
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

南部町複合施設（南部町公民館さいはく分館）

整備に係る基本計画 
 

【 素 案 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 1月 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

目 次 

１ 複合施設整備の必要性と目的 .................................................................. 1 

１－１ 本計画策定に至った経緯 ..................................................................... 1 

１－２ 南部町及び法勝寺地区の社会環境（人口動向） ...................................... 2 

１－２－１ 南部町の人口推移 ................................................................... 2 

１－２－２ 法勝寺地区の人口動向 ............................................................. 2 

１－３ 南部町公民館さいはく分館と法勝寺図書館の現況 ....................................... 4 

１－３－１ さいはく分館の施設概況と利用状況 ............................................... 4 

１－３－２ 法勝寺図書館の施設概況と利用状況 ............................................. 8 

１－４ その他周辺施設の機能配置と利用状況.................................................. 10 

１－４－１ さいはく分館周辺の施設配置状況................................................ 10 

１－４－２ プラザ西伯の貸室利用状況 ....................................................... 11 

１－５ 複合施設整備の必要性について .......................................................... 13 

１－５－１ 複合施設整備の意義 .............................................................. 13 

１－５－２ 複合施設整備の目的 .............................................................. 14 

１－５－３ 他の計画等における複合施設整備の位置づけ .................................. 15 

１－５－４ これまでに聴取した意見等 ......................................................... 16 

２ 基本計画 ......................................................................................... 21 

２－１ 複合施設のコンセプト ....................................................................... 21 

２－２ 複合施設に備える基本的な機能構成 .................................................... 22 

２－２－１ 学習支援機能....................................................................... 22 

２－２－２ 交流機能 ............................................................................ 22 

２－２－３ 情報発信機能....................................................................... 22 

２－２－４ 住民活動支援機能 ................................................................. 22 

２－２－５ バスの接続機能 ..................................................................... 22 

２－３ 機能区分（エリア区分）の設定と整備方針 ............................................. 23 

２－３－１ 機能区分（エリア区分）の設定と基本的な考え方 ............................ 23 

２－３－２ 機能区分別の主な諸室構成 ...................................................... 24 

２－４ 動線や機能配置を踏まえたゾーニング計画 ............................................... 28 

２－５ 構築する情報通信システム ................................................................. 29 

２－５－１ 情報通信システムに関する基本的な考え方 ...................................... 29 

２－５－２ 貸館予約システム ................................................................... 29 

２－５－３ 図書館システム ...................................................................... 29 

２－５－４ 公衆無線 LANアクセスポイントの環境整備 .................................... 29 

２－６ その他施設整備にあたって配慮すべき事項 ............................................... 30 

２－６－１ 環境に優しい施設づくり ............................................................ 30 



 

 

２－６－２ ユニバーサルデザイン ................................................................ 30 

２－６－３ 周辺の景観等との調和 ............................................................ 30 

２－６－４ 地場産材の活用 .................................................................... 30 

２－６－５ 災害等の非常時の備え ............................................................ 30 

２－６－６ コストマネジメント ................................................................... 30 

３ 施設配置計画 ................................................................................... 31 

３－１ 整備予定地の現況 .......................................................................... 31 

３－２ 施設配置上の制約条件 .................................................................... 31 

３－２－１ 現法勝寺図書館 .................................................................... 31 

３－２－２ 法勝寺電車展示施設 .............................................................. 31 

３－３ 立地条件等からみた施設配置の検討 ..................................................... 32 

４ 管理運営に関する基本方針 ................................................................... 34 

４－１ 管理運営の基本的な考え方 ............................................................... 34 

４－２ 管理運営体制 ............................................................................... 35 

４－２－１ 管理運営体制についての基本的な考え方 ....................................... 35 

４－２－２ 施設機能と管理運営体制 ......................................................... 36 

４－２－３ 管理運営主体についての考え方 .................................................. 37 

４－２－４ 運営への住民参画の仕組みづくり ................................................. 38 

４－３ 施設管理（建物・設備の維持管理） .................................................... 39 

４－３－１ 施設管理についての基本的な考え方 ............................................. 39 

４－３－２ 清掃管理 ............................................................................ 39 

４－３－３ 衛生管理 ............................................................................ 39 

４－３－４ 安全管理 ............................................................................ 39 

４－４ 危機管理（防火・防災、警備） .......................................................... 40 

４－４－１ 危機管理についての基本的な考え方 ............................................. 40 

４－４－２ 防火・防災 ........................................................................... 40 

４－４－３ 警備・防犯 ........................................................................... 40 

５ 民間活力活用の検討 ........................................................................... 41 

５－１ 施設整備・管理運営等に係る各事業手法の比較 ....................................... 41 

５－１－１ 各事業手法の概要 ................................................................. 41 

５－１－２ 各事業手法の特徴比較 ........................................................... 47 

５－２ 官民連携手法の導入を検討する上でのポイント ......................................... 52 

５－２－１ 民間に求める役割（町との役割分担）についての考え方の整理 ............. 52 

５－２－２ 民間活力導入を含む事業手法及び資金調達に係る検討 ..................... 52 

５－２－３ 民間事業者の事業参入意向等の把握 .......................................... 52 



 

 

６ 計画の実現に向けた諸課題 ................................................................... 53 

６－１ 施設整備に係る財源調達と事業実施スケジュール ...................................... 53 

６－２ 未確定事項についての検討 ................................................................ 54 

６－２－１ 施設管理や運営に関する計画の具体化 ......................................... 54 

６－２－２ 民間活用の方針 .................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

１ 複合施設整備の必要性と目的 

１－１ 本計画策定に至った経緯 

南部町公民館さいはく分館は、昭和４８年に建設されて以来、住民の社会教育の拠点施設として

利用されてきた。 

しかし、施設の老朽化に加え、平成１２年の鳥取県西部地震の影響もあり、雨漏りや設備面での

不具合などが相次ぐ状況となっている。また、隣接する南部町立図書館も、スペース的に不十分であり、

利用者のニーズに応えきれていないことから、社会教育の拠点施設とコミュニティ拠点施設としての側面を

併せ持つ、複合的な学びの中核施設を整備する必要があるとして、社会教育委員協議会兼公民館運

営審議会で検討が行われてきた。 

平成２７年１０月に「なんぶ創生１００人委員会」でいただいた提案を元に策定された「なんぶ創

生総合戦略」においては、「さいはく分館を建て替え、多くの町民が集い活動する多目的の複合施設とし

て整備する」と位置付けられ、さらに、本町で進める「生涯活躍のまち」の推進にあたっては、その基本計

画において、「生涯活躍のまちの推進に拍車をかける機能を内含した」拠点施設として位置づけられてい

る。 

平成２８年度には、本複合施設の整備にあたり設置された「南部町複合施設検討委員会」におい

て、複合施設の方向性について検討が行われた。そこで示された答申を基本的な考え方とし、「南部町

複合施設整備基本計画」（以下「本計画」）を策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）南部町複合施設整備計画について（答申） 

 

 標記施設は町民誰もの居場所となるような施設であり、さらに、町外からの来訪も盛んになり、より幅広い人々

が集う施設とするため、この施設を拠点に様々な人々が共生できることをめざして本検討委員会において慎重な審

議を重ねた結果、以下のとおりの結論を得たので答申します。 

 

                 記 

計画の方向性 

１.社会教育施設としての機能だけではなく多様な機能を総合的に整備することにより、広く地域の社会福祉の

増進に反映されたい。 

２. 西日本で唯一環境省が選定した「重要な里地里山」に町全体が指定されたこともあり、環境及びデザインに

配慮した整備をし、また南部町のオリジナリティを考慮されたい。 

計画の条件 

３.建設場所は、南部町公民館さいはく分館の場所を主とするとしても、施設の規模によっては、近隣の土地の

利用も考慮されたい。 

４．将来的にプラザ西伯や新宮谷公園の活用・エリア連携が見込める施設とするよう考慮されたい。 

５．総合福祉センターしあわせ、法勝寺まごころ市をはじめとする既存の近隣施設との共存を前提とした施設と

されたい。 

６．災害時における避難場所としても使用できるように配慮されたい。 

７.日本最古の木造電車も整備されているので、これを活用した施設とするように考慮されたい。 

コストパフォーマンスと管理運営 

８.イニシアルコストのみでなく、冷暖房の効率化、メンテナンス費用等のランニングコストも考慮し、将来へ

の負担軽減を考慮されたい。 

９.建設及び運営については、コストパフォーマンスを考慮し、ＰＰＰ・ＰＦＩ等の民間の活力の利用も検討さ

れたい。 
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１－２ 南部町及び法勝寺地区の社会環境（人口動向） 

１－２－１ 南部町の人口推移 

国勢調査による南部町の人口推移をみると、合併して南部町となった平成17年の12,070人から、

10年後の平成 27年には 1,120人（－9.3％）減の 10,950人となった。 

また、平成27年10月１日現在の年少人口（0～14歳）割合は12.2％（県平均12.9％）、

老年人口（65歳以上）割合は34.0％（県平均29.7％）と鳥取県内でも少子高齢化が進行して

いる状況にある。 

 

南部町人口推移（国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２ 法勝寺地区の人口動向 

国勢調査における法勝寺地区の人口推移をみると、平成 17年（2005年）以降の 10年間

で 228人（10.2％）の減少となっている。 

最近 15年間の年齢階級（10歳）別人口の推移をみると、80歳代以上では増加しているが、

50 歳代までの人口は概ね減少傾向となっている。特に 10 歳未満と 20 歳代の人口は合併以降

大きく減少しており、最近 10年間（平成 17年から平成 27年）で、10歳未満の人口は 76人

の減少（－36.4％）、20歳代の人口は 75人の減少（－38.9％）となっている。 

南部町全体にいえることであるが、10 歳代人口が一定の水準を維持できたとしても、その年代が

10年後に大幅に減少する傾向がみられる。10歳未満人口の減少傾向が強い法勝寺地区につい

ては、現在の 10 歳未満の子どもたちが高校を卒業する 15～20 年後には、20 歳代人口が今の

半分近くになってしまうことも想定される。 
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法勝寺地区人口（国勢調査）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法勝寺地区の年齢階級別（10歳）人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一世代人口の最近 10年間の増減率（H17年→H27年） 
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１－３ 南部町公民館さいはく分館と法勝寺図書館の現況 

１－３－１ さいはく分館の施設概況と利用状況 

（１）施設概況 

現在の南部町公民館さいはく分館の施設は、旧西伯町立中央公民館（昭和 48 年建設）と旧総

合地域施設（昭和 49年建設）の 2棟の建物からなっている。 

施設内には、大集会室（173 ㎡）、青少年室（58 ㎡）、研修室（56 ㎡）、中研修室（22

㎡）、和室（20 畳）、調理実習室（72 ㎡）などが配置され、各種教室や公民館主催事業、会議

などの利用に供されている。 

また、平成 27 年 11 月には、さいはく分館前の敷地内に旧法勝寺電車（鳥取県指定文化財）の

展示施設が設置された。 

なお、施設の運営や日常的な維持管理については、法勝寺地域振興協議会が指定管理者の指定

を受けて行っている。 

 

南部町公民館さいはく分館の施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和48年 （築年数：44年）

1,089㎡ 構造・階数 RC造　2階建 建築躯体

8：30 ～ 22：00　（土・日 ～17：00） 電気設備

機械設備

外構

その他

管理運営体制

さいはく分館

祝日、12/28～1/4

建築年

延床面積

開館時間

休館日

設置諸室

事務室（45㎡）

大集会室（173㎡）、青少年室（58㎡）、研修室（56㎡）、中

婦人室（25㎡：使用停止中）

研修室（22㎡）、和室（20畳）、調理実習室（72㎡）
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（２）さいはく分館（貸室）の稼働・利用状況 

