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■誰もが利用しやすい施設■誰もが利用しやすい施設■誰もが利用しやすい施設■誰もが利用しやすい施設

■市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設■市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設■市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設■市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設

■自然や環境と調和した経済的な施設■自然や環境と調和した経済的な施設■自然や環境と調和した経済的な施設■自然や環境と調和した経済的な施設

■災害に強く、防災機能を有する施設■災害に強く、防災機能を有する施設■災害に強く、防災機能を有する施設■災害に強く、防災機能を有する施設

整備の基本理念整備の基本理念整備の基本理念整備の基本理念

「交流・賑わいのある広場」

いつでもみんなが集え、市民が主役となって利用できる

まちづくりの新たな拠点

■市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点■市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点■市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点■市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点

整備の基本方針整備の基本方針整備の基本方針整備の基本方針



基本方針１：市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点基本方針１：市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点基本方針１：市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点基本方針１：市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点
利用者として広く備前市民や、市外からの来訪者を想定し、地域に根差したイベント利用者として広く備前市民や、市外からの来訪者を想定し、地域に根差したイベント利用者として広く備前市民や、市外からの来訪者を想定し、地域に根差したイベント利用者として広く備前市民や、市外からの来訪者を想定し、地域に根差したイベント

や伝統行事を通した交流や賑わいのコアとなることはもとより、新たな地域資源を発や伝統行事を通した交流や賑わいのコアとなることはもとより、新たな地域資源を発や伝統行事を通した交流や賑わいのコアとなることはもとより、新たな地域資源を発や伝統行事を通した交流や賑わいのコアとなることはもとより、新たな地域資源を発

掘、創造し育む場とします掘、創造し育む場とします掘、創造し育む場とします掘、創造し育む場とします

基本方針２：誰もが利用しやすい施設基本方針２：誰もが利用しやすい施設基本方針２：誰もが利用しやすい施設基本方針２：誰もが利用しやすい施設
年齢や性別を問わず、利用する全ての人にとって快適で使いやすく、ユニバーサル年齢や性別を問わず、利用する全ての人にとって快適で使いやすく、ユニバーサル年齢や性別を問わず、利用する全ての人にとって快適で使いやすく、ユニバーサル年齢や性別を問わず、利用する全ての人にとって快適で使いやすく、ユニバーサル

デザインに配慮した施設としますデザインに配慮した施設としますデザインに配慮した施設としますデザインに配慮した施設とします

■具体的手法■具体的手法■具体的手法■具体的手法

1.1.1.1.誰もが訪れやすい公園の中の施設誰もが訪れやすい公園の中の施設誰もが訪れやすい公園の中の施設誰もが訪れやすい公園の中の施設
2.2.2.2.イベント広場の整備イベント広場の整備イベント広場の整備イベント広場の整備

3.3.3.3.サイクルステーションの整備サイクルステーションの整備サイクルステーションの整備サイクルステーションの整備((((市外からの来訪者）市外からの来訪者）市外からの来訪者）市外からの来訪者）

4.4.4.4.その他その他その他その他

■具体的手法■具体的手法■具体的手法■具体的手法
1.1.1.1.市営バスの乗り入れ市営バスの乗り入れ市営バスの乗り入れ市営バスの乗り入れ

周辺道路を拡幅し、市営バス停を設け子供やお年寄りの方にも利用しやすい周辺道路を拡幅し、市営バス停を設け子供やお年寄りの方にも利用しやすい周辺道路を拡幅し、市営バス停を設け子供やお年寄りの方にも利用しやすい周辺道路を拡幅し、市営バス停を設け子供やお年寄りの方にも利用しやすい

計画とします。駐車場については、周辺の低利用地の活用と合わせて検討し計画とします。駐車場については、周辺の低利用地の活用と合わせて検討し計画とします。駐車場については、周辺の低利用地の活用と合わせて検討し計画とします。駐車場については、周辺の低利用地の活用と合わせて検討し

ていきます。敷地内には、車椅子利用者駐車場を設けます。ていきます。敷地内には、車椅子利用者駐車場を設けます。ていきます。敷地内には、車椅子利用者駐車場を設けます。ていきます。敷地内には、車椅子利用者駐車場を設けます。

整備の具体的な手法整備の具体的な手法整備の具体的な手法整備の具体的な手法

2.2.2.2.ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン

3.3.3.3.その他その他その他その他



市民の皆様が取り組まれている生涯学習や文化・芸術活動の場となることや、備前市民の皆様が取り組まれている生涯学習や文化・芸術活動の場となることや、備前市民の皆様が取り組まれている生涯学習や文化・芸術活動の場となることや、備前市民の皆様が取り組まれている生涯学習や文化・芸術活動の場となることや、備前

