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豊後大野市図書館・資料館建設基本計画 １

人口

29,600 人

延床面積

3,528 ㎡

図書館：2,410 ㎡
( 共用・交流ゾーン

440 ㎡含む )

資料館：1,118 ㎡

蔵書冊数

162,000 冊

開架冊数

107,000 冊

資料費

24,000 千円

年間増加冊数

12,600 冊

職員数

21 人 ( 想定 )

表１　新図書館および資料館の規模等

図書館：14 人

資料館：   7 人

表２　公立図書館の数値目標（「公共図書館の任務と目標」（日本図書館協会図書館政策特別委員会 2004 年 3 月改定））

［資料費］

　人口　  6,900 人未満 1,000 万円を最低とし、

　人口　18,100 人までは 1 人につき 796 円

　　　　46,300 人 までは 1 人につき 442 円

　　　  152,200 人 までは 1 人につき 466 円

　　　  379,800 人 までは 1 人につき 229 円を加算

［年間増加冊数］

　人口　  6,900 人未満 5,574 冊を最低とし、

　人口　18,100 人までは 1 人につき 0.32 冊

　　　　46,300 人までは 1 人につき 0.30 冊

　　　  152,200 人までは 1 人につき 0.24 冊

　　　  379,800 人 までは 1 人につき 0.17 冊を加算

［職員数］

　人口　  6,900 人未満 6 人を最低とし、

　人口　18,100 人までは 100 人につき 0.025 人

　　　　46,300 人までは 100 人につき 0.043 人

　　　  152,200 人までは 100 人につき 0.041 人

　　　  379,800 人までは 100 人につき 0.027 人を加算

［延床面積］ 

　人口　  6,900 人未満 1,080 ㎡を最低とし、

　人口　18,100 人までは 1 人につき 0.05 ㎡

　　　    46,300 人までは 1 人につき 0.05 ㎡

　　　  152,200 人までは 1 人につき 0.03 ㎡

　　　  379,800 人までは 1 人につき 0.02 ㎡を加算

［蔵書冊数］ 

　人口　  6,900 人未満 67,270 冊を最低とし、 

　人口　18,100 人までは 1 人につき 3.6 冊

　　　　46,300 人までは 1 人につき 4.8 冊

　　　  152,200 人までは 1 人につき 3.9 冊

　　　  379,800 人までは 1 人につき 1.8 冊を加算

［開架冊数］ 

　人口　  6,900 人未満 48,906 冊を最低とし、

　人口　18,100 人までは 1 人につき 2.69 冊

　　　　46,300 人までは 1 人につき 2.51 冊

　　　  152,200 人までは 1 人につき 1.67 冊

　　　  379,800 人までは 1 人につき 1.68 冊を加算

佐伯市歴史資料館 日田市立博物館

1,297 ㎡ 1,253 ㎡

大村市歴史資料館

1,360 ㎡

西予ジオミュージアム

（計画中）

900 ㎡

竹田市立歴史資料館

964 ㎡

表３　周辺自治体の博物館・資料館の規模（基本計画書等より）

※日田市立博物館はアオーゼ日田（複合施設）の一部として改修整備

※大村市歴史博物館は長崎県立・大村市立一体型図書館に併設

※西予ジオミュージアムは計画中

※竹田市立歴史資料館は延床面積 2,000 ㎡程度にて建替え計画中

※豊後大野市の状況は以下の通り

１．はじめに

　平成 17 年に三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町の５町２村の合併により

豊後大野市が誕生して 12 年余りが経ちました。市ではその間様々な施策に取り組んできましたが、

人口減少や少子高齢化の進行など、市を取り巻く社会情勢は大きな変動期を迎えています。

　そこで市では、平成 28 年度に第 2 次豊後大野市総合計画を策定し、教育分野における政策目標を

「豊かな心と学ぶ意欲を育むまち」として、生涯学習の推進を図っています。具体的には図書館を整

備することを目標に掲げ、幼児から高齢者に至るまで親しみやすく利用しやすい施設として、地域情

報や学習スペースといった様々な機能の整備と充実を推進するため、市民が図書館について学ぶ市民

講座の開催や建設検討委員会による答申書の取りまとめを通して、基本計画づくりの準備を進めてき

ました。

　一方、豊後大野市には、貴重な文化財や伝統的な民俗文化、民俗芸能が数多く残っているとともに、

ユネスコエコパークやジオパークに認定されている大地の営みが生み出したダイナミックな景観と独

特の地形に生きる人々の想いがつくりだした、ここにしかない歴史・伝統・文化がたくさん残ってい