平成25年度以降においては、さいはく分館の年間開館日数は330～340日で、うち貸室利用が1

件以上あったのが 290～300日という稼働状況となっている。直近の平成 28年度実績でみると、開館

日数 329日に対して稼働日数が 293日、利用者数は累計 5,972人で、開館日ベースの 1日当た

り平均利用者数が 18.2 人、利用回数（頻度）は累計 798回で、開館日ベースの 1 日当たり平均

利用回数が 2.4回となっている。 

また、1日の合計利用者数別での施設稼働日数をみると、11～20人という日が136日で最も多く、

1日の合計利用者数 30人以下の日が開館日のうち約 9割を占めている。 

なお、開館日のうち貸室部分の稼働がなかった日の割合は、最近 2年間は 9～10％程度となってい

る。ただし、これらの利用者数実績には、西伯小学校児童などが、スクールバスの発車時刻や家族の送

迎までの待合に利用するケースはカウントしていない。 

 

さいはく分館の年間貸室利用実績の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日合計利用回数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日合計利用者数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

 開館日数 / 稼働日数 339日 / 290日 339日 / 292日 337日 / 307日 329日 / 293日

年間累計利用者数 6,340人 6,218人 6,802人 5,972人

平均利用者数（開館日ベース） 18.7人 18.3人 20.2人 18.2人

平均利用者数（稼働日ベース） 21.9人 21.3人 22.2人 20.4人

1日あたり最大利用者数 79人 119人 286人 76人

年間累計利用回数 874回 808回 802回 798回

平均利用回数（開館日ベース） 2.6回 2.4回 2.4回 2.4回

平均利用回数（稼働日ベース） 3.0回 2.8回 2.6回 2.7回

1日あたり最大利用回数 10回 6回 6回 6回

不稼働日比率 14.5% 13.9% 8.9% 10.9%

 利用者数 

（通期合計）

 利用回数 
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部屋別での稼働・利用状況をみると、大集会室と青少年室は比較的利用されているものの、施設の

２階に配置されている研修室、中研修室、和室と調理実習室の稼働率・利用頻度は非常に低くなって

いる。 

最も利用頻度が高い大集会室の平成 28年度における稼働日数は 253日で、年間の累計利用者

数が 3,779人、累計利用回数が 445回となっている。また、大集会室における１日合計利用者数別

の稼働日数をみると、10 人以下の日が 118 日で最も多く、20 人以下の利用日数が約９割を占めて

いる。 

 

さいはく分館の部屋別稼働・利用実績（H28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいはく分館における各種教室・講座等の開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨盤ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ（1）

愛ラン会（3）

実用書道教室（2・4）

籐細工（1）

中研修室

和室
8：45-11：00

こども茶道教室（月2回）

大会議室

青少年室

月 火 水

13：30-15：00
おどりの会（1・3）

20：00-21：30
ﾘｽﾞﾑ体操教室

19：00-21：00
絵画教室（2・4）

17：00-18：00
さいはく珠算教室

20：00-21：00
英会話教室

木 金 土 日

10：00-11：30
ﾌﾗﾀﾞﾝｽ教室（1以外）

13：30-15：00
着物着付教室（1・3）

9：00-11：30
ﾋﾟｱﾉ教室

13：30-15：00
童唱会（1・3）

9：30-11：30
ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ（2・4）

19：30-21：30
民謡教室

10：00-12：00
太極拳ｸﾗﾌﾞ（1・3・4）

13：30-16：00
ｶﾗｵｹ倶楽部（2・4）

10：00-11：00
ﾖｰｶﾞ療法（1・2・3）

13：30-15：00
はつらつ3B体操（2・4）

13：00-17：00
西伯あけび句会（3）

10：00-12：00
おり紙教室（1・3）

13：00-17：00
西伯あけび句会（1）

10：00-12：00
ぱそこん倶楽部（1・3）

14：00-17：00
生花教室（2・4）

大集会室 和室 青少年室 研修室 調理実習室 中研修室

293日 253日 51日 187日 39日 23日 31日
(89.1%) (76.9%) (15.5%) (56.8%) (11.9%) (7.0%) (9.4%)

年間累計利用者数 5,972人 3,779人 409人 1,736人 428人 290人 259人

平均利用者数（開館日ベース） 18.2人 11.5人 1.2人 5.3人 1.3人 0.9人 0.8人

平均利用者数（稼働日ベース） 20.4人 14.9人 8.0人 9.3人 11.0人 12.6人 8.4人

1日あたり最大利用者数 76人 60人 15人 25人 30人 17人 13人

年間累計利用回数 798回 445回 52回 256回 43回 23回 31回

平均利用回数（開館日ベース） 2.4回 1.4回 0.2回 0.8回 0.1回 0.1回 0.1回

平均利用回数（稼働日ベース） 2.7回 1.8回 1.0回 1.4回 1.1回 1.0回 1.0回

1日あたり最大利用回数 6回 4回 2回 3回 2回 1回 1回

全館

 利用回数 

329日

 稼働日数
（稼働日数/開館日数）

 利用者数 

 開館日数

法勝寺地域振興協議会の利用状況（別掲）

大集会室 和室 青少年室 研修室 調理実習室 中研修室

年間累計利用者数 1,208人 397人 - 279人 170人 232人 130人

年間累計利用回数 73回 13回 - 22回 10回 16回 12回

全館
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「大集会室」利用回数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大集会室」利用者数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青少年室」利用回数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青少年室」利用者数別の貸室稼働日数（H28年度実績） 
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１－３－２ 法勝寺図書館の施設概況と利用状況 

（１）法勝寺図書館の施設概況 

現在の法勝寺図書館は平成 2 年に建てられたもので、延べ床面積 483 ㎡、蔵書約 5 万 9 千冊

（点）のうち、約 3万 5千冊が開架スペース（136㎡）に収められている。 

 

 

南部町立法勝寺図書館の施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部町立図書館が所蔵する資料区分別・分類別蔵書数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成2年 （築年数：27年）

483㎡ 構造・階数 RC造　2階建 建築躯体

9：30 ～ 18：00 電気設備

機械設備

外構

その他

管理運営体制

蔵書数 ： 58,874冊 （うち開架 34,623冊）

【天萬図書館】
蔵書数 ： 55,275冊 （うち開架 39,880冊）

延床面積

開館時間

休館日

㎡）、ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ（17㎡）、ホール（22㎡）、閉架書庫

（35㎡）、読書室兼研修室（99㎡）、談話室（25㎡）、事務

室（13㎡）、倉庫（11㎡）、その他（90㎡）

建築年

法勝寺図書館

月曜日、祝日、12/28～1/4、図書整理日、特別整理期間

開架ｽﾍﾟｰｽ（136㎡）、読書ｺｰﾅｰ（18㎡）、絵本ｺｰﾅｰ（18

設置諸室
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（２）法勝寺図書館の利用者数と利用者層 

法勝寺図書館の平成 28 年度（開館日数：274 日）における延べ来館者数は 18,512 人（う

ち貸出等利用者数 14,076人）で、開館日 1日当たり 68人となっている。 

法勝寺図書館の利用者数を年齢区分別の構成比でみると、18 歳未満が 36.0％（うち児童

26.9％）で比較的多く、居住地域別の構成比では、旧西伯町地域の利用者（78.3％）と南部町

以外からの利用者（12.8％）で９割以上となっている。 

 

 

南部町立図書館利用状況（H28年度実績） 

  

 

 

 

 

 

 

南部町立図書館利用者の年齢区分別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法勝寺図書館利用者の居住地域別割合 

 

 

 

 

 

36.0%

（5,063人）

21.9%

（2,640人）

13.8%

（1,948人）

16.6%

（2,008人）

21.7%

（3,049人）

28.6%

（3,457人）

28.5%

（4,016人）

32.9%

（3,974人）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法勝寺

（14,076人）

天萬

（12,079人）

18歳未満 18～39歳 40～59歳 60歳以上

うち開架
うち貸出等

利用者数
うち町内

法勝寺 58,874冊 34,623冊 18,512人 14,076人 68人 47,694冊 39,789冊 121件 274日

天萬 55,275冊 39,880冊 15,698人 12,079人 58人 44,550冊 30,689冊 208件 272日

蔵書数

総数

開館
日数

個人貸出冊数

総数 総数

ﾚﾌｧﾚﾝｽ
ｻｰﾋﾞｽ

実施件数
1日当たり
来館者数

来館者数
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１－４ その他周辺施設の機能配置と利用状況 

１－４－１ さいはく分館周辺の施設配置状況 

現在のさいはく分館が立地する法勝寺エリアは、南部町役場法勝寺庁舎、小学校、認定こども園、

総合福祉センター等の公共施設のほか、銀行、農協、内科医院等の施設が他地域に比較して集中し、

町内循環バス等公共交通の要所にもなっており、今後予定されているバス路線の縮小に伴い、法勝寺

以南路線との交通の結節点としての役割がさらに大きくなるものと考えられる。 

また、近年の実績データによると、さいはく分館と法勝寺図書館、南部町総合福祉センターしあわせ

（ﾌﾟｰﾙ、トレーニング施設、温浴施設）、プラザ西伯（貸室利用）の 4 施設の延べ年間利用者数は

合計で約 12万人と推計される。 

ただし、本基本計画の検討にあたっては、機能面で類似性が認められるプラザ西伯と複合施設との機

能分担、あるいは機能統合といったことが検討課題となる。 

 

 

 

施設名 主な機能 建築年 備考 

南部町総合福祉センター 

しあわせ 

フィットネスジム 

プール 

レストラン（週 3日営業） 

風呂 

会議室 

H10年 利用者数：年間約 9万人 

（うち 7～8割が町民利用） 

プラザ西伯 

（農村環境改善センター） 

大会議室（ステージあり） 

会議室 

和室 

農村振興公社事務所 

シルバー人材センター事務所 

放課後学童クラブ 

S55年 貸室利用者数：年間約 8～9千人 
 
大会議室、会議室、和室の機能を備え

る。 

まごころ市 農産物直売所 

観光協会事務所 

H11年 
－ 

法勝寺児童館 

（旧すみれ保育園） 

児童館 S50年 
－ 

法勝寺高校跡地 大豆加工所 

シルバー人材センター作業場 

倉庫 

S30年 

S38年 

 

解体も想定され、代替する場所の検討

が必要 

えん処「米や」 お試し住宅 

地域交流施設 

H28改修 
－ 
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１－４－２ プラザ西伯の貸室利用状況 

既存のさいはく分館と機能的に類似するプラザ西伯の貸室利用状況（平成 26 年度実績）は、貸

室稼働日数 216日で延べ利用者数 8,444人、延べ利用回数 325回となっている1。利用頻度（稼

働率）としては、さいはく分館より低いが、収容能力が大きい大会議室を中心に、比較的規模の大きな

イベントや集会等に利用されている。 

 

プラザ西伯の貸室利用実績（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラザ西伯の合計利用回数別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラザ西伯の合計利用者数別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 学童保育、選挙に係る期日前投票所としての使用を除く。 

稼働日数 利用者数 利用回数
稼働日平均
利用者数

稼働日平均
利用回数

1回当たり
利用者数

216日 8,444人 325回 39.1人 1.5回 26.0人

 大会議室使用
  （他室との併用を含む）

160日 6,563人 176回 41.0人 1.1回 37.3人

 大会議室以外使用 123日 1,881人 149回 15.3人 1.2回 12.6人

      全      館
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「大会議室」の利用回数別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大会議室」の利用者数2別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大会議室」以外の利用回数3別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大会議室」以外の利用者数4別貸室稼働日数（H26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 他室と同時併用の場合は、他室を含む合計利用人数で集計している。 
3 大会議室と同時利用のケースはカウントしていない。 
4 同上。 
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１－５ 複合施設整備の必要性について 

１－５－１ 複合施設整備の意義 

（１）さいはく分館における諸課題への対応 

 昭和４８年に建築されて長年が経過し、平成１２年の鳥取県西部地震の影響もあり、雨漏りや

設備面での不具合などにより使用不可能となる部屋も出てきており、大集会室及び青少年室以

外の稼働率・利用頻度は高くないのが現状である。 

 施設の老朽化や、階段・トイレ等バリアフリー未対応の施設であること、多様化する社会教育ニーズ

への対応が難しくなっていること等から、利用者が限定的な状況となってきている。 

 また、今後の社会教育ニーズに対応するためには、運営を行う人材が課題となることが考えられる。 

 