緑陽高校等の活動と連携したサテライトキャンパス的な利用や、空き、待ち時間の緑陽高校等の活動と連携したサテライトキャンパス的な利用や、空き、待ち時間の緑陽高校等の活動と連携したサテライトキャンパス的な利用や、空き、待ち時間の緑陽高校等の活動と連携したサテライトキャンパス的な利用や、空き、待ち時間の

自習スペースなど、施設の利用を通して、子供からお年寄りまで、老若男女を問わ自習スペースなど、施設の利用を通して、子供からお年寄りまで、老若男女を問わ自習スペースなど、施設の利用を通して、子供からお年寄りまで、老若男女を問わ自習スペースなど、施設の利用を通して、子供からお年寄りまで、老若男女を問わ

ず交流を深められる施設整備としますず交流を深められる施設整備としますず交流を深められる施設整備としますず交流を深められる施設整備とします

基本方針３：市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設基本方針３：市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設基本方針３：市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設基本方針３：市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設

■具体的手法■具体的手法■具体的手法■具体的手法

1.1.1.1.多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール
集会・生涯学習の発表の場となる集会・生涯学習の発表の場となる集会・生涯学習の発表の場となる集会・生涯学習の発表の場となる200200200200席収容の集会所とスポーツ室との兼用席収容の集会所とスポーツ室との兼用席収容の集会所とスポーツ室との兼用席収容の集会所とスポーツ室との兼用

整備の具体的な手法整備の具体的な手法整備の具体的な手法整備の具体的な手法

2.2.2.2.自習スペース自習スペース自習スペース自習スペース
3.3.3.3.その他その他その他その他

既存の避難場所と連携し、これを補完する機能を有する施設とします既存の避難場所と連携し、これを補完する機能を有する施設とします既存の避難場所と連携し、これを補完する機能を有する施設とします既存の避難場所と連携し、これを補完する機能を有する施設とします
基本方針４：災害に強く、防災機能を有する施設基本方針４：災害に強く、防災機能を有する施設基本方針４：災害に強く、防災機能を有する施設基本方針４：災害に強く、防災機能を有する施設

■具体的手法■具体的手法■具体的手法■具体的手法 一時避難場所（公園）一時避難場所（公園）一時避難場所（公園）一時避難場所（公園）

周辺環境と有機的に連携した建物・広場のデザインとし、あわせて自然との調和に周辺環境と有機的に連携した建物・広場のデザインとし、あわせて自然との調和に周辺環境と有機的に連携した建物・広場のデザインとし、あわせて自然との調和に周辺環境と有機的に連携した建物・広場のデザインとし、あわせて自然との調和に

よりエネルギー負荷の低減を図ることで、経済的な施設としますよりエネルギー負荷の低減を図ることで、経済的な施設としますよりエネルギー負荷の低減を図ることで、経済的な施設としますよりエネルギー負荷の低減を図ることで、経済的な施設とします

基本方針５：自然や環境と調和した経済的な施設基本方針５：自然や環境と調和した経済的な施設基本方針５：自然や環境と調和した経済的な施設基本方針５：自然や環境と調和した経済的な施設

■具体的手法■具体的手法■具体的手法■具体的手法 広場を含めたランドスケープデザイン広場を含めたランドスケープデザイン広場を含めたランドスケープデザイン広場を含めたランドスケープデザイン



Ｂ案Ｂ案Ｂ案Ｂ案

Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案
■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ ～つどう～～つどう～～つどう～～つどう～
・つどいの場として、広場と連続した軒下広場・つどいの場として、広場と連続した軒下広場・つどいの場として、広場と連続した軒下広場・つどいの場として、広場と連続した軒下広場

・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）

・駐車場スペースの確保・駐車場スペースの確保・駐車場スペースの確保・駐車場スペースの確保

・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ・生涯学習の各室（和室、調理実習室、研修室、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ､､､､ｷｯｽﾞﾙｰﾑ、視聴覚室、ｷｯｽﾞﾙｰﾑ、視聴覚室、ｷｯｽﾞﾙｰﾑ、視聴覚室、ｷｯｽﾞﾙｰﾑ、視聴覚室、