ます。

　そこで図書館と同様に、第２次豊後大野市総合計画では、市民が文化財等を身近に感じることがで

きるよう、収蔵や展示の充実の推進、展示施設の在り方について検討することをうたっています。ま

た、文化財保護行政を力強く推進するおおいた豊後大野ジオパークガイドを含む 4 団体より、要望

書が提出され、図書館建設に際して資料館も併設し、文化の殿堂に相応しい充実した施設にしてほし

い、との要望が出されました。それらを受け、図書館の建設に併せて資料館の建設も検討することと

し、建設検討委員会による答申書が取りまとめられました。

　私たちはこうして積み重ねられてきた様々な取り組みや、市民の意見を直接伺うワークショップな

どをもとに、具体的な検討を進め、図書館・資料館建設の基本計画をここにまとめます。

２．新図書館・資料館の配置と規模

（１）新図書館・資料館の規模

　新図書館・資料館の規模は、建設検討委員会による答申書にも謳われていましたが、今回基本計画

をまとめるに当たり、2030 年の市の人口推計を基に規模を再度見直しました。

　まず新図書館の規模は、答申書と同様に「公立図書館の任務と目標」による計算方法にて算出し、

2,400 ㎡程度とします。また、新資料館の規模は、既存の図書館を改修して使用するとともに、既存

の歴史民俗資料館を収蔵庫として活用すること等により最小限に抑え、新築部分で 400 ㎡程度、既

存改修部分を合わせて 1,100 ㎡程度とします。

【図書館】

　延床面積 768.8 ㎡　収蔵能力 60,000 冊　蔵書冊数 72,282 冊　※平成 28 年度実績

　専任職員 3 名（うち司書 2 名）、非常勤職員 6 名（うち司書 4 名）

【歴史民俗資料館】

　延床面積 858 ㎡　収蔵物件 8,159 点（うち当該施設に収蔵しているものは 3,722 点）

　専任職員 5 名（うち学芸員資格を有する者は 1 名）、非常勤職員 2 名
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表４　新図書館・資料館の配置比較検討資料
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（２）新図書館・資料館の配置

　新図書館・資料館の配置は、基本構想をベースにしたプロポーザルの案をもとに数案検討した結果、

図書館と資料館がオープンギャラリーと呼ばれる共用空間を介して接続されるとともに、南側の体育

館方面からのアクセスも考慮したＢ案を採用することとしました。
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表５　新図書館・資料館の各部門の機能及び面積

（３）各部門の機能及び面積

　答申書に示された、新図書館・資料館に必要とされる機能を基に、各ゾーンの大まかな面積と機能

の割り振りを以下の一覧表に示します。共用・交流ゾーンを新図書館と資料館の共有スペースとする

とともに、既存建物を資料館の一部として活用して面積を抑制することにより、既存建物を含めた延

床面積を 3,500 ㎡余りとします。
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閉架書庫 BM 車庫

事務室

開架ゾーン

共用・交流
ゾーン

管理ゾーン

資料館ゾーン

オープンギャラリー

資料館

（展示空間）

資料館

（展示空間・作業室等）

駐車場

一般開架ゾーン

児童開架ゾーン

飲食・くつろぎ

多目的室

中庭

知識の回廊

サービスカウンター

三重川

至　市役所 →

←
 至

　
内

山
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（４）新図書館・資料館のゾーニング

　既存建物を資料館に改修することから、資料館の展示空間を既存建物の東側に隣接して配置します。

そして、敷地東側の資料館部分と西側の図書館部分の間に共用のエントランスホール（オープンギャ

ラリー）を設け、両施設をつなぎます。エントランスホールまわりには、“交流ゾーン” として多目

的室や飲食・くつろぎスペース、オープンギャラリー等を配置し、両施設の相互利用の推進や学びの

相乗効果を最大限発揮できるゾーニング計画とします。

　一方図書館は中庭を囲むように開架ゾーンを配置します。それを “知識の回廊” と呼び、中庭を取

り囲むように回遊動線を計画し、開架ゾーン内をスムーズに行き来できるようにします。中庭を挟ん

で南側を一般開架ゾーン、北側を児童ゾーンとして適度な距離感を確保します。また、一般開架ゾー

ンと児童ゾーンの真ん中にサービスカウンターを配置し、職員の目が行き届きやすい計画とします。

サービスカウンター奥に事務室や閉架書庫、BM 車庫等の管理ゾーンを配置します。
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（５）新図書館・資料館のレイアウト