（２）法勝寺図書館における諸課題への対応 

 さいはく分館に隣接する法勝寺図書館も、バリアフリー対応の施設となっておらず、施設の規模が小

さいことから、利用者のニーズに応えきれていない現状である。 

 限られたスペースの中で、静かに本を探したい利用者と学校帰りの子ども達が集うため、双方の利

用者にとって快適なスペースとなっていない。 

 閉架書庫や作業スペースが狭く、図書の検索や企画の準備等に支障をきたしている。 

 図書館司書に非常勤職員が多いため、知識やノウハウの蓄積が困難な状態である。 

 

（３）交通の結節点としての機能維持・拡充 

 さいはく分館は、バス通学する小学生がバスを待つ場所となっており、多くの小学生が、館内で宿題

をしたり周辺で遊んだりしながら、発車時刻までバスを待っている。 

 平成３０年度には、バス路線の見直しにより従来の路線バスが法勝寺止めとなることに伴い、法

勝寺より南の路線については、デマンド型の小型バスの運行が計画されており、これまで以上に多く

の人が立ち寄る場所となることが予想される。 

 

（４）「生涯活躍のまち」の多世代交流拠点としての役割 

 南部町で進める「生涯活躍のまちづくり」において、町民や移住者が活躍する場、多世代交流の拠

点の整備・確保が求められている。 

 

（４）複合施設として整備する必要性 

 現在のさいはく分館が抱える課題を解決するため、西伯地区での社会教育活動の拠点としてのさ

いはく分館の機能の確保充実を図ることが求められている。 

 また、現在の法勝寺図書館機能の充実を図り、公民館機能と複合化させることで、相乗的に利用
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者が増加することが見込まれ、併せて魅力的な施設として整備することで、バス利用者など町民は

もとより、町外からの利用者も増え、南部町の魅力を発信する拠点となることも見込まれる。 

 整備にあたっては、現在の公民館の機能を確保充実し、現在の図書館も併用しながら機能充実

を図るため、現在の位置に建て替えることとし、近隣の施設とも機能的に連携を図ること等で、全町

民にとって魅力ある施設とする。 

 なお、現施設の補強・改修では、今後の利用者のニーズに応えることができないことが想定されるこ

とから、建て替えによる整備を行う。 

 

 

１－５－２ 複合施設整備の目的 

さいはく分館及び法勝寺図書館が抱える施設面での課題と、それに伴い生じている施設利用に係る

課題を解決し、図書館・生涯学習等活動にかかる住民や住民活動団体の主体的な活動の活性化を

図るとともに、多世代が交流することで新たな活動や価値を生み出し、町全体の賑いや元気づくり、愛郷

心の醸成につながる施設として、以下のような機能が実現することを目指す。 

 

 現在の利用者に加え、子ども連れ、小中学生から高齢者まで幅広い層の利用を図る。 

 現在の生涯学習・図書館の機能の充実を図るとともに、複合化することによる効率化を図る。 

 複合施設であることのメリットを活かし、多世代交流の促進を図る。 

 近隣施設の相互利用による新たな楽しみ方の発信、提供等の展開を図る。 
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１－５－３ 他の計画等における複合施設整備の位置づけ 

本複合施設の整備については、南部町における以下の計画に位置付けられている。 

（１）なんぶ創生総合戦略（平成 28年 9月改訂） 

（１ 産業振興・雇用創出（農林業の高付加価値化による競争力の強化）） 

（４ 地域の活力創出（文化・芸術・スポーツによる地域づくり）） 

「さいはく分館の改築による複合施設の整備」 

さいはく分館を建て替え、多くの町民が集い活動する多目的の複合施設として整備する。整備にあた
っては、良質な木造建築とし、林業振興のシンボル的な施設とする。 

 

（２）南部町生涯活躍のまち基本計画（平成 29年 3月） 

（２．拠点整備（ｺﾐｭﾆﾃｨ機能、活躍の場づくり）に関する取り組み 

「さいはく分館の建替えに伴う複合施設」 

南部町法勝寺地区に位置する老朽化した公民館さいはく分館に代わる新たな複合施設の整備を検
討しており、生涯活躍のまちの推進に拍車をかける機能を内含した施設を整備する。 

この施設の在り方については、平成28年度中に有識者や住民らを交えた複合施設検討委員会にお
いて検討され方向性や条件等の答申を得たところであり、平成29年以降、計画を更に磨き上げる検討
を行う。なお、建設にあたってはＰＰＰ・ＰＦＩ等の民間活力の活用を視野に、投資対効果を十分考
慮しつつ検討を行うこととする。 
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１－５－４ これまでに聴取した意見等 

（１）公民館機能に対する要望・意見等（検討委員会、社会教育委員会等） 

フリースペース 

【機能・設備】 

 大きさの違うテーブルと椅子 

 ミニギャラリー（各種発表・展示・掲示板機能） 

 自販機、売店（菓子、飲料、文具等）の設置 

 Wi-Fi完備 

 パソコン・テレビ等の視聴覚機器 

 自由に使える印刷機 

 荷物置き場（ロッカー、クローク、貴重品金庫等） 

 託児スペース、キッズコーナー 

【その他】 

 自然光による明るさと開放感のあるスペースにして欲しい 

 バスや送迎待ちの児童生徒の居場所 

 図書館との空間的な繋がり 

 駅舎風のエントランスやインスタ映えするレトロな雰囲気（法勝寺電車を意識） 

 学習、飲食、おしゃべりが自由にできるスペース（天萬庁舎 1Fのようなイメージ） 

会議室（研修室） 

【機能・設備】 

 規模のパターン 

→ａ．10人、20人、30人規模の会議に対応 

ｂ．100～150人、80～100人、50～80人、30～50人、30人以下の会議に対応 

 スクリーン、プロジェクターの備付 

 TV受信設備（パブリックビューイングが可能） 

 防音対応 

 部屋の外から様子が窺えるオープンな会議室 

 会議用の机や椅子等が収納できるスペースを確保して欲しい 

和室 

【機能・設備】 

 茶室としての機能整備（炉、床） 

 水道設備（茶道、生け花教室としての利用等） 

 姿見（着付け等での利用） 

 囲碁・将棋ができる部屋（盤、駒等の備置き） 

 キッチンスタジオとの導線配慮（隣接等） 

 宿泊利用（部活やスポ少の合宿利用等） 

 1階にあったほうが良い or 各階に 1部屋ずつあると良い 
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キッチンスタジオ 

【機能・設備】 

 高さが調整できる調理台の設置 

 あらゆる年代の利用者を想定したシンクの高さ 

 大型のオーブン・冷蔵庫、製氷機 

 IH よりもガスコンロが良い 

 食用のスペースを確保 

その他（施設の機能性やデザイン性等について） 

【計画全般について】 

 敷地の問題をクリアにしないと施設全体の規模の妥当性が判断できない 

 しあわせの施設機能やプラザ西伯の老朽化といったことも考慮した、施設のあり方を検討する必

要がある 

 役場が浸水するほどの水害が発生した場合、現在の位置に建替えすることは防災機能面で問

題がありはしないか？ 

 公民館機能、図書館機能それぞれの人の配置、施設全体の運営や維持管理をマネジメントす

る体制をどうするか 

【配置する施設機能の考え方について】 

 今の公民館機能を充実させるというだけでは視野の狭い検討になるので、公民館や図書館に用

件が無い人を含め、色々な人々が自然と集う場所にするという考え方が必要 

【設計上の配慮・デザイン性等について】 

 デザイン性を高めることは必ずしもコストアップにつながるわけではない 

 若い年代層に受け入れられるようなデザインを取り入れるべき 

 フレキシビリティ（用途や機能の変化、増築や改修、間取りの変化などに対応可能な設計上の

工夫）を確保した計画とすべき 

【その他（あったら良いと思われる機能等）】 

 軽い運動等ができるスペース（レクリエーション等での利用） 

 鏡付きでダンス練習ができる部屋 

 楽器演奏やカラオケができる防音設備のある部屋 

 南部町に関することを展示するスペース 

 イベント掲示板 

 テレフォンカードが使える公衆電話、テレフォンカードの販売 

 広い駐輪スペース 

 全館バリアフリー対応 

 子どもが安全に遊ぶことのできる公園的なスペース 

 南部町に無いもの（本屋、パン屋、服屋等） 

 用途別の駐車スペースの色分け（送迎、長時間利用、ハートフル） 
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（２）図書館機能に対する要望・意見等（町立図書館からの意見・要望） 

開架スペース・閉架書庫 

 開架（一般架・児童架・特設架）で 5万冊分のスペース確保 

 一般架・児童架とは別に、特設架（くらしの情報コーナー、闘病記文庫、YA（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）コ

ーナー、子育てコーナー等）を配置 

 書架の間隔をできるだけ広く（防災、安全管理） 

 閉架書庫には 3万冊以上を蔵書可能として欲しい 

 閉架書庫の配置は、作業動線を考慮したカウンター等との位置関係が重要 

学習・閲覧スペース等 

 来館者の利用目的等に応じた、学習・閲覧スペースのゾーニング分けができるようにしたい 

→ 例えば、BGMや通常の会話程度の「音」は許容できるゾーンと静かに読書・調べものができる

ゾーンなど 

 閲覧席は、キャレル席（隣の席との間に仕切りがあるタイプ）やカウンター席、グループで利用で

きるような机と椅子を配置 

 ブラウジングコーナー（ソファー等を置き、ゆったりと寛げる空間で新聞・雑誌類を閲覧できる場

所、BGMや飲み物 OK） 

 様々な年代・目的等に応じて自由に集えるフリースペース（飲食可、児童・生徒の居場所とし

ての開放）の設置 

 可能であれば、屋外の芝生等の中でゆっくりと読書ができる環境が作れるとなお良い 

バックオフィス 

 蔵書の整理作業やミーティング等ができるスペースの確保 

 職員や納入業者等が利用する出入り口の設置 

その他 

 地域ボランティアの人たち用の活動スペース、小道具類が保管できるスペースを確保 

 点字印刷機が置ける防音室 

 パソコン利用席（インターネット環境整備、利用者持込パソコン等の使用可） 

 法勝寺電車の効果的な活用 

 農業支援や起業支援等での図書館機能の存在感を高めたい 
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（３）住民ワークショップの意見集約結果（人が集まる機能等に関する意見・アイデア） 

想定利用者層 人が集まる、快適に過ごせる機能や仕掛け 

子ども連れ 

【施設機能に関する意見】 
 子どもが比較的自由に遊べる空間（室内外、遊具、芝生広場 等） 
※町内に小さな子どもを連れて過ごせる場所がない・少ない 

 キッズルーム・託児機能 
※講演会等への参加時に子どもを預けられる機能があると良い 

 授乳室、おむつ替えが可能な場所 
 自然史博物館 
 安全な駐車場 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 気軽に入れる 
 畳のスペース 
 子どもに物を食べさせても良い 
 お母さんの情報交換の場 
 夜間でも安心して利用できる 
 育児書の充実 

小学生 

【施設機能に関する意見】 
 自由に遊べる場所（芝生広場） 
 安全なバス待ち・送迎待ちスペース 
 学習スペース 
 学年を超えて交流できる空間・機能 
 学童保育サービス 
 西伯小学校から安全に移動できる動線 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 図書館との機能連携（入りやすさ、利用のしやすさ） 
 小学校とのつながり・連携（各種行事や学習を通じた利用など） 

中高生 

【施設機能に関する意見】 
 ダンスができるスタジオ（防音機能） 
 ロッカールーム（荷物置き場）、着替えができる場所 
 学習スペース、自習室、個人（一人）で利用できる場所・部屋 
 飲食機能（カフェ）、飲食が可能なフリースペース 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 SNSが使える場所（Wi-Fi対応） 
 合宿利用等で宿泊ができる 
 塾 
 インスタ映えするような場所・空間 

