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第 4 回検討委員会の概要とそれを踏まえた対応について 

 

日時：平成 28 年 11 月２９日（火）午後２時 50 分～午後４時 

場所：高山村役場第１会議室 

 

※文末かっこ内の表示は、次のとおりどの分科会から報告された意見であるかを示している。 

【（ホ）：文化交流ホール分科会、（図）：図書館・子育て支援分科会、（ス）：交流スペース分科会】 

※資料を修正する必要はない旨の意見は省略した。 

 

会議資料の項目 分科会報告における意見 全体会での検討結果 対応案 

Ⅰ 

Ｐ１ 

基本理念 「持続可能な活力ある村の実現を

目指すことが望ましい。」を「持続

可能な活力ある村を村民、事業者、

団体、および行政が協力して実現す

る。」と修正したらどうか。（ホ） 

様々な立場の村民が施設の建設

に関わることは、施設に対して愛

着を持つことにつながるため、意

見のとおり修正する。 

— 

基本理念の中の「まちづくり」を「む

らづくり」としなくてよいのか。

（ス） 

「まちづくり」はどの市町村でも

一般的に使用している用語であ

り、問題はないとの認識で一致し

たため、修正しない。 

— 

Ⅰ 

Ｐ２ 

基本方針 公民館に不足している機能を備え

るだけでなく、公民館機能そのもの

を備えるとしなくて良いか。（ス）

建設コストが高騰しており、機能

を絞った方が建設しやすいとの

認識で一致したため、修正しな

い。 

— 

Ⅱ 

Ｐ４ 

文化交流ホ

ール 

２事業展開

(4)住民の参

画による運

営 

文章が住民に運営を丸投げするよ

うな印象を与えるため、「施設の活

用について、住民が事業の企画運営

に参画できる仕組みを構築する。」

と変更したらどうか。（ホ） 

 

管理運営等は行政がしっかりと

担っていくべきであるとされた

ため、意見のとおり修正する。 
— 
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会議資料の項目 分科会報告における意見 全体会での検討結果 対応案 

文化交流ホ

ール 

３施設仕様

(1)ホールの

規模・座席形

態 

固定席で座席数を300～400席と

したい。（ホ） 

 

「…並べられるもの等、いくつかの

…」を「…並べられるもの等、自由

がきくようにすることが望まし

い。」とし、以降の文章を削除する。

（ス） 

周辺市町村にある同規模のホー

ルは可動席となっており、固定席

とすることですみわけが図られ、

村外者の利用も見込めるのでは

ないかという意見が出されたほ

か、全体での協議を踏まえ、以下

の事項について追加・修正するこ

とを確認した。 

 

・固定席が概ね 300 席 

・総座席数 400 席の範囲内で可

動席かイス席の設置を検討 

・ピアノの保管庫に関する文言を

追加 

・ステージの多機能化に関する文

言を追加 

 

なお、最終的な座席数やステージ

の詳細な機能等は設計段階にお

いて詰めることとした。 

— 

(3)その他 ピアノの保管庫を設けるべき。（ホ）

設計段階においてステージの多機

能化（例：ステージの高さを変えら

れる）に向けた検討を要する旨を明

記したらどうか。（ホ） 

Ⅱ 

Ｐ５ 

図書館 

１役割 

(1)住民の求

める図書・情

報の集積拠

点 

インターネットにより情報を取得

できることも重要であり、インター

ネット環境の整備についても記載

する。（図） 

意見のとおり記載する。 「…近隣図書館との連携等によ

り、」を「…近隣図書館との連携

やインターネット環境の整備等

により、」と修正する。 

(2)課題解決

支援型図書

館 

問題を抱えているかどうかに関わ

らず、だれでも情報を得ることがで

きるということが伝わる表現にす

べき。（図） 

意見のとおり記載する。 「あらゆる人が気軽に訪れ、学習

や仕事、子育てなど日常生活に役

立つ情報を得ることができる場

となる。」と修正する。 
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会議資料の項目 分科会報告における意見 全体会での検討結果 対応案 