図書館：2,200 ㎡（交流ゾーン含む）

資料館：350 ㎡ + 既存改修 768 ㎡

共　用：210 ㎡

合　計：3,528 ㎡（内新築 2,760 ㎡）
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図 書 館

展示コンセプト

こども
エリア

ティーンズ

ポピュラー

野 田
コレクション郷 土

コーナー

古 墳 弥 生

旧石器 縄 文

知の回廊知の回廊

大地の営みから、豊後大野市の「多様性」を知り、
市民・利用者のみなさんとともに探求し、創造、発信していく展示をめざします。

“深める”

9万年前の阿蘇火山の火山噴火が、起こった（ジオサイト）という環境の中で、歴史（旧石器、古墳）がはじまりました。そして、ジオ（独自の地質的環境）を土台に生まれた

滝や棚田群、疎水、石橋群、磨崖仏などが、現在の豊後大野市に多く存在し、今もなお人々の営みに関わっています。その大地の営みから、豊後大野市の多様性に気づくこと

で、豊後大野市の地域や人に活力をもたらし、「文化による地域を創造する力」を醸成します。

観賞した関連する本をから知り、学び、調べる

“本物を見る”
壮大な自然と私たちの生活とのつながりを感じる。

●ワークテーブル

●学習テーブル

●情報検索システム

資 料 館

〈図書館・郷土コーナー〉 〈総合展示〉

※写真はイメージです

1 旧石器

大野川で取れる石を

利用して生まれた旧

石器遺跡が多く点在

しており、岩戸遺跡の

こけし形土偶は、旧

石器人の精神世界を

知る貴重な遺物です。

2 縄文

考古学者賀川

光夫は、大石遺

跡から出土した

扁平打製石斧

を、農耕論を提

唱しました。

3 弥生

高添遺跡でも

多くの集落跡が

発見されており、

この時代広い

地域で人口の

増加が起きたこ

とを裏付けます。

4 古墳

豊後大野市内には、

これまで8つの前方

後円墳が確認されて

います。山間部にこれ

だけのまとまった分

布は、その規模・数と

もに県下最大です。

5 
野田
コレクション

野田雅之先生

の寄贈の化石

標本、鉱石標本

の一部を特別

展示します。

豊後大野市で発掘された遺物を用いて、原始・古代の人々のくらしを分かりやすく伝え

る再現展示や楽しく、知る・学ぶためのハンズオン展示を行います。

考古学から見る豊後大野の原始・古代

●実物資料展示

●生活展示

●体験展示

●ハンズオン展示

ハンズオン展示体験展示生活展示

〈 総合展示〉

※写真はイメージです

大地

歴史

豊後大野ジオパーク
の地形図

大野川盆地と
阿蘇噴火想像図

自然オオイタ
サンショウウオ ニホンカモシカ アケボノツツジ
オオイタ

サンショウウオ ニホンカモシカ アケボノツツジ 明正井路建設 菅尾磨崖仏 神角寺本堂 などなど

など

3 歴史

大地から多様な歴史文化

が生まれ、現代まで息づい

ています。特に加工しやすい

阿蘇溶結凝灰岩がとれる豊

後大野では、石材加工技術

が発達し、様々な場で「石」

が利用されました。

1 大地

５億年前から続く地下のマ

グマや火山活動から出来た

雄大で不思議な景観を産み

出して来ました。多様な地質

は、大野川の流れと組み合

わさって雄大で不思議な景

観を生み出してきました。

時系列や分類ではなく、自然

と生活とつながりの仕組みを

空間構成に置きかえた展示

ジオラマ展示ジオラマ展示 実物資料展示実物資料展示借景展示借景展示

●プロローグ展示

●借景展示

●ジオラマ展示

●実物資料展示

構造展示