サラリーマン・主婦 

【施設機能に関する意見】 
 フリースペースでのランチ・カフェ 
 スタジオキッチン 
 ミーティングルーム 
 オフィス（起業支援、スタートオフィス） 
 コミュニティスペース、ギャラリー 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 土日、休日、夜間の利用（過ごし方の提案、発信、周知） 
 町の様々な情報を発信する掲示 
 趣味利用 
 配食サービス 
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高齢者 

【施設機能に関する意見】 
 バリアフリー、ユニバーサルデザイン 
 娯楽室（麻雀、将棋、囲碁など → 認知症予防） 
 カフェ、バー、売店（自動販売機）、お茶できる場所 
 駐車場からエントランスまでの安全でスムースな動線 
 中庭 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 移動手段の充実、送迎 
 病院的役割（健康サポート） 

その他 

【施設機能に関する意見】 
 多目的ホール、法勝寺歌舞伎などの上演施設（200人、300人規模） 
 音響設備（ホール利用） 
 里山自然館、里山学習館 
 ギャラリー 
 図書館との空間的な連続性 
 屋外トイレ（夜間でも使用可能） 
 ビューポイント（屋上空間の活用） 
 コンビニ 
 ボルダリング 
 
【施設の仕様や運用に関する意見】 
 情報発信基地 
 吹き抜けエントランス 
 木造仕様 
 図書館の夜間利用 
 室内の様子が見える、見せるスペース（調理室など） 
 いつでも使えるスペース 
 土足で入れる施設 
 公民館としてしっかり機能させるための人の配置 
 施設単体ではなく、一帯としての全体図の中で考えなければいけない 
 プラザ西伯、しあわせなどの他施設との機能分担で、過大な施設とならないよう
配慮 

 周辺施設を含めた人の往来と車の動線などをトータルで考えるべき 
 避難場所とするなら、浸水しないような工夫が必要 
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２ 基本計画 

２－１ 複合施設のコンセプト 

図書館・生涯学習等活動にかかる住民や住民活動団体の主体的な活動の活性化を図るとともに、

多世代が交流することで新たな活動や価値を生み出し、町全体の賑いや元気づくり、愛郷心の醸成に

つながる施設整備を目指すことを基本的な方針として、以下の項目をコンセプトに、複合的な施設として

整備を行う。 

 

○ 子どもから高齢者まで住民誰もの居場所となり、さらに町外からの来訪も盛んになり、幅広い人々

が集うことにより、この施設を拠点に様々な人々が共生し、南部町のアピールにもつながる施設を

目指す。 

○ 「学び」「交流」「情報」の３つの柱を軸に社会教育施設としての機能だけではなく、多世代が多目

的に交流できる場を整備することにより、新たな活動や価値を生み出し、生涯に渡り活躍できる場

となる施設とする。 

○ 西日本で唯一、環境省が選定した「重要な里地里山」に町全体が指定されたこともあり、住民が

南部町の自然・文化・伝統などを学び、故郷に誇りと愛着を持つことができるような施設とするとと

もに、環境及びデザインに配慮した整備を行い、南部町のオリジナリティのある、持続可能な施設

とする。 

○ プラザ西伯、総合福祉センターしあわせ、法勝寺まごころ市等の近隣施設と機能的に連携を図る

ことで、法勝寺エリアをはじめとする町全体の賑い創出につながる施設とする。 

 

複合施設と近隣・周辺施設等との機能連携イメージ 
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２－２ 複合施設に備える基本的な機能構成 

施設コンセプトを実現するために備えるべき基本的な機能構成を以下のように整理する。 

２－２－１ 学習支援機能 

■ 地域住民の生きがいとなるような生涯学習 

■ 図書館での学習支援 

■ 地域の自然・歴史・文化資料の展示・保存 

 

２－２－２ 交流機能 

■ 多世代の世代間交流 

■ 個人と活動グループの交流 

■ 地域間の交流（町外の人や団体等との交流） 

 

２－２－３ 情報発信機能 

■ 施設の拠点化による人や情報の集中 

■ 地域ブランド発信・観光発信 

 

２－２－４ 住民活動支援機能 

■ 地域振興協議会等によるまちづくり活動の拠点 

■ 民間非営利活動団体等の育成・支援 

■ コワーキングスペースの設置等による起業・ビジネス支援 

 

２－２－５ バスの接続機能 

■ 路線バス、巡回バス、デマンドバスとの接続ができるバス乗り入れスペースを確保 
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２－３ 機能区分（エリア区分）の設定と整備方針 

２－３－１ 機能区分（エリア区分）の設定と基本的な考え方 

複合施設には、公民館機能ゾーン、図書館機能ゾーン、交流機能ゾーン（公民館や図書館の利用

者以外でも、ある程度自由に使える空間）の大きく 3 つの機能区分（エリア区分）を配置し、施設全

体として、明るく誰もが立寄りやすい雰囲気の施設とする。 

また、屋外機能として、敷地内にはバスの乗り入れスペース（国道180号線沿いにある既存のバス停

を移設する）や多目的広場（ポケットパーク）を設ける。 

 

（１）公民館機能ゾーン 

公民館としての社会教育事業を実施する上での拠点という位置づけを基本としつつ、住民の様々な

活動の場として空間提供を行う。 

現在、さいはく分館を定期的に利用している人に対して快適性や利便性の向上を図るのと同時に、

幅広い年代層のニーズに対応できるような機能とサービスの提供で利用者層の拡大を図ることで、住民

や利用者・来館者のコミュニティ形成、利用団体間の交流やネットワークの広がりを促す役割も担う。 

 

（２）図書館機能ゾーン 

法勝寺図書館の機能充実を図るため、開架スペース及び閉架書庫を拡充するとともに、気軽に本に

ふれることができるようなブラウジングコーナーを設置する。 

学習室など、静かな環境が求められるエリアと、そうでないエリアを分け、利用者が快適に利用できる環

境を整備する。 

また、地域の自然・歴史・文化資料が閲覧・保存できるスペースを設置し、住民が南部町のことを知る

場とする。 

 

（３）交流機能ゾーン 

複合施設建物のエントランス部と交流スペースの連続した空間で構成され、バス・送迎の待合いや来

館者の語らい・憩い・寛ぎの場所として、また、公民館や図書館が行う各種事業をはじめ、様々なイベン

ト開催にも使用できる空間として整備する。 

公民館や図書館を利用する予定がない人でも気軽に立ち寄ることができ、多くの出会いや交流が生

まれる場所としての機能を担う。 

 

（４）３つの機能区分の配置関係 

交流ゾーンを中心として公民館機能と図書館機能を配置し、すべての利用者動線が重なり合うことで、

多くの出会いの場面を演出することができる。さらに、各機能区分、各室の機能が相互に連携し補完し

合うことで、施設全体の稼働率を高め、活気ある交流の空間を創出する。 
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２－３－２ 機能区分別の主な諸室構成 

機能区分（エリア）ごとの主な緒室構成とその機能概要を以下のように整理する。 

（１）公民館機能 

① 多目的ルーム 

一定規模（椅子席のみ・テーブルなしで 100～150 名程度）の会議・会合や太極拳、ヨガ、ダンス、

エアロビクスなどといった健康運動系の活動での利用を想定。また、防音機能を備えることで、楽器演奏、

民謡、合唱、カラオケなどの活動にも対応可能な部屋とし、映画上映会等が開催できる音響・映像設

備を備える。 

 

② 会議室・活動室 

小規模な講座・教室、各種団体等の会議・活動、学習の場としての利用を想定し、定員 20～30

人程度の部屋を 2部屋配置する。 

 

③ 和室 

着付けや茶道・花道などの教室や団体の活動・会合の場として利用できる中規模（12 畳程度の 2

間続き）の和室とする。利便性を高めるため、給湯室か水回りの設備を近くに配置する。 

 

④ 調理室 

施設を利用したイベント開催時等に利用できる調理室を設ける。 

また、非常時の炊き出し等での利用場面も想定し、業務用コンロなどの大量調理にも対応できる機

能を備えたものとする。 
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（２）図書館機能 

① 開架スペース 

一般架、児童架、特設架を配置し、計 5 万冊分の配架能力を有するスペースを確保する。できる限

りゆとりある開放的な空間を演出するため、また、安全管理のためにも十分な書架間隔を確保する。 

特設架には、「くらしの情報コーナー」「闘病記文庫」「YA（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）コーナー」「子育てコーナー」

等を配置する予定。 

 

② 学習・閲覧スペース 

小さな子供連れでも気兼ねなく利用できる空間と静かな環境で読書・学習・調べ物ができる空間の区

分け等、来館者の利用目的別のゾーニング配置を考慮する。また、郷土資料コーナー（地域に関する

各種資料を配架）、PC・視聴覚ブース（パソコンを使用しながらの学習、AV 資料の視聴が可能）を

置く。 

閲覧席は、個人用（キャレル席、カウンター席など）とグループ用（4 人掛けテーブルなど）に分けて

配置するほか、児童架と子育てコーナー付近には床に直接座れる閲覧スペースを設ける。 

なお、利用目的によっては、公民館機能との機能連携によって提供するという方法も考えられる。 

 

③ 対面朗読室 … 【 新設 】 

主に視覚障がいのある方向けサービス（ボランティア団体の活動）としての対面朗読や読み聞かせテ

ープの録音に使用する目的で設置するもの。プライバシー配慮が必要になるような相談対応事業などで

利用することも想定される。 

 

④ ブラウジングコーナー 

ゆったりと寛いだ環境で新聞や雑誌類を閲覧できるスペースで、落ち着いた雰囲気の BGMを流し、飲

料を持ち込むことも可能なエリアとして設定することを想定している。 

 

⑤ サービスカウンター 

図書貸し出しと返却サービス、利用者カードの発行、図書館利用や様々な情報収集の相談に対応

するレファレンスサービス等の窓口機能と背部の作業スペースを含むエリアを想定。 

 

⑥ 閉架書庫 

約3万冊の収蔵に対応する書庫とすることを想定。限られたスペースでより多くの収蔵を可能とするよう

な工夫をするとともに、作業効率やサービスカウンター等とのスムーズな動線に配慮した配置とすることが

望まれる。 

 

⑦ 文化財等展示・保管スペース … 【 新設 】 

地域の風土、歴史・伝統、文化等に関する様々な資料を保管するとともに、交流ゾーンでの展示等

により、適宜町民が閲覧できるような環境を整備する。 
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（３）交流機能ゾーン 

① エントランスロビー 

エントランスロビーは、交流スペースと一体的な空間構成とし、主に路線バスや送迎車の待合いや人と

の待ち合わせ、休憩、歓談など多目的に利用されることを想定。 

 

② 交流スペース 

交流スペースは、エントランスロビーと一体的な空間構成とし、エリア内にはギャラリー・展示スペース、情

報発信コーナー、ミーティングスペース、キッズスペースなどを配し、「多くの出会いと交流が生まれる賑わい」

と「1人で来ても落ち着いて寛げる憩いの場」双方の要素をもつエリアとして整備する。 

また、公民館や図書館主催の行事や他の団体主催の様々なイベントの開催、なんぶ SANチャンネル

の公開収録の実施などに対応可能とすることで人の往来を促し、地域一帯としての面的な賑わいを創出

する空間とする。 

 

③ 商業スペース 【 新設 】 

来館者の増加や利用者間の交流を促進することを目的とし、カフェ（軽食等の提供機能を含む）等

民間の商業スペースを配置する。 

 

④ コワーキングスペース 【 新設 】 

南部町で事業やテレワークを行う人、高校生サークルや新青年団などの活動の場として利用したり、

来館者が気軽にパソコン等を使った作業や少人数での打ち合わせに利用したりできる空間とする。 

 

 

