしますと、本体の本を持っていくという人も少なくな

っています。全然、図書館員の方とか図書館がやっているのを阻害するとか違うふう

にもっていこうとしているのではなく、それはそれでしっかりやって、もっと敷地が

あれば例えば、渡り廊下で繋がってという概念もいいと思うのですけど、今回の提案

はコンパクトになっていて、そこを上がっていけば、デジタルなものとか、もう少し

「情報館」に近いというか、例えば地域のものを入れて、あとは東京の板橋なんかで

やっているものところでいきますと、そこにその地域でつくっているモノなんかが飾

られたりしています。 

表紙の帯を作っている会社の人がそこで宣伝をしたりしていて、図書館とはちょっ

と違うというか、図書館とイベントがあって、真ん中に道が通っていてそこにのっか

っているという話になろうかと思います。 

どの本をどう置くかとか、どうするかとかというのは、図書館員の人と相談して、

こういうところにはそういうものを置かないということであれば、もっと違う形に変

えていってもいいかと思うんです。そういうのをワークショップかなにかでやるのが

一番いいかなと思います。 

 

（大野委員） 

時間もありませんので、簡潔で結構です。 

想定の建設費をお示ししていただきましてありがとうございます。この中でペデス



29 

 

トリアンデッキとの接続は入っていないかと思うんですけれども。 

 

（受付番号４番） 

ペデストリアンデッキのところと全く同じレベルで繋ぐ考えで、全部入っています。 

 

（大野委員） 

あと、想定建設費の算出はされているのですが、さらにコストが下げられる要素だ

とか部分だとかがありましたら教えていただきたいのですが。 

 

（受付番号４番） 

今、総建設費の合計は 35 億ぐらいで基本計画工事費の 35 億～40 億程度のものに

なっています。 

それで、地下をちょっと深く掘ればあと駐車場を 30 台ぐらい足せるので、それを

入れると 37 億ぐらいになります。 

これは、大阪よりちょっと向こうにいったところで今僕らが実施設計やっているも

のの単価を入れたものと、東京で着工している若干高めのものを入れて消費税を 10

パーセントで試算しています。 

ただ、（建設工事の時期が）オリンピックの時期と若干重なるので、３億ぐらいの

余力があった方がいいと思いますし、残りをどうするかというのは今後構造とかをや

らないといけないかと思います。 

今は、一応 35 億で、最後の端数か１億ぐらいは削れると思います。 

 

（大野委員） 

分かりました。といいますと、具体的なこのプランのどの部分だということではな

くて、総額でのお話と受け止めてよろしいでしょうか。 

 

（受付番号４番） 

「今の想定でパースのものを拾うと 35 億になったので、この PC 版、既製コンク

リートの部分が少し高くなっているとか、じゃあその屋根の緑を変えるといくら減る

とか。」それは言っていただければ減ると思います。 

 

（山田委員） 

壁面の様子が分かりにくかったのですが、もしガラスをたくさんお使いになるとい

うことでしたら、紫外線対策や建物の暑さ寒さのことについてはどのように考えてお

られるか教えてください。 
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（受付番号４番） 

全体にこの建物のガラスでできる範囲を示して、もう少し腰壁を上げるだとか減ら

していきますから、Low-E であるとか、こちら側に向いている面について少し調整を

していくことになるかと思います。 

あと、屋根の上に木を植えようと思っていますので、その木の部分をみてあります

けれども、その部分の高さで木陰ができますから・・。 

ただ、これはプロポーザルなので、やりすぎたデザインをしていますが、建築の設

計というのは、たぶん映画の編集と同じように今後なると思いますので、これが造れ

るかと言われれば、みんなで話して「そこはもっと塞いで欲しい。」と言われれば塞

げばいいと思います。 

この提案でも計算すると 40.1 パーセントぐらいの省エネ化ができているので、コ

ストもそうですが、皆さんと話していろいろなものを変えて、後はどれだけ締めてい

くかという形になると思います。 

 

（内藤委員長） 

よろしいですか。時間になりましたので、ありがとうございました。 

 準備が出来ましたら、退出をお願いいたします。 

 

 ～５者目（受付番号４番）退出～ 

 

（内藤委員長） 

以上で、参加者全てのプレゼンテーション及びヒアリングが終わりました。 

ここで、傍聴者の方へご連絡させていただきます。 

本日の会議でございますが、この後の議事につきましては非公開とさせていただき

ますので、大変恐れ入りますが傍聴者の皆様におかれましても準備が出来た方からご

退室をお願いいたします。 

 

 ～傍聴者退室～ 

 

 