歴史祖母山の美しい景観や阿蘇火山の大噴火があったからこそ生まれた滝や棚田群、井

路、石橋群、磨崖仏など、巨大噴火と人 と々の関わりが体感できるような空間とします。

大地の営みから見る、豊後大野の多様な自然と歴史
総合

〈 郷土コーナー〉

大地・自然・歴史の展示に関する書籍を体系的に整理し、子供

から大人まで興味に応じて知識を深められるコーナーとします。

郷土愛を醸成し知識の深度を高める
郷土

ハンズオン展示体験展示

ジ オ 自然

歴史 民俗 埋蔵

ワーク
テーブル 情報検索

郷土資料

展
示
ス
ト
ー
リ
ー

展
示
手
法

展
示
手
法

郷土資料

〈通史・考古歴史展示〉

〈 通史・考古歴史展示〉

2 自然

標高が高く急峻で険しい

岩峰を築いてきた祖母・

傾山系の豊かな原生林

には、幅広い植生と日本

固有の希少な動植物を

持つ生態系が残されてい

ます。

３．新資料館の展示計画

（１）展示のコンセプト
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鉱物学・地質学

山　地

動　物

台　地

植　物

埋蔵文化財

民間信仰

発電・灌漑

漁・狩り・農業

〇展示構成イメージ図
石造文化への

アプローチ

生活・文化への

アプローチ

火山活動・噴火

火山活動・噴火
阿蘇や祖母傾山系の火山の影響を受けて形作られた

豊後大野の大地。

大地に広がる個性豊かな地形や地質は、豊後大野の

自然と人の生活の基盤となっています。

地層・凝灰岩・化石

地層・凝灰岩・鉱石
大地の成り立ちを示す多様な地質。豊後大野では火

山活動の痕跡である凝灰岩や火成岩、海底で堆積し

たチャートなど、多様な岩石や地層が見られます。

凝灰岩からなる柱状節理の断崖は市内各所に分布し

ています。

石文化

豊後大野の大地と自然の中、人々は石や岩を利用し

た文化を古代より発展させてきました。石器や石棺

から石塔や磨崖仏といった仏教美術、石橋などの産

業遺産。また、近代になり鉱山開発が始まると、鉱

物学・地質学の最前線にもなりました。

くらし

人々は豊後大野の自然と共生し、敬いながら漁・狩

り・農業を行うことで、生活の恵みを得てきました。

ヤナ場・魚道、狩りの安全を願う山の神・祭礼などは、

ここにしかない固有の生活文化です。

生態系  動植物  山地

標高が高く急峻な祖母・傾・大崩山系の原生林には、

幅広い植生と日本固有の希少な動植物を持つ生態系

が残されています。

大野川  急峻な岩峰  台地の中の滝

度重なる噴火活動によってできた大地。浸食や大野

川の流れによって、急峻な岩峰や台地の中の巨大な

滝など独特の景観美を有する地形へと形作られてい

きます。

石造仏教美術 石造建築

地形・地質とのつながり

人とのつながり

生態とのつながり

総合展示では壮大な自然と私たち生活

とのつながりをベースに、豊後大野の

特色を際立たせた展示を構築します。 大 地

歴 史

自 然

（２）展示構成イメージ
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地層・凝灰岩・化石 台　地

発電・灌漑

漁・狩り・農業

轟橋・出会橋と凝灰岩

ゾーン 目的 主な展示 展示手法

ゾーン-1

「９万年前の阿蘇火山噴火」

ゾーン-2

「豊後大野の大地」

ゾーン-3

「豊後大野の産業」

阿蘇４カルデラ噴火と噴煙柱、大火砕流、溶結凝灰岩の成り立ち 

浸食地形のできかた、渓谷・谷底平野

パネル展示・一部動画モニター

                   