（４）その他（管理機能、屋外機能等） 

① 屋内配置機能 

 施設全体を一元的に管理し、利用者案内等の窓口となる管理事務室 

 施設利用者向けのロッカー室、多目的トイレ（最低 1 ヵ所） 

 備品等収納倉庫、給湯室、機械室 

 エレベーター（２階建て以上とする場合） 

 

② 屋外配置機能 

 バス停留場（上下線ともに現在地から移設）、来館者用駐車場・駐輪場 

 車庫、屋外倉庫、誰でも気軽に寛げる多目的広場（ポケットパーク） 
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複合施設に配置する主な諸室構成と機能概要一覧（案） 

機能区分／主な配置緒室等 機能の概要 

公
民
館
機
能 

多目的ルーム 

（現況：大集会室 173㎡） 

 利用定員 100～150人 

 踊り、ダンス、音楽等の活動利用にも対応（鏡設置、防音） 

 映画上映会等に対応できる音響・映像設備を備える 

 分割利用を可能とする 

会議室・活動室 

（現況：会議室、研修室×4室） 
 利用定員 20～30人程度×2室 

和室 

（現況：20畳×1室） 

 茶道や着付けなどの教室や団体活動・会合の場として利用できる中

規模の和室（12畳程度の 2間続き） 

調理室 

（現況：調理実習室 72㎡） 

 イベント開催時等の調理に活用できるような調理室 

 炊き出し等の大量調理にも対応 

貸事務所 【新設】  住民団体の活動拠点用等としての貸出を想定 

図
書
館
機
能 

開架スペース 

（現況：開架蔵書数 3.5万冊） 

 一般架、児童架、特設架あわせて 5万冊分のスペースを確保 

 防災・安全管理上十分な書架間隔を確保 

学習・閲覧スペース 

（現況：読書室兼研修室、読書コー

ナー、絵本コーナー 計 134.5㎡） 

 来館者の利用目的に応じたゾーニングに配慮（子供連れでも気兼

ねなく利用できる空間と静かな環境で読書・学習・調べ物ができる空

間の区分け等） 

 閲覧席は個人用（キャレル席、カウンター席など）とグループ用に分

けて配置 

郷土資料コーナー  地域の風土、歴史・伝統、文化等に関する資料を配置 

パソコン・視聴覚ブース 
 パソコン等を使用しながら学習が可能（持込 PC使用に対応） 

 AV資料を視聴するための機器を設置 

対面朗読室 【新設】 
 プラーベートな空間での 1対 1 の読み聞かせ等に利用 

→視覚障がい者へのサービス等（静かなスペース） 

ブラウジングコーナー 

（現況：16.8㎡） 

 ソファー等を設置し、寛げる空間で新聞・雑誌類を閲覧できるコーナ

ーで、飲食も可とする 

サービスカウンター 
 図書の貸し出し・返却サービス、利用者登録、レファレンスサービスな

どの窓口業務を行う場所 

閉架書庫 

 約 3万冊の収蔵に対応 

 バックヤードとしての作業スペースを含む空間を確保 

 蔵書整理作業に十分なスペースと作業効率を考慮した動線の確保 

文化財等展示・保管スペース 【新設】 
 地域の風土、歴史・伝統、文化等に関する資料の展示・保存・保

管 
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交
流
機
能
ゾ
ー
ン 

エントランスロビー 

（現況：町民ホール 72㎡） 

 待ち合わせ・休憩・歓談等自由に利用できるスペース 

 バスや送迎の待合利用を兼ねる 

交流スペース 

※エントランスロビーと連続した空間 

 ギャラリー・展示コーナー、情報発信コーナー 

 ミーティングスペース、キッズスペース・授乳室 

 各種イベント（なんぶ SAN チャンネルの公開収録など）の開催も可

能な空間を確保（最大 200名程度） 

※多目的ルームとの連続した空間利用の可能性も検討する 

商業スペース 【新設】 

※交流スペースの一角に配置 
 カフェ・軽食等の提供機能（民間事業者）を想定 

コワーキングスペース【新設】 

※交流スペースの一角に配置 

 パソコンを使った作業ができるスペース（数名分）と、少人数での打

ち合わせが可能なコワーキングスペースを設置する。 

 wi-fi等によりインターネットに接続できる環境を整備する。 

供
用
部
等 

管理事務機能 
 事務室（応接機能を含む）、職員ロッカー（男・女）など 

※公民館部門と図書館部門の事務機能共用化を検討する 

その他（屋内） 

 風除室、廊下、階段、エレベーター 

 利用者用ロッカールーム 

 トイレ、給湯室、倉庫（備品等収納）、機械室など 

建物延べ床面積（法勝寺図書館を含む）  約２，0００㎡ ～ ２，５００㎡ 

屋外機能 

 バス停留場 

 来館者用駐車場（50台程度以上）、駐輪場、送迎車両停車場 

 車庫・倉庫 

 多目的広場 

 

２－４ 動線や機能配置を踏まえたゾーニング計画 

本複合施設内には、目的や性格の異なるさまざまな施設が入るため、相互の位置関係や動線に配

慮する必要がある。また、複合施設が単なる機能の集積であるばかりではなく、機能相互の連携による

相乗的な効果を発揮できるような配置を検討する必要がある。 
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２－５ 構築する情報通信システム 

２－５－１ 情報通信システムに関する基本的な考え方 

本施設に関する情報を一元的に管理・運用し、わかりやすい施設情報の提供に努めるとともに、施設

の予約・貸出等を効率的に行うためのシステムや情報通信技術による市民の相互交流など、本施設を

快適に利用するための情報通信システムを検討する。 

なお、システムの構築・運用にあたっては、情報資産を守り、住民等が安心して利用することができるよ

う、ネットワーク環境や情報セキュリティ対策にも留意する。 

 

２－５－２ 貸館予約システム 

施設を利用したい人が、簡単に施設の予約状況を確認できる予約システムの整備を検討する。 

 

２－５－３ 図書館システム 

図書館業務を管理するためのシステムは、現行の図書館で運用されているシステムの機能を移行する

ことを予定しているが、新たにＩＣシステムを加えるなど、利用者の利便性向上を図ることも検討する。 

 

２－５－４ 公衆無線 LANアクセスポイントの環境整備 

本施設利用者の利便性向上や、昨今の公衆無線ＬＡＮのアクセスポイント拡大という情勢に鑑み、

施設内において公衆無線ＬＡＮサービスの提供を検討する。運用方法については、図書館を含む複合

施設であることを踏まえ、今後詳細な検討を行うこととする。 
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２－６ その他施設整備にあたって配慮すべき事項 

２－６－１ 環境に優しい施設づくり 

■ グリーン化技術の導入等により、消費エネルギーの削減や環境負

荷低減に寄与する、環境に優しい施設づくりを行う。 

■ 導入するグリーン化技術に関しては、初期投資コストの回収見通し、

補助事業の有無など、諸条件を考慮した選択に留意する。 

 

２－６－２ ユニバーサルデザイン 

■ 関連する法律や条令を遵守し、降雨・降雪時の配慮、様々な利用者層の安全性と利便性を踏ま

えたユニバーサルデザイン（施設案内サイン等を含む）の考え方に基づく整備を行う。 

 

２－６－３ 周辺の景観等との調和 

■ 周辺の自然環境や遠景～近景の広い範囲における景観への配慮、

近隣施設との調和を図った外観デザインやサインを取り入れる。 

 

２－６－４ 地場産材の活用 

■ 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づ

く国の基本方針の趣旨を踏まえ、公共施設としての「落ち着き」や

「憩い」の演出を図るうえでも、地場産材の活用も念頭に置いた整

備計画とする。 

 

２－６－５ 災害等の非常時の備え 

■ 災害時に緊急避難場所として活用できる機能を保持するため、周囲のインフラ停止や停電時を想

定した施設整備を行う。 

 

２－６－６ コストマネジメント 

■ 使いやすさと建設コスト、長寿命化やメンテナンス性を考慮したランニングコストとの調和を図ったデザ

インとし、施設のライフサイクルを通したコストマネジメントの考え方を維持管理・運営に反映する。 
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３ 施設配置計画 

３－１ 整備予定地の現況 

 現在さいはく分館が建てられている用地は、現在の図書館用地も含め 4,849㎡である。 

 敷地内には、図書館（315.11㎡）、法勝寺電車展示施設（126.4㎡）が設置されている。 

 国道側はフラットな接道となっているが、プラザ西伯側に上がるほど、道路と敷地との高低差が大きくな

っており、進入路を整備する場合には配慮が必要である。 

 

 

 

３－２ 施設配置上の制約条件 

３－２－１ 現法勝寺図書館 

さいはく分館に隣接し、法勝寺図書館が立地し使用されている。当該建物については、平成２年に

建設されたものであり、複合施設を建設する際には、当該建物を現在の位置に残すことを前提に建設

計画を策定する必要がある。また、新たに整備する複合施設が図書館の機能を有するものとなるため、

現在の法勝寺図書館の建物は図書館として利用する必要はなくなるが、機能的にも連携を図っていく

必要があるため、複合施設の配置を検討する際には配慮する必要がある。 

 

 

 

３－２－２ 法勝寺電車展示施設 

法勝寺図書館敷地への入り口の国道沿いには、法勝寺電車の展示施設が配置されている。これは、

平成２７年度に整備されたものであり、複合施設整備する際には、当該施設についても現在の位置に

残すことを前提に建設計画を策定する必要がある。また、複合施設を配置する際には、現図書館の建

物も含め、利用者の利便性に配慮した動線を確保することが必要である。 

 



 

32 

３－３ 立地条件等からみた施設配置の検討 

以上の立地条件及び制約条件を踏まえ、複合施設の配置を検討する。 

【複合施設の機能に必要な敷地面積規模】 

現在整備を検討している施設の機能は２－３に掲げるとおりであり、複合施設及び屋外機能を整備

するためには以下の面積規模が必要となると見込まれる。 

① 複合施設延べ床面積 

建物の延床面積は、２，0００～２，５００㎡程度になることが見込まれる。ただし、現

法勝寺図書館に機能の一部を配置することは可能である。 

② バス乗り入れスペース 

屋外に配置するバスの乗り入れ場として、一定の面積を確保する必要がある。 

③ 利用者駐車場 

利用者駐車場についても、現在の駐車可能台数（約５０台）以上を確保することが求められ

る。 

④ 多目的広場 

これまで聞いた意見でも要望する声が多く、町が進めるポケットパーク構想と並行して検討を進め

る必要があるが、一定の面積が必要になると想定される。 

⑤ 車庫・倉庫 

現在のさいはく分館敷地内にある公用車庫及び倉庫についても、現在の規模を確保することに

加え、法勝寺歌舞伎の道具やさくらまつりの雪洞等を保管できるスペースが必要になる。 

 

【機能の配置】 

上記機能の配置については、以下のとおりである。 

① 複合施設建物の配置 

小学生やバス待ちの人が気軽に複合施設を利用でき、また、現図書館、法勝寺電車展示施

設及びプラザ西伯との一体利用も考慮した配置とすることが望ましい。 

② バス乗り入れスペースの配置 

バス乗り入れについては、バス利用者の利便性の観点から、現在のさいはく分館、現図書館及び

その駐車場の位置に整備することが望ましい。 

③ 利用者駐車場、多目的広場、車庫・倉庫 

施設利用者の利便性の観点から、複合施設建物と近接した位置に整備することが求められる。 
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【複合施設用地】 

上記の検討を踏まえ、現在のさいはく分館及び現図書館駐車場敷地を利用して、屋外機能も含

む複合施設を整備することになるが、バス乗り入れ、利用者駐車場等に必要なスペースを考慮すると、

施設全体として敷地が不足すると見込まれるため、近隣の用地を求めることが望ましい。その場合、

駐車場等も含めた施設全体について、現法勝寺図書館、法勝寺電車展示施設、プラザ西伯、西

伯小学校等との一体的な利用も考慮して、効果的な配置を検討する。 
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４ 管理運営に関する基本方針 

