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図書館整備方針タウンミーティング（意見交換会）



【A・B・C どのケースが良いか選択（その理由）】

交通の利便性がよく、広い土地を確保で
きる場所へ新図書館を建設

①-A ①-B ③･C その他意見

貸館を無くし、「図書館」と「ホール」 ホールと貸館は残し、図書館を増床 新設

1
①自動書庫（保管庫）、②浸水対策は実施、③展示
会？

屋内テラス屋外テラスなどの空間が利用しやすそ
うに思う。

複雑な構造の図書館より単純な形に作って欲し
い。

新聞閲覧スペース

2
カフェや全体が広くとられているので後からのス
ペースの使い方も色々できそう。

自然の多いところに建てると児童の公園もできる
のでは

検討機会を継続させてほしい

3 新図書館が出来た！というイメージがある
今までの建物の広さ等の制限なしで新しく考えた
い

中身をよくしてほしい

4
貸館があればついでに図書館に寄ろう・・・その
逆もあり得るかもしれない。

せめて2階まで。1階に書架がおいてある図書館が
良い

人が立ち寄れる場所に

5 新築、移転は経費面で今の現状では無理だと思う 玉泉跡地も適地では？
図書館を備前のテーマパークにして！！行きたいと
思える

6 道路から見えるカフェが良いと思う。
備前片上駅利用は？（市長の公約　バスターミナ
ル併設になる）

7 新設。機能考えていけるため

1
たくさんのものを織込むことは解りにくいのでⒶ
と考えます。

図書館だけでなく、市民活動も相乗効果的に活性
化してほしいと思うので

新築の図書館。西片上の片鉄の海の見える所。パ
チンコ屋の跡地など

【不安】らせん階段の設置について避難が必要な場
面でエレベーターが使えない時、動線の確保、誘導
はどうされるのでしょうか？特に車椅子・ベビー
カー

2 この中ではシンプルで行うことがよいと考える。
新設市役所に貸館等がない。片上に公民館がな
い。その為貸館が必要。

概算予算が比較的安価に見える。蔵書が格段に増
える

市長はかねてより図書館は身の丈に合った施設でと
言われているが、今日の説明を身の丈に合ったと理
解していいのか

3
備前市の魅力スポットになるゆったり空間。岡山
県内の中でも注目をあびる図書館になるといい。
その中に一部貸しスペースがあるといい。

市民センター全館全てがリノベーションされるの
であれば増築される図書館もステキだと思う。

あくまで新築が可能であったら実現してほしい。
理由･･･なかなか思いきったことができるのは、こ
の機会を利用して理想どおりの図書館を建ててほ
しい。利便性のある場所がいいですね。

4
階層の図書館は個の特長を出せるのかな!!（層ごと
で使うこと）

現在の公民館活動や児童・生徒向けの学び塾＋
等、図書館以外の市民センターとして継続利用が
可能になる

新しい感覚でやって欲しい。場所は市民センター
近くで。

5 目的がはっきりしていて良い。 多少の貸館も必要 新しくいい場所があるのなら…。新築もいい

6
私が図書館にのぞむものは明るい環境と静かな暖
かい場所であります。増改築という方向で行くと
しても私の希望はかなえてくれると思います。

貸館の取り合いになるのでは
高等学校もあり、学生がしっかり利用出来る様に
（高・中・小）

7 交通の利便性の良い所

8 老若皆が利用しやすい様に

9 交流の場（大人・子ども）

10
旧アルファビゼンの跡地活用に図書館建設への方
向にしてほしい。

11
高校生活と図書館及び図書館学習スペースは一体の
ものである。他の地区の新設は無理があります。

7 12 18 7

6 11 17

ケース③　　17ケース①　　17

※ケース②…「他の既存施設をリノベーションし、図書館として利用」については、「図書館利用できる規模を有する市有施設は他には見当たらないため“対象なし”」として説明（黄色冊子P.38）

意見数 計

ケース賛成数

既存の備前市立図書館の増改築
（現在の備前市市民センターの増改築）
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参考意見： 図書館に欲しい機能