ｷﾞｬﾗﾘｰ）ｷﾞｬﾗﾘｰ）ｷﾞｬﾗﾘｰ）ｷﾞｬﾗﾘｰ）

■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ ～学ぶ～～学ぶ～～学ぶ～～学ぶ～

Ｃ案Ｃ案Ｃ案Ｃ案

・連続する広場空間（屋内広場、屋根付き広場、イベント広場、屋上広場）・連続する広場空間（屋内広場、屋根付き広場、イベント広場、屋上広場）・連続する広場空間（屋内広場、屋根付き広場、イベント広場、屋上広場）・連続する広場空間（屋内広場、屋根付き広場、イベント広場、屋上広場）

・生涯学習の各室（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、・生涯学習の各室（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、・生涯学習の各室（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、・生涯学習の各室（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ、PCPCPCPC室）室）室）室）

■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ■整備テーマ ～公園と一体となった交流施設～～公園と一体となった交流施設～～公園と一体となった交流施設～～公園と一体となった交流施設～

導入機能案導入機能案導入機能案導入機能案

共通機能共通機能共通機能共通機能
・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール・多目的ホール （（（（200200200200席の集会所とスポーツの場の兼用）席の集会所とスポーツの場の兼用）席の集会所とスポーツの場の兼用）席の集会所とスポーツの場の兼用）

・学習室・学習室・学習室・学習室
・サイクルステーション（ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･駐輪ｽﾍﾟｰｽ･脱衣ｼｬﾜｰ室･休憩ｽﾍﾟｰｽなど）・サイクルステーション（ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･駐輪ｽﾍﾟｰｽ･脱衣ｼｬﾜｰ室･休憩ｽﾍﾟｰｽなど）・サイクルステーション（ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･駐輪ｽﾍﾟｰｽ･脱衣ｼｬﾜｰ室･休憩ｽﾍﾟｰｽなど）・サイクルステーション（ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ･駐輪ｽﾍﾟｰｽ･脱衣ｼｬﾜｰ室･休憩ｽﾍﾟｰｽなど）

・イベント広場・イベント広場・イベント広場・イベント広場
・バス停・バス停・バス停・バス停

・車椅子駐車場・車椅子駐車場・車椅子駐車場・車椅子駐車場



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案

イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場

バス停バス停バス停バス停

誰もが訪れる交流・賑わいのある公園誰もが訪れる交流・賑わいのある公園誰もが訪れる交流・賑わいのある公園誰もが訪れる交流・賑わいのある公園
の中の施設としますの中の施設としますの中の施設としますの中の施設とします

デザインコンセプトデザインコンセプトデザインコンセプトデザインコンセプト 「交流・賑わいのある広場の中の施設」

・開放感のある訪れやすいデザイン・開放感のある訪れやすいデザイン・開放感のある訪れやすいデザイン・開放感のある訪れやすいデザイン

・公園と一体となったデザイン・公園と一体となったデザイン・公園と一体となったデザイン・公園と一体となったデザイン



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
屋内屋内屋内屋内､､､､ 市民全般市民全般市民全般市民全般 いこいの広場いこいの広場いこいの広場いこいの広場､､､､ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等
屋根下屋根下屋根下屋根下 高校生等高校生等高校生等高校生等 学習学習学習学習､､､､待合等待合等待合等待合等
広場広場広場広場

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール 市民全般市民全般市民全般市民全般 講演会講演会講演会講演会(252(252(252(252席席席席))))､､､､ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等

愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン((((１面１面１面１面))))
愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バスケット３バスケット３バスケット３バスケット３××××３３３３((((１面１面１面１面))))
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出､､､､修理修理修理修理､､､､休憩休憩休憩休憩
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 市民全般市民全般市民全般市民全般 運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁ
ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室 愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 各種教室各種教室各種教室各種教室

災害時災害時災害時災害時 炊出し炊出し炊出し炊出し

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
和室和室和室和室(15(15(15(15帖帖帖帖××××2)2)2)2) 市民全般市民全般市民全般市民全般 会議等会議等会議等会議等

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 各種教室各種教室各種教室各種教室
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設((((特に高齢者特に高齢者特に高齢者特に高齢者))))

イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場

バス停バス停バス停バス停



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
研修室研修室研修室研修室 市民全般市民全般市民全般市民全般 会議等会議等会議等会議等

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 各種教室各種教室各種教室各種教室
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
学習室学習室学習室学習室 高校生等高校生等高校生等高校生等 自習学習自習学習自習学習自習学習



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
屋上屋上屋上屋上 市民全般市民全般市民全般市民全般 展望スペース展望スペース展望スペース展望スペース