本施設を整備した後の管理運営に係る考え方、管理運営体制のあり方に関する基本的な方針につ

いて検討・整理を行う。 

４－１ 管理運営の基本的な考え方 

 前章までにまとめた、本施設整備の目的、コンセプトを実現するため、以下の項目を管理運営に関

する基本方針とする。 

 

（１）快適な空間づくり 

 子どもから高齢者まで多様な利用者が、気軽に立ち寄り、快適に過ごせる空間づくり 

 

（２）施設の機能を活かした事業の実施 

 図書館機能と公民館機能を中心とした各機能が有機的に融合した、幅広い生涯学習事業の実

施 

 

（３）利用者の交流促進 

 交流事業の実施や利用者のマッチング等により施設利用者の交流を促進 

 

（４）地域に密着した運営 

 町民の積極的な関与により、自分たちの施設だという意識を醸成 

 

（５）近隣施設との連携強化 

 プラザ西伯、総合福祉センターしあわせ等の利用者が、相互に利用するような連携強化 

 

（６）効率的・効果的な施設管理 

 民間活力を含めた運営手法の検討を行い、効率的かつ効果的な施設管理を行う 
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４－２ 管理運営体制 

４－２－１ 管理運営体制についての基本的な考え方 

管理運営の基本的な考え方を踏まえ、管理運営体制の基本的な考え方を、次のとおりとする。 

 

（１）機能ごとの管理運営と全体管理運営体制の検討 

 図書館、公民館など複数の機能を有する施設となるため、それぞれの機能の効果を最大限に引き

出すため、機能ごとに相応しい運営体制を検討し整備する。 

 また、施設全体としての総合的な効果を高めるため、施設全体の統括的な管理運営体制の検討

も併せて必要である。 

 

（２）専門的な人材の確保・育成 

 住民の学習や身近な課題の解決に向けた支援を行うことのできる高度な専門知識を有し、地域の

特性や実情に精通している人材の確保・育成を図る。 

 

（３）住民参画と地域連携の推進 

 施設運営や事業への住民参画を積極的に推進することで、協働意識の醸成を図るとともに、地域

に密着した施設運営を目指す。また、地域間、世代間の交流や異なる住民活動、文化活動を行

っている利用者同士の交流の活性化に向けた支援体制を整える。 

 

（４）周辺の公共施設等との効果的な連携 

 既存の周辺公共施設等との積極的な相互連携・機能分担を行い、より集いやすい施設環境の整

備を図る。また、多種・多様な学習活動等の創造を促し、活力に富んだ様々なスタイルの住民活

動の支援に努める。 

 

（５）民間活力の導入 

 施設全体の運営管理、個別機能の運営管理において、民間が行うことにより効率化が図られる又

は効果が発揮されると認められる場合には、積極的に民間活力も導入する。 
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４－２－２ 施設機能と管理運営体制 

本複合施設の主な機能として、公民館と図書館による学習支援機能、交流機能、情報発信機能

及び住民活動支援機能がある。これらの機能（事業）が相互に連携・融合しあうため、また、効率的

な維持管理を行うためには、施設全体を一体的管理する体制を整備することが効果的である。 

 

複合施設管理運営の組織体系イメージ 
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４－２－３ 管理運営主体についての考え方 

公共施設の管理運営主体としては、町の直営（一部の業務を民間委託する場合を含む）とする場

合、指定管理者制度の導入等によって民間事業者に運営を委ねる場合の大きく２つの形態が考えられ

る。 

複合機能施設を有効に活用するためには、当該施設が有する様々な機能を有機的に一体化できる

管理・運営体制の整備が望ましいが、本施設で提供される図書館サービスなど、その事業運営に専門

的な知見・経験・ノウハウが求められる機能の特性にも配慮する必要がある。 

個別機能ごとの管理運営主体と施設全体の効率的・効果的な管理が可能となるような管理運営主

体のあり方については、施設整備と並行して引き続き検討する必要がある。 

 

管理運営主体に関する基本的な枠組みの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・各事業部門（公民館部門、図書館部門、交流促進部門）、管理部門ともに町 が直営で行う。

 ・設備保守点検や清掃業務等の一部業務については、業務委託も検討する。

 ・直営とすることで、施設運営に町（行政）の意向を反映させることが容易になる。

 ・町が実施することによって、サービス供給の持続性を担保できる。

 ・事業者選定のプロセスと手続きに要する時間とコストを省くことができる。

 ・民間事業者のノウハウ活用による効率的かつ効果的な管理運営（ライフサイクルコストの抑

    制につながる施設管理、人が自然と集まる仕組みづくり 等）が期待できない。

 ・管理運営に財政上の制約を受けやすい。（緊急の修繕対応が必要な場合等）

 ・商業機能を担うテナント事業者を町で確保する必要がある。

 ・全館管理部門に指定管理者制度を導入し、一部の機能（公民館部門・図書館部門）について

    は、町直営で行う。

 ・民間事業者のノウハウ活用による効率的かつ効果的な管理運営（ライフサイクルコストの抑

    制につながる施設管理、人が自然と集まる仕組みづくり 等）が期待できる。

 ・財政上の制約が少ない予算運用（適時・適切な保全 等）が可能になる。

 ・テナント事業者の確保を指定管理者の業務範囲とすることも可能になる。

 ・公民館部門や図書館部門といった不可欠な行政サービス部門については、町が実施すること

    によって、サービス供給の持続性を担保できる。

 ・事業者選定のプロセスと手続きに要する時間とコストを要する。

 ・事業部門と管理部門との円滑な連携が可能な体制の構築が必要になる。

 ・公民館部門、図書館部門を含む全館の管理運営に指定管理者制度を導入する。

 ・この場合、文化振興財団等といった公益財団法人を設立して、一体的な管理運営を行う指定

    管理者に指名指定することも選択肢として検討する。

 ・事業部門と管理部門との一体的な管理運営体制が構築できる。

 ・民間事業者のノウハウ活用による効率的かつ効果的な管理運営（ライフサイクルコストの抑

    制につながる施設管理、人が自然と集まる仕組みづくり 等）が期待できる。

 ・財政上の制約が少ない予算運用（適時・適切な保全 等）が可能になる。

 ・テナント事業者の確保を指定管理者の業務範囲とすることも可能になる。

 ・管理運営団体を設立する場合、町の関与によってサービス供給の持続性が担保できる。

 ・事業者選定のプロセスと手続きに要する時間とコストを要する。

 ・町の施策や意向を施設運営に反映できるような指定管理者との連携体制の構築が必要になる。

 ・民間事業者を指定する場合、指定期間後のサービス供給の持続性を担保することが難しい。

 ・管理運営団体を設立する場合、一体的な管理運営に必要な人材の確保が必要になる。
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４－２－４ 運営への住民参画の仕組みづくり 

本複合施設は、図書館サービスや公民館の生涯学習機能に加え、ワーキングスペースや飲食サービ

ス等といった、各機能によって利用者ニーズが異なる複合的な機能を有する施設である。住民や利用者

に親しまれるとともに施設の各機能を有効に活用していくためには、時間の流れとともに変化していく利用

者ニーズの的確な把握に努め、事業運営へ反映させることが求められる。 

そのためには、施設管理者と利用者等が十分なコミュニケーションを図ることが出来るような仕組みの構

築が重要になると考えられることから、利用者と施設管理者による協議体を設置するなど、利用者が施

設運営に積極的に参画できる機会を提供する方策を検討する。 

 

利用者や各種団体等の運営参画の仕組み（例） 

（１）運営サポート組織の構築 

従来の行政サービスの構図（行政＝サービス提供者・住民＝サービス受給者）にとらわれることなく、施設

管理者と住民（利用者）が協力しながら施設運営を行うことを目的に、運営サポート組織の仕組みを導入

する。サポート組織の役割は、誰もが安心して施設を利用することができるよう、施設で行われる事業の企画

や実施、並びに施設の管理運営に参画し、施設運営及び施設利用者をサポートすることである。 

運営サポート組織を構成するサポーターは登録制のボランティアとし、施設で行われる多様な活動を自発的

に支援する個人や団体が担い手となることを想定する。 

サポーターの例：個人、ボランティア組織、ＮＰＯ、企業 など 

（２）既存コミュニティ組織等との連携 

本施設の機能や立地特性を十分に発揮するために、近隣地域や関連団体等の既存のコミュニティと連携

しながら、様々な事業の実施等に取り組み、賑わいの創出やまちの活性化を目指す。既存コミュニティは、各

組織でそれぞれ取り組んでいる活動や経験等を活かし、本施設を効果的に運用していけるように、事業実施

等における連携を図る。 

既存コミュニティ組織の例：自治会・地域振興協議会、商工観光関連団体、住民団体、幼稚園・保育

園・小中学校 など 

（３）運営協議会（仮称） 

施設管理運営組織、サポート組織による効率的・効果的な施設運営を図るため、それぞれの活動状況の

報告や課題等について共有することを目的として設置する。 

運営主体である「施設管理運営組織」は、運営のパートナーである「サポート組織」と共に運営協議会を定

期的に開催することとし、施設の年次計画や運営上の課題について様々な視点から検討する。 

（４）連絡協議会（仮称） 

複合施設の基本コンセプトを実現するため、周辺施設等との連絡調整や相互連携を図ることを目的として

設置する。周辺施設等との連携による効果的な管理運営を図るため、関係者との連絡協議会を定期的に

開催することを想定する。 

また、必要に応じて「既存コミュニティ組織」が参加する場合も考えられる。 
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４－３ 施設管理（建物・設備の維持管理） 

４－３－１ 施設管理についての基本的な考え方 

 本施設の衛生的で快適な環境を確保するとともに、安全かつ安心して施設を利用することができるよ

う、環境衛生管理、設備管理・保全等により、建物・設備の維持・管理を行う。 

 景観に配慮した施設の維持に努める。 

 

４－３－２ 清掃管理 

 施設の床面や壁面、扉、備品など、各施設の特性に従って、バランスのとれた美観・衛生を維持する

ための清掃管理を行う。 

 事後清掃だけではなく、建物内に汚れを持ち込ませない清掃や、汚れる前に処置を行い恒常的に美

観・衛生を保持する予防清掃を行う。 

 

４－３－３ 衛生管理 

 施設内環境を衛生的に維持管理するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に

定める環境基準に基づき、測定・点検・調整を行う。 

 

４－３－４ 安全管理 

 施設内の電気設備、空気調和設備、給排水衛生設備、防災防犯設備、搬送設備、通信情報設

備などの総合管理、運転監視、定期点検を行い、異常の早期発見と緊急対応や故障箇所の補修

を行う。 
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４－４ 危機管理（防火・防災、警備） 

４－４－１ 危機管理についての基本的な考え方 

 施設利用者の安全・安心を守るため、災害や事件・事故等の様々な危機事象の発生を未然に防ぐ

よう、法令及び条例を遵守し、適切な危機管理を行う。また、発生時には、隣接する民間施設と協

力し、直ちに避難誘導等の対応に努める。 

 

４－４－２ 防火・防災 

 日常の防火・防災に努めるとともに、利用者に対する避難経路の周知や緊急時の対応を明確化し、

災害や事故等の発生時には、速やかな対応を講じる。 

 消防法に基づく自動火災報知設備、建築基準法に基づく防火・防排煙制御設備を設置する。また、

感知器を設置し、全館の火災監視を行うとともに、必要箇所に防火扉連動閉鎖装置を設置する。 

 

４－４－３ 警備・防犯 

 不審者の侵入を防ぐため、センサーや防犯カメラ等の対策を行う。また、入退館管理を徹底して行い、

開館時間外における関係者以外の出入を制限する。 
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５ 民間活力活用の検討 