新たな項目

の追加 

より重点的に取り組んでいく姿勢

を示すため、役割として（４）「学

校教育の支援」という項目を追加し

てほしい。（図） 

意見のとおり新たな項目を追加

する。 

「情報活用を授業に取り入れる

等、学校教育を通して子どもたち

の学ぶ力が育まれるよう様々な

支援を行う。」と記載する。 

Ⅱ 

Ｐ６ 

図書館 

２事業展開

(4)生涯学習

講 座 の 企

画・開催 

生涯学習講座が高齢者と子どもた

ちの交流を育む場となることを記

載したらどうか。（図） 

意見のとおり記載する。 「…仕組みを構築し、」の後に「…

講座を通じた高齢者と子どもた

ちの世代を越えた交流の場を提

供するとともに、」と追記する。 

(5)本村の歴

史・伝統の継

承 

古文書等村内の歴史資料について

も、アーカイブ機能により収集・記

録・保存することを追加したらどう

か。（図） 

意見のとおり記載する。 「また、」以下を「現在村におい

て行われている行事や活動のほ

か、古文書等村内の歴史資料を収

集し、それらを文字や映像で記

録・保存するアーカイブ機能の充

実を図り、希望者が調査研究等で

活用できるよう管理する。」と修

正する。 

図書館 

３施設仕様

(2)図書館内

での飲食へ

の対応 

他の構成施設と重複しており、削除

してよいのではないか。（図） 

意見のとおり項目を削除する。 

— 

(3)学生向け

の機能 

静かに過ごすことができる個室も

整備する必要がある。（図） 

意見のとおり記載する。 「…周囲に迷惑がかからないよ

う、」の後に「静かに過ごすこと

ができる個室を整備するなど、」

と追記する。 

(4)子ども連

れの利用者

向けの機能 

家族（男性を含む）で授乳室を利用

することができるよう、室内に個室

を整備する必要がある。（図） 

意見のとおり記載する。 「…利便性を向上させるため、」

の後に「男性も使用できるよう個

室を備えた」と追記する。 

Ⅱ 

Ｐ７ 

(5)閉架書庫

（収蔵庫）の

設置 

蔵書数ありきではなく、蔵書に高山

村らしさ（健康長寿、農産物、温泉、

民話など）を持たせることに重点を

意見のとおり記載する。 「…５万冊以上が理想である

が、」の後に「冊数よりも蔵書に

健康長寿、農産物、温泉、民話な
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会議資料の項目 分科会報告における意見 全体会での検討結果 対応案 

置くべき。（図） ど高山村らしさを持たせること

に重点を置く。また、」と追記す

る。 

Ⅱ 

Ｐ８ 

交流スペー

ス 

３施設仕様

(3)カフェス

ペース 

カフェスペースに調理ができる小

規模な厨房を整備し、食文化につな

がるスペースとしての機能も備え

ることを明示すべき。（ス） 

意見のとおり記載する。 「また、」以下を「村の魅力発信

の取組として、食文化に関する企

画を効率よく実施できるよう、調

理ができる小規模な厨房を付設

する必要がある。」と修正する。 

Ⅳ 

Ｐ10 

検討を要す

る課題 

(1)文化交流

ホールの運

営方法 

引き続き検討するという内容のま

ま答申書に記載したい。（ホ） 

意見を踏まえ答申書に記載する。
（詳細は検討中） 

運営を担う人材を今から育ててい

くことを記載したらどうか。（ス）

意見を踏まえ答申書に記載する。
（詳細は検討中） 

(2)調理実習

室の整備 

調理室は公民館や保健福祉総合セ

ンターにあり、カフェスペースに小

規模な厨房を付設することで対応

すればよい。（ス） 

意見のとおり項目を削除する。 

— 

(3)観光施設

機能の整備 

機能を絞って建設するという基本

方針を踏まえ、食を通じた村の魅力

発信など、各構成施設の事業展開に

より、観光の振興を図ればよい。

（ス） 

意見のとおり項目を削除する。 

— 

新たな項目

の追加 

各構成施設に共通する事項（バリア

フリー、歴史・伝統の継承、学校教

育支援等）については、それぞれの

構成施設が一体となって取り組む

方針を明確にした方が良い。（図）

意見のとおり新たな項目を追加

する。 

（詳細は検討中） 

 