交通の利便性がよく、広い土地を確保できる場所へ新図書
館を建設

①-A ①-B ③（C）

1 1Fロビーに書架を置いて欲しい。3Fまで行くのが困る人がいる 司書の数の増加と資質の向上 昔の映画など見せるコーナーも欲しいな。

2 テラス席はいらない 東側の天満屋側の通路の交通量を調べてほしい。 AVブースは必ず

3 3F開放テラスは本当に使えるものなのか（結局雨ざらし） １階北側にカフェがあるのは良い 無人貸出システムを

4 1F浸水心配　1Fの浸水対策は？ ２階は自販機？ カフェ、屋外テラスはほしい

5 1Fに書架を ３階にシアタールームがあるのは良い
本当に図書館のことがよくわかる人を選び、設計と図書館コンセプトが合
うものにしてほしい

6 調理室はいらない 資料の充実を！

7
貸出カウンターの場所が増えるので図書館貸出システムの改良も必要だと
思います。人員の増加

8
必要な機能：・wi-fi　・若い世帯の託児スペース　・防犯カメラは必ず⇐
屋外で本を読むための設備

9 高校生の利用増

10 コンビニが入ってくれてもいいかな？

11 屋外テラスが素敵だが掃除が大変そう。

12 親子連れなら授乳室も欲しい。（→2Fには有）

13 カフェ、ラウンジのスペースが欲しい。（→１Fほかに有）

14 広い通路が欲しい。

15 上階の音がよく響き気になるので防音設備を充分に設計してほしい。

16 1F浸水心配

1 障害者（スペース、トイレ）サービス、車イス環境の充実 らせん階段は必要ない 小ホールを併設した図書館。

2 WiFi環境整備 食事ができる場所（カフェ） 本屋さんを入れる

3 A、Bともに学習スペースが狭い 階段ばかりはこまる（1.2.3.4階）は不便 美術館も一緒に

4
今脇さんがこまかいことは実施の時にとよいことを言われた。担当の方は
よく勉強と見聞を広げて

旧アルファビゼンとのすみわけが必要と考える
司書の方もしくは本の検索、案内の方を増やして頂きたい。本に触れる楽
しみを増やしたいです。

5
コンサルタントにまかせるでなく共同の力でやっていただくことを期待し
ます。

一般の人も駐車場から図書館までの移動は重い本を持っていることもある
ので充実させてほしい。

テレワークできるレンタルオフィス（格安有料）。ENTER WAKEにあ
るような

6 貸館・ホールのバックアップをする適当なスペースが必要と感じる
カフェだけでなく、お弁当を食べられる飲食コーナー（持込OK）がほし
い。

7 貸館が心配

8 視聴覚室（シアター室）は

9 4Fに授乳室、おむつ替えスペース。1Fにも

10 開放図書テラスは屋根があった方がいい

11 授乳スペースが必要ではないか。（→4Fには有）

12 キッチンはどんな時利用できるのか

13 テラスとカフェはつながっている

14
現市民センターを図書館として整備する場合、現在の会議室に使用してい
るスペースをアルファー備前の跡地でどう確保するのか。相互に施設を補
完する基本的な考え方は

15 テラスは不要かと思う

16 多目的スペース、児童エリアは2階にあった方がいい。

17 1階閉架書庫にするのは勿体ない⇒荷重対策

23 22 10

既存の備前市立図書館の増改築
（現在の備前市市民センターの増改築）
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〔ケース〕
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班内意見報告（ファシリテーターから）： ～各班の付箋の説明及び自由意見～
ケース ①-A ①-B ③（C） その他意見

１Fが閉架書庫となるなら浸水対策を是非してほし
い

北側(道路側)から見て新しく図書館が出来た(イメー
ジの)インパクトが大きい

東側の道路は幅員が狭く、一方通行にしてほしい。

閉架書庫には最新機器を使っての具体的な有効利用
を示してほしい

屋外、屋内のテラスやカフェがあり、ここは後から
色々使えるスペースが取れるのが良い

面積的にも広くなり、司書の増員、資質向上が望ま
れる

１Fのカフェが良い。防犯カメラ数を必ず増やすべ
き。

図書館がここに継続してあることで、高校生の利用
ができのでこの場所が良い。

気になる場所、気になる建物にしたい。 市の財政状況から新築は金額的に難しいのでは。 以下、必要な機能として、

部屋を貸すことで、足を運ぶ機会が増え、相乗効果
になる。

広い土地はあるだろうから、皆の憩いの場となるよ
うにしてほしい。

・おむつ替えスペース

生涯学習の場にもなる。 ・昔の映画上映などのシアターコーナー
フラットな低い建物が良い。せめて２階まで。 ・AVブース

・無人貸し出しシステム

・周囲(他の部屋)の音が聞こえない、読書に浸かれ
る図書館にしてほしい。

・屋外テラスは掃除など、ランニングが必要となる
のではないか。

A・Bを決めて頂きたいのだろうが、決めにくい意見が多かった。
備前片上駅のところ、市長公約にバスターミナルと
図書館というイメージがあるがどうか。

平屋か２階建てで。

A・B共、１Fに閉架書庫をするなら資料が浸水しないか心配である。 玉泉酒造跡の職員駐車場のところはどうか。 テーマパークのような皆が集まるところに。
１階は高齢者が利用しやすい場所であり、１階から気軽に図書を借りに行けるようにすべき 新聞を閲覧する広いスペースがほしい。
調理場は（匂いもするし）不要ではないか。 テラスは夏冬は使わず、必要か？