５－１ 施設整備・管理運営等に係る各事業手法の比較 

公共施設の整備等に係る事業手法として、全国的には、施設の設計・建設から維持管理、運営に

至る一連の業務に民間の資金、経営や技術的なノウハウ等を活用するＰＦＩ方式などの導入を検討

する事例が多くある。 

本複合施設整備事業においてもいくつかの事業手法が選択肢として考えられる。以下に、各事業手

法の概要と期待されるメリットや課題点について整理する。 

 

５－１－１ 各事業手法の概要 

（１）従来方式（公設公営） 

通常の公共事業の実施方式であり、町の財政資金を用いて設計、建設、維持管理及び運営等に

係る各業務について、それぞれ個別に民間事業者に委託発注する。 

従来方式（公設公営）の概要 

スキームの概要 
町が資金調達を行い、設計、建設、維持管理・運営等の業務を個別に発注

する（分離・分割発注、個別契約）。 

施設所有形態 町の施設所有となる。 

民間ノウハウ発揮の余地 民間ノウハウ発揮の余地は小さい。 

一般的な契約期間 単年～複数年 

≪ 従来方式の基本的な事業スキームパターンの例 ≫ 
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（２）公設民営方式（指定管理） 

施設整備については、従来方式と同様に、町が設計、建設業務を個別に委託発注し、維持管理・

運営（全部または一部）業務について指定管理者制度を導入する方式である。 

 

公設民営方式（指定管理）の概要 

スキームの概要 

町が資金調達を行い、設計、建設の業務を個別に発注する。施設の維持管

理と運営（全部または一部）を業務範囲として、原則公募によって民間事業

者等を指定管理者に指定する。 

施設所有形態 町の施設所有となる。 

民間ノウハウ発揮の余地 
町との適切なリスク分担等を前提とした民間ノウハウの発揮により、維持管理コ

ストの抑制やサービス水準の向上が期待できる。 

一般的な契約期間 ３～５年 

≪ 公設民営方式の基本的な事業スキームパターンの例 ≫ 
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（３）ＰＦＩ（ＢＴＯ：Build-Transfer-Operation）方式 

ＰＦＩ方式とは、町が施設の設計、建設、維持管理、運営等の業務を一体的に発注し、民間事

業者が自らの資金調達によって契約に定める範囲のすべての業務を実施する方式である。そのうちのＢ

ＴＯ方式の場合、施設整備後ただちに施設所有権が町へ移転されるが、事業者は事業期間中にわた

って一定の性能水準を維持することを保証する。 

また、民間事業者は、幅広い業務範囲をカバーするため、複数の参画企業からなるグループ（コンソ

ーシアム）を組成する。ＰＦＩ事業者として選定されたグループは、構成企業の出資による特別目的

会社（ＳＰＣ）を設立して事業実施にあたる（最終的な町の契約相手は、この特別目的会社にな

る。）。 

 

ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式の概要 

スキームの概要 

町が設計、建設、維持管理・運営等の業務を一体的に発注し、施設整備や

維持管理に係る事業資金の調達も民間が行う。（ただし、国庫補助対象事

業の場合等、施設整備費の一部に財政資金を投入するケースもある。） 

施設所有形態 町の施設所有となる（施設整備後に町へ所有権移転を行う）。 

民間ノウハウ発揮の余地 

性能発注と一括発注、適切なリスク分担等といった仕組みによって、トータルコ

ストの抑制やサービス水準の向上につながる民間ノウハウの発揮が期待でき

る。 

一般的な契約期間 １５～２０年 

≪ ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式の基本的な事業スキームパターンの例 ≫ 
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（４）ＤＢＯ（Design-Build-Operation）方式 

町が施設の設計、建設、維持管理、運営等の業務を一体的に発注し、民間事業者が契約に定め

る範囲のすべての業務を実施する方式である。ＰＦＩ方式やリース方式との大きな違いは、民間資金の

活用を伴わない点にあり、利用料収入分を除く事業費について、町で財源を確保する必要がある。 

 

ＤＢＯ方式の概要 

スキームの概要 
町が資金調達を行い、設計、建設、維持管理・運営等の業務を一体的に発

注する。 

施設所有形態 町の施設所有となる。 

民間ノウハウ発揮の余地 

性能発注と一括発注、適切なリスク分担等といった仕組みによって、トータルコ

ストの抑制やサービス水準の向上につながる民間ノウハウの発揮が期待でき

る。 

一般的な契約期間 １５～２０年 

≪ ＤＢＯ方式の基本的な事業スキームパターンの例 ≫ 
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（５）ＤＢ（Design-Build）方式 

ＤＢＯ方式から維持管理、運営等に係る業務範囲を除いた形での発注方式である。設計と建設を

一体的に発注することで事業費（発注と契約に係るコストも含む）の削減や施設整備に係る民間の技

術的ノウハウ等の発揮が期待される。 

維持管理、運営業務の部分については、別途、直営（一部業務の民間委託を含む）か指定管理

者制度を導入するかで対応する。 

 

ＤＢ方式の概要 

スキームの概要 

町が資金調達を行い、設計、建設の業務を一体的に発注する。維持管理・

運営に係る業務については、別途対応（直営、業務委託、指定管理）す

る。 

施設所有形態 町の施設所有となる。 

民間ノウハウ発揮の余地 設計と建設の一括発注化によって、民間ノウハウの発揮の余地が高まる。 

一般的な契約期間 2年程度（設計・建設） 

≪ ＤＢ方式の基本的な事業スキームパターンの例（指定管理併用） ≫ 
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（６）リース方式 

町が設計、建設、維持管理、運営（全部または一部）業務等を包括的に発注し、民間事業者

（リース会社等）は、自らの資金調達で施設を整備し町へ長期リースする方式である。民間事業者は、

リース料（場合によって、維持管理・運営に係る費用を含む）で投下資本を回収した後に、施設所有

権を町へ移転することとなる。 

この方式を選択した場合、複合施設建物は民間所有施設となることから、補助事業や合併特例債

等の適用対象外となる。 

 

リース方式の概要 

スキームの概要 
民間事業者が資金調達を行い、設計、建設、維持管理等を行う。町は、当

該民間所有施設を賃貸借して行政サービス供給等を実施する。 

施設所有形態 
事業期間中は民間の施設所有となる（不動産取得税、固定資産税の課税

有）。投下資本回収後に町へ施設所有権を移転する。 

民間ノウハウ発揮の余地 性能発注と一括発注の仕組みによって、民間ノウハウの発揮が期待できる。 

一般的な契約期間 １５～２０年 

≪ リース方式の基本的な事業スキームパターンの例 ≫ 
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５－１－２ 各事業手法の特徴比較 

（１）町と民間事業者との役割分担 

各事業方式における町と民間事業者との役割分担のおおまかな枠組みは、下表のとおりとなる。 

 

事業方式による役割分担の違い 

 

 

 

（２）発注と契約の枠組み 

① 分離発注と一括発注 

従来方式（公設公営）や公設民営方式（指定管理）の場合、設計、建設、維持管理・運営の

各業務について、それぞれ個別の発注・契約というかたちになることから、施設の構造や機能配置、設備

性能等といった諸条件の中で、維持管理や運営に係る民間のノウハウ発揮が制約されてしまうことになり

やすい。 

これに対し、ＰＦＩ方式やＤＢＯ方式、リース方式などの場合は、設計、建設と維持管理、運営を

パッケージ化して発注するため、設計の段階から民間の持つ施設管理の効率化や管理運営ノウハウの

考え方を反映できることとなり、結果的にライフサイクルコストの抑制や費用対効果の向上（同じ事業費

でいかに政策目的の実現が図れたか）につながることが期待される。 

 

② 仕様発注と性能発注 

従来の公共事業等の発注においては、必要と思われる性能水準を担保するために詳細な業務の仕

様を定めて発注され、その仕様通りに業務実施されている限り、結果的に必要な性能水準が満たされな

かったとしても、委託先にその責任は問えないこととなる。 

ＰＦＩ方式やＤＢＯ方式等といった民間活用手法においては、発注者として求める最低限の性能

水準を示し、それを実現するための業務仕様は問わないかわりに、契約期間中の施設機能やサービス水

準の維持を保証することを求めるという発注方式となる。 

建設期間中 運営期間中 終了後

 従来方式（公設公営） 町 町 町 町 町 町

 公設民営方式（指定管理） 町 町 町／民間 町 町 町

 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式 民間 民間 町／民間 民間 町 町

 ＤＢＯ方式 町 民間 町／民間 町 町 町

 ＤＢ方式 町 民間 町／民間 町 町 町

 リース方式 民間 民間 町／民間 民間 民間 町

施設の所有資金調達

( Finance )

設計・建設

( Design/Build )

管理運営

( Operation )
事業手法
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③ 個別契約と包括契約 

従来方式などの分離発注の場合、委託等に係る契約も発注する業務ごとの個別契約となる。一方、

設計、建設、維持管理、運営等といった複数の業務を一括に発注した場合は、発注する業務範囲をカ

バーする包括的な契約を締結することとなる。 

契約に定める業務範囲が広がれば関係する法律の範囲も広がることから、契約書の分量は多くなり、

その内容も通常より複雑なものにもなることが想定される。 

また、性能発注とした場合、事業者の性能保証を担保する目的で契約の中にインセンティブ条項やペ

ナルティ条項を定めるケースが多い。 

 

 

事業方式による発注方式と契約形態による枠組みの違い 

 

 

  

発注方式

契約形態

分離発注 設計、建設、維持管理、運営の一部を分離分割発注

仕様発注 必要な性能水準の維持を担保するため、業務の仕様を定めて発注

個別契約 発注する各業務について、個別の委託契約・請負契約を締結

分離発注 設計、建設、維持管理、運営の一部を分離分割発注

仕様発注 必要な性能水準の維持を担保するため、業務の仕様を定めて発注

個別契約 発注する各業務について、個別の委託契約・請負契約を締結

一括発注 設計、建設、維持管理、運営（全部または一部）を一括発注

性能発注 要求性能水準を定め、一定の品質水準維持の保証を求める発注形態

包括契約 設計、建設、維持管理、運営を包括する事業契約を締結

一括発注 設計、建設、維持管理、運営（全部または一部）を一括発注

性能発注 要求性能水準を定め、一定の品質水準維持の保証を求める発注形態

包括契約 設計、建設、維持管理、運営を包括する事業契約を締結

一括発注/分離発注 設計、建設業務の一括発注で、維持管理、運営業務とは分離発注

性能発注/仕様発注 維持管理・運営業務を含まない範囲での性能発注

個別契約/包括契約 設計・建設業務は包括契約、維持管理、運営業務は個別契約

一括発注 設計、建設、維持管理、運営（全部または一部）を一括発注

性能発注 要求性能水準を定め、一定の品質水準維持の保証を求める発注形態

包括契約 設計、建設、維持管理、運営を包括する事業契約を締結

 ＤＢ方式

 リース方式

事業手法 発注・契約の枠組み

 従来方式（公設公営）

 公設民営方式（指定管理）

 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式

 ＤＢＯ方式
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（３）財政負担の軽減と平準化 

財政負担の軽減と平準化という点については、各手法それぞれにメリットやデメリットがあり、町が発注

者として何を最優先にするのかによっても選択肢の範囲が変わってくる。 

 

事業手法による財政負担軽減と平準化の方法・仕組み等の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業手法 財政負担軽減と平準化の方法・仕組み等