観光客観光客観光客観光客



Ｂ案Ｂ案Ｂ案Ｂ案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
ホールホールホールホール
ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー 市民全般市民全般市民全般市民全般 交流スペース交流スペース交流スペース交流スペース
屋外スペース屋外スペース屋外スペース屋外スペース

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
キッズルームキッズルームキッズルームキッズルーム 就学前就学前就学前就学前 学習学習学習学習
子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援 市民全般市民全般市民全般市民全般 支援支援支援支援

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
和室和室和室和室(15(15(15(15帖帖帖帖)))) 市民全般市民全般市民全般市民全般 会議等会議等会議等会議等

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 各種教室各種教室各種教室各種教室
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設((((特に高齢者特に高齢者特に高齢者特に高齢者))))

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出､､､､修理修理修理修理､､､､休憩休憩休憩休憩
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 市民全般市民全般市民全般市民全般 運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁ
ｼｬﾜｰ室・休憩室ｼｬﾜｰ室・休憩室ｼｬﾜｰ室・休憩室ｼｬﾜｰ室・休憩室

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール 市民全般市民全般市民全般市民全般 講演会講演会講演会講演会(252(252(252(252席席席席))))､､､､ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等

愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン((((１面１面１面１面))))
愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バスケット３バスケット３バスケット３バスケット３××××３３３３((((１面１面１面１面))))
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者
駐車場（駐車場（駐車場（駐車場（17171717台）台）台）台） 利用者全般利用者全般利用者全般利用者全般

イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場

バス停バス停バス停バス停



Ｂ案Ｂ案Ｂ案Ｂ案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室 愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 教室教室教室教室

災害時災害時災害時災害時 炊き出し炊き出し炊き出し炊き出し

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
研修室研修室研修室研修室 市民全般市民全般市民全般市民全般 会議等会議等会議等会議等

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 各種教室各種教室各種教室各種教室
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
学習室学習室学習室学習室 高校生等高校生等高校生等高校生等 自習学習自習学習自習学習自習学習
視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室 市民全般市民全般市民全般市民全般 学習学習学習学習

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫 災害時災害時災害時災害時 備蓄備蓄備蓄備蓄



CCCC案案案案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出自転車の貸出､､､､修理修理修理修理､､､､休憩休憩休憩休憩
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 市民全般市民全般市民全般市民全般 運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ運動、ｽﾄﾚｯﾁ

愛好家等愛好家等愛好家等愛好家等 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁｻｲｸﾘﾝｸﾞ後のｽﾄﾚｯﾁ
ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール 市民全般市民全般市民全般市民全般 講演会講演会講演会講演会(252(252(252(252席席席席))))､､､､ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等ｲﾍﾞﾝﾄ等

愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン((((１面１面１面１面))))
愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等愛好家・高校生等 バスケット３バスケット３バスケット３バスケット３××××３３３３((((１面１面１面１面))))
災害時災害時災害時災害時 避難施設避難施設避難施設避難施設

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
学習室学習室学習室学習室 高校生等高校生等高校生等高校生等 自習学習自習学習自習学習自習学習
PC                PC                PC                PC                利用者全般利用者全般利用者全般利用者全般 情報収集情報収集情報収集情報収集

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
屋内広場屋内広場屋内広場屋内広場 利用者全般利用者全般利用者全般利用者全般 休憩、談話休憩、談話休憩、談話休憩、談話
屋根付広場屋根付広場屋根付広場屋根付広場 オープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリーオープンギャラリー

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫備蓄倉庫 災害時災害時災害時災害時 備蓄備蓄備蓄備蓄

イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場

バス停バス停バス停バス停



CCCC案案案案

施設名施設名施設名施設名 利用者利用者利用者利用者 利用イメージ利用イメージ利用イメージ利用イメージ
屋上広場屋上広場屋上広場屋上広場 利用者全般利用者全般利用者全般利用者全般 展望スペース展望スペース展望スペース展望スペース

屋外ギャラリー等屋外ギャラリー等屋外ギャラリー等屋外ギャラリー等

イベント広場イベント広場イベント広場イベント広場



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



Ａ案Ａ案Ａ案Ａ案



ＢＢＢＢ案案案案



ＢＢＢＢ案案案案



ＢＢＢＢ案案案案



ＢＢＢＢ案案案案



ＢＢＢＢ案案案案



ＢＢＢＢ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案



ＣＣＣＣ案案案案