瀬戸内図書館の「もみわ」のように市民が寄り合っ
て継続的に語り合う機会を取って頂ければ。

整備の形は決まっても、使い方など、もっと議論す
るため。

どうせやるなら県で一番の図書館に
市民センターのリノベーションした上の図書館改修
なら良し。

新しいところ、新しい器が気持ちが良い

中途半端より図書館だけ。ただし、この会議室など
の場所も必要であり、そこを示した上で。

旧アルファビゼンとの機能の棲み分けして図書館整
備を

緑陽高校の高校生を抱き込んだ図書館として、高校
に近いところへ新設

多少、貸館残して便利に使いたい どうせならアルファビゼン跡地はどうか

Aがシンプルで、この場所が良い。ここをリノベー
ションしたのが良い。

なし
備前市は土地が高くないので、土地の値段的にも新
築が良い。

整備は何時が目安かが不明

場所的には西片上、市民センター界隈が良いかな
小ホールなどを併設した新しい図書館がほしい。

ここにあったものがどこに行くのか、ここの部屋を
どう残すのかといった心配意見が多かった。

なし どうせやるなら新築にしてもらいたい。

動線として螺旋階段は心配。車椅子の方など、使い
やすい機能に。

新図書館近くに本屋を持ってきて買えるように。

皆が集まれる場所になってほしい。 美術館機能の併設
カフェだけでなくお弁当のスペースも

駐車場からのアクセス（多くの本を持って車まで行
き来する）

授乳室は要るが調理室は要るかなという感じ。
テラスは、夏暑く、冬寒く、雨が降ったら濡れ、格
好は良いが使えない。屋根があれば良いが。

真庭の図書館はリファイニング（再生建築手法）で
これも有りだが、いっそ新築もあり。

違う形の議論も出来たら良かったのでは。

１階が閉架書庫だが、１階の方がすぐに本が読めるところであると思うが。
市長は身の丈に合ったものと言うがどういうことか。どこまでが身の丈か。
瀬戸内の図書館は℮-ラーニングがあり、高校生のニーズが高い。⇒図にもパソコン、AV、学習コーナー有
瀬戸内の図書館は色んな所に座って本を置くところがある。手元スイッチがあり、少し明るくできる。椅子にティ—テーブルが付いたものがたくさん点在していて本を探すのにありがたい。
⇒実際に整備する前には各種の設備について協議し、そのような設備の詳細を検討することになると思います。
身の丈とのことだが、中の島や神戸の図書館に見るような先進的な方向性を取り入れてもらいたい。
エレベーターの箱を大きく。高齢者、お子様連れのベビーカーなどに対応した、余裕を持ったスペースのものにしてほしい。

A案でもホールの控室は必要ではないか。

1/22

2/6 井上班

森本班

その他
の発言

延本班

谷原班

難波班

橋本班

金本班



<費用・面積・蔵書数 内訳>

交通の利便性がよく、広い土地を確保で
きる場所へ新図書館を建設

〔ケース〕 ③（C）

新設

既存改修費

増築費

ホール特定天井

費用計 1,698,400,000円

既存床面積 6,214.53㎡ SRC造 6,214.53㎡ SRC造

増築面積 387.00㎡ 1,590.00㎡
１F EV・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 50.00㎡ EV15㎡・WC各10㎡・ｶﾌｪ240㎡・ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ170㎡ 445.00㎡

２F EV・総合受付部分 62.00㎡ EV15㎡・WC各10㎡・児童開架170㎡・屋内ﾃﾗｽ235㎡ 440.00㎡

３F ｶﾌｪ235㎡,EV・予約棚20㎡ 255.00㎡ 一般開架380㎡・閲覧ｺｰﾅｰ85㎡・展示ｺｰﾅｰ65㎡ 530.00㎡

４F EV・ｶｳﾝﾀｰ・ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ 20.00㎡ 学習・研究ｽﾍﾟｰｽ 175.00㎡

増改築後

内、 RC造

図書館面積 2,185.78㎡

既存開架一般

既存開架児童

既存閉架一般

既存閉架児童

既存BM一般

既存BM児童

既存BM地下

既存一般計

既存児童計

既存合計

一般書架 40,880冊 (～92,840冊)

児童書架 22,950冊 (～30,060冊)

閉架書架 38,880冊 (～58,320冊)

蔵書見込数 102,710冊 (～181,220冊)
※（）内は、最大 蔵書数

①-A

貸館を無くし、「図書館」と「ホール」

既存の備前市立図書館の増改築
（現在の備前市市民センターの増改築）

①-B

ホールと貸館は残し、図書館を増床

蔵書数

98,000冊

費用

面積

772,200,000円

411,400,000円

125,000,000円

1,308,600,000円

6,601.53㎡

29,300冊

739,200,000円

1,009,800,000円

125,000,000円

1,874,000,000円

7,804.53㎡

3,000冊

7,000冊

4,300冊

3,300冊

41,400冊

22,000冊

17,000冊

2,670.00㎡ 3,150.00㎡

68,700冊

160,360冊 167,580冊

55,240冊

13,200冊

91,920冊

85,920冊

20,700冊

60,960冊