 従来方式（公設公営）

・民間ノウハウの活用によるトータルコストの削減効果はあまり期待できない。

・補助金や合併特例債の活用による実質的な町の財政負担軽減は可能。

・初期投資費用は、一括で支払うこととなるため単年度での負担が比較的大きくなる。

・供用開始後において修繕等の必要性が生じた場合、その都度財源を確保しなければならない。

・維持管理や運営に係るコスト負担について、年度ごとの予算制約を受ける可能性がある。

 公設民営方式（指定管理）

・民間ノウハウの活用により管理運営に係る一定のコスト削減効果に期待できる。

・補助金や合併特例債の活用による実質的な町の財政負担軽減は可能。

・初期投資費用は、一括で支払うこととなるため単年度での負担が比較的大きくなる。

・通常見込まれる修繕費等を含む管理運営費については、一定の範囲での平準化が可能になる。

 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式

・民間ノウハウの活用によるトータルコストの削減効果に期待できる。

・補助金や合併特例債の活用による実質的な町の財政負担軽減は可能。

・補助金や合併特例債の活用ができない場合でも、初期投資に係る費用の平準化が可能になる。

・契約に定める業務範囲に係る管理運営費について、平準化が可能になる。

 ＤＢＯ方式

・民間ノウハウの活用によるトータルコストの削減効果に期待できる。

・補助金や合併特例債の活用による実質的な町の財政負担軽減は可能。

・補助金や合併特例債の活用ができない場合、初期投資費用に係る単年度の財政負担は比較的大

　きくなる。

・契約に定める業務範囲に係る管理運営費について、平準化が可能になる。

 ＤＢ方式

・設計、建設業務の一括発注化によるコスト削減効果が期待できる。

・補助金や合併特例債の活用による実質的な町の財政負担軽減は可能。

・補助金や合併特例債の活用ができない場合、初期投資費用に係る単年度の財政負担は比較的大

　きくなる。

・施設機能に係る性能保証の点について、管理運営主体とのリスク分担の整理が難しい。

 リース方式

・民間ノウハウの活用によるトータルコストの削減効果に期待できる。

・管理運営等に係るコストを合わせたリース料設定とした場合、コストの内訳が不明瞭になる可

　能性がある。

・補助金や合併特例債の適用対象外となり、実質的な町の財政負担軽減が図れない。

・初期投資に係る費用の平準化が可能になる。

・契約に定める業務範囲に係る管理運営費について、平準化が可能になる。
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（４）導入スケジュール 

従来方式や公設民営方式の場合は、最短で平成 32 年度当初の供用開始が可能になると見込ま

れる。他の民間活用手法おいては、事業者選定のプロセス等に時間を要することから、供用開始時期が

従来方式や公設民営方式と比べると供用開始時期が遅くなることが想定される。 

 

事業手法による供用開始までのプロセス・スケジュールの違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業手法 供用開始までのプロセス・スケジュール

 従来方式（公設公営）

本基本計画策定後ただちに事業着手ができた場合、平成31年度内の建設工事完工、同32年度

当初での供用開始が見込まれる。

　≪想定されるプロセス≫

　　平成30年度：設計、既存施設解体工事着手

　　平成31年度：建設工事着手・完工

　　平成32年度：供用開始

 公設民営方式（指定管理）

従来方式のプロセスに指定管理者選定の工程が加わることになる。

指定管理者選定のプロセスは、公募から協定締結までに6か月～10か月程度かかるものと考え

られるが、設計や建設と並行して実施することも可能であり、従来方式と同様に平成32年度当

初の供用開始が見込まれる。

なお、民間の管理運営ノウハウを活用する余地を高めるためには、設計業務の発注前に指定管

理者候補者の選定を終えておくというスケジュール設定も考えられるが、その場合は供用開始

時期が従来方式よりもやや遅れる可能性が高くなる。

 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式

本基本計画策定後、ＰＦＩ導入に向けた事前調査と公募資料の準備に約1年間、ＰＦＩ法の規

定に基づく事業者選定プロセス（公募開始から契約締結まで）に約1年間かかるものと想定さ

れる。さらに設計から建設工事完工までで1年6か月～2年程度かかるとすると、供用開始とな

るのは、最短でも平成34年度中になるものと見込まれる。

 ＤＢＯ方式
ＰＦＩ方式とほぼ同様のスケジュール設定になるものと考えられ、供用開始となるのは、最短

でも平成3４年度中になるものと見込まれる。

 ＤＢ方式
本基本計画策定後ただちに事業者選定のプロセスに入ることができた場合、設計、建設業務の

一括発注効果（工期短縮の実現等）により、平成32年度中の供用開始が見込まれる。

 リース方式

事業者の募集・選定に一定の期間が必要になるが、一般的には、事前調査が必要なＰＦＩ方式

のプロセスと比べると短期間化が可能とされる。

ただし、公募段階での条件設定等があいまいなまま事業者選定プロセスに入った場合等では、

選定事業者との協議や調整に時間を要することになるため、結果的に供用開始時期がＰＦＩ方

式と同等かそれ以上に遅れるというケースも想定される。
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事業手法の特徴比較一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達 町 町 民間 町 町 民間

設計 町 町 民間 民間 民間 民間

建設 町 町 民間 民間 民間 民間

維持管理 町 町／民間 町／民間 町／民間 町／民間 町／民間

運営 町 町／民間 町／民間 町／民間 町／民間 町／民間

建設期間 町 町 民間 町 町 民間

事業期間 町 町 町 町 町 民間

終了後 町 町 町 町 町 町

分割発注・仕様発注 分割発注・仕様発注 一括発注・性能発注 一括発注・性能発注 分割発注・性能発注 一括発注・性能発注

平成32年度当初 平成32年度当初 平成34年度中 平成34年度中 平成32年度中 平成33～35年度

メリット

・補助金や起債等の活用による財政負担の

　軽減や平準化が図れる。

・管理運営に係る一定のコスト削減効果が

　期待できる。

・補助金や起債等の活用による財政負担の

　軽減や平準化が図れる。

・指定管理料の対象経費の範囲で、管理運

　営費の平準化が図れる。

・トータルコストの削減効果に期待できる

・補助金や起債等との併用が可能である。

・補助金や起債等が活用できない場合あっ

　ても、初期投資費用負担の平準化を図る

　ことができる。

・契約に定める役割分担の範囲で、管理運

　営費負担の平準化を図ることができる。

・トータルコストの削減効果に期待できる

・補助金や起債等との併用が可能である。

・契約に定める役割分担の範囲で、管理運

　営費負担の平準化を図ることができる。

・設計、建設業務に係るコスト削減効果が

　期待できる。

・補助金や起債等との併用が可能である。

・トータルコストの削減効果に期待できる

・初期投資費用負担の平準化を図ることが

　できる。

・契約に定める役割分担の範囲で、管理運

　営費負担の平準化を図ることができる。

デメリット

・民間ノウハウ活用によるトータルコスト

　の削減効果はあまり期待できない。

・補助金や起債等が活用できない場合、初

　期投資費用に係る単年度での財政負担が

　比較的大きくなる。

・修繕対応が必要な場合等、管理運営費の

　確保において年度ごとの予算制約を受け

　る可能性がある。

・初期投資費用に係る単年度の財政負担が

　比較的大きくなる。

・施設整備と管理運営が分割発注されるこ

　とで民間ノウハウの発揮が制約される場

　合、ランニングコストの抑制効果等が限

　定的になる可能性がある。

・現行の制度下においては、スケジュール

　上、合併特例債の適用期限に間に合わな

　い。

・事前調査費用、アドバイザー費用が必要

　になる。

・一般に、民間の調達金利は町の調達金利

　よりも高くなる。

・現行の制度下においては、スケジュール

　上、合併特例債の適用期限に間に合わな

　い。

・補助金や起債等が活用できない場合、初

　期投資費用に係る単年度での財政負担が

　比較的大きくなる。

・補助金や起債等が活用できない場合、初

　期投資費用に係る単年度での財政負担が

　比較的大きくなる。

・施設機能に係る性能保証の点について、

　管理運営主体とのリスク分担を整理して

　おく必要がある。

・補助金や起債等との併用ができない。

・リース料に管理運営費を含むこととした

　場合、その経費内訳が不明瞭になる可能

　性がある。

・一般に、民間の調達金利は町の調達金利

　よりも高くなる。

役

割

分

担

施

設

所

有

財

政

上

の

効

果

発注方法

供用開始予定時期

従来方式

民間活力活用手法

ＤＢＯ方式 ＤＢ方式 リース方式ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式
公設民営方式

（指定管理者制度）
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５－２ 官民連携手法の導入を検討する上でのポイント 

５－２－１ 民間に求める役割（町との役割分担）についての考え方の整理 

■ 施設整備（施設の所有等）と管理運営、それぞれの段階での役割分担をどのように考えるかによ

って、大枠の事業スキームパターンを検討する。 

 

 

５－２－２ 民間活力導入を含む事業手法及び資金調達に係る検討 

■ 施設機能上の特性や事業環境、町の中長期的な財政計画を踏まえ、本事業において想定され得

る民間活力の活用を含む事業手法及び資金調達手法についての比較検討を行う。 

 

 

５－２－３ 民間事業者の事業参入意向等の把握 

■ 本整備事業で町が民間事業者に期待する役割や想定する事業スキーム案等に対する、当該民

間事業者の関心度、参入の可能性や参入条件に関する考え方等ついて、事前に把握しておくこ

とが望ましい。 
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６ 計画の実現に向けた諸課題 

６－１ 施設整備に係る財源調達と事業実施スケジュール 

施設整備費の財源としては、町の財政上有利となる合併特例債（充当率 95％、償還元利合計の

70％を交付税措置）を活用することを想定している。ただし、現行制度下での合併特例債の発行期

限は、合併初年度に続く 15年以内とされており、本事業への活用を目指すとすれば、平成 31年度内

に施設整備を完了させる必要がある。そのため、合併特例債の活用を前提とした施設整備の時限性を

踏まえた施設整備の工程スケジュールは、下図のようになると想定される。 

また、この工程スケジュールの間には、必要に応じて、隣接地の取得手続きと整地（あるいは土地改

良）、現在のさいはく分館、法勝寺図書館、バス待合等の代替機能確保の要否の検討（必要であれ

ば機能移転先の確保も含む）、指定管理者等の事業者選定プロセスといったことが加わってくる。 

 

合併特例債の活用を前提とした施設整備工程の概略イメージ（従来手法） 

  

基本計画の検討

設計

解体工事

建築工事

開館準備

供用開始 ●

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度
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６－２ 未確定事項についての検討 

本計画において、基本的な方向性や考え方の大枠は整理してきたが、事業実施の段階に向けて意

思決定されるべき未確定事項がいくつか残されたままとなっている。 

特に下記事項については、今後の事業実施スケジュールに及ぼす影響の大きさ等から、引き続き検討

を進める必要がある。 

 

６－２－１ 施設管理や運営に関する計画の具体化 

■ 施設管理面での基本的なルールの検討（開館時間、利用料金のあり方、予約システム 等） 

■ 複合施設全体としての情報発信方法（広報、ＨＰ等） 

■ 事業部門ごとの運営方針 

■ 年間行事計画（全館イベント、部門単位での主催行事等） 

■ プラザ西伯、新宮谷公園、しあわせなど周辺公共施設等との連携をどのようにして図るか 

■ 老朽化が進むプラザ西伯の扱いを含め、将来的にこの一帯をどのように活用していくのかの構想 

 

 

６－２－２ 民間活用の方針 

■ 各手法のメリット・デメリット、民間に期待する役割についての優先順位を踏まえて、どの民間活用手

法が適切かの検討 

■ 採用する事業手法によって異なってくる事業スケジュールや資金調達方法などにも留意 

■ 本計画についてのサウンディング調査等の方法により、民間の意見を聞くことも効果的 

 

サウンディング調査とは 

サウンディング調査とは、実施しようとしている公共事業等について、案件の内容や実施方法等を決

定する前段階で、公募により民間事業者から広く意見や提案を求め、事業への有用な意見やアイデア

を収集すること等を目的とした、町と民間事業者との直接の意見交換による調査のこと。近年、国内各

地の地方自治体で取り組まれており、「マーケット・サウンディング調査」、「対話型市場調査」などといっ

た言い方をする場合もある。 

民間サイドの意見や考え方を把握することにより、事業検討の早い段階での事業成立の可否や市

場性の有無の判断材料となり、民間活用を図る上で、事業者がより参加しやすい公募条件の設定も

可能になる、といったメリットがある。また、民間事業者にとっても、自らのノウハウと創意工夫を当該事業

に反映し、参入しやすい環境（公募条件等）が整うことに期待できる。 

 