立体地形モデル

　手で触れられる阿蘇カルデラ壁から久住連山、祖母傾・大崩山、大分平野

    が網羅できる範囲ぐらい

　大野川盆地・南部の山地帯・西部山岳地帯・大野山地

　地質図、植生図、衛星写真、各地帯構造名称が写し込めるようにする

ジオラマ展示

オープン展示

岩石展示　

　大野川盆地（堆積岩＝砂岩、泥岩、阿蘇溶結凝灰岩）

　南部の山地帯（付加体＝チャート・石灰岩・変成岩）

　西部山岳地帯（火山岩、堆積岩＝花崗斑岩、凝灰角礫岩、ホルンフェルス、

                                  流紋岩、炭化木含む）

　大野山地（堆積岩＝三宅山火砕流堆積物）など、それぞれで取れる石の展示 

                           各岩石は転石のままとカットが入ったもの

実物展示

オープン展示

実物展示

オープン展示

岩石の成り立ち説明

石器石材については、後の展示とのリンクを意識する

・リバー（実験用具）

　水の給排水できる設備必要       常設、体験の目玉とする

パネル展示

ハンズオン展示        

犬飼町の誕生と港の繁栄     大野川通船     細長港の発展    大野川浚渫の逸話    

蝙蝠滝舟路の工事    豊肥鉄道の延伸    アーチ式石橋建設ラッシュ    

沈堕発電所の開設と滝との顛末

大野川浚渫日誌    犬飼港図　額装展示    緒方駅開設式辞　

沈堕滝レプリカ・発電の仕組み込み（九電に資料・資金協力を得られないか）

パネル展示

今の豊後大野大地を形づくったイベント、さらには地球規模のイベン

トであること、そして研究史上でも 稀にみる成果（噴出年や示準とな

る火山灰）であることを理解する

今の豊後大野の地形（古い堆積岩の上に新しい火山性の堆積物があり、

それらが川によって浸食され地形ができていること）、地質（南に複雑

な地質構造があり、古い火山の痕跡が見え隠れしていること）を体験し

理解する

この地で暮らす人々は、農業を中心として様々な産業を生みだしてき

た。そして近代になって地域の浮揚を目指した人々が、地形や地質と上

手くつきあいながら独特の産業遺産を生みだしてきたことを理解する

（３）展示方法
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山　地 植　物

原生林と生態系 緒方井路

石造仏教美術

民間信仰

仏教美術　石塔・磨崖仏

緒方神社川越し祭り

ゾーン-4

「豊後大野の自然と人との暮らし」

実物展示

オープン展示

実物展示

オープン展示

大野川盆地

      緒方盆地での水田と灌漑用水（井路、短距離、長距離水路略史）  河岸段丘

　  での水田と灌漑用水（ため池）    火山性台地での畑作      里山の植生・生物  

      たくさんあるアーチ式石橋

     絹さん人形のレプリカ（農村の様子）    御覧田植え文書　八反セリ（農具） 

    ・唐み・手み     ヤナ・ヤナ小屋縮小レプリカ　堤記念碑拓本

    里山の植生と生き物　剥製・標本・レプリカ　   

    石橋レプリカ（石割技術込み）    民家

パネル展示

パネル展示西部山岳地帯・南部の山地帯・大野山地   

    祖母山系植物垂直分布図   各分布域の植物写真   祖母山・傾山・鉱山の盛衰

    （最盛期と今）を示す写真

    うつつ山・石灰岩採掘場の写真   山の神信仰、供養塔写真    天然記念物の生

    き物（ヤマネ）・健男社社叢の写真    仙の嶽・チャート岩塊  

    尾平鉱山産鉱石      鉱山用具　   亜炭       紫雲石・層状チャート　

    山の神信仰の鉾　  ツキノワグマ・ニホンカモシカ剥製　

ゾーン 目的 主な展示 展示手法

ゾーン-5

「豊後大野の歴史・文化」

ゾーン-6

「通史考古歴史資料」

ゾーン-7

「野田コレクション」

企画展示室

実物展示

オープン展示

実物展示

パネル展示

実物展示

オープン展示

市内磨崖仏の写真   市内仏像の写真（蓮城寺千体薬師、吉祥寺大威徳明王

・不動明王、常忠寺阿弥陀如来）緒方三社川越し祭・柴山ひょうたん祭

・上田原湯立て祭（映像記録も）     

パネル展示

パネル展示

映像・音響展示

地域の御幸祭の様子  

 千盆搗き（映像記録も）神楽・獅子舞・白熊・棒術（映像記録も）

軸丸熊野社木造仏（保存処理要）   ひょうたん祭り大わらじ

烏帽子ひょうたん   神楽衣装、神楽面、採り物    木遣り采配・千盆搗采配、

衣装など

ゾーン１から 5 で展示したものは省くか、写真を代用さらに、旧石器から

古墳までも通史順に展示していく   

旧石器・縄文    弥生・古墳   古代（緒方氏）・中世（大友氏）    豊後大野の磨崖仏　

豊後大野の仏教美術    近世（通史・岡藩と小宛焼・井路開削）    

近現代（西南戦争・大野川通船・豊肥鉄道・長距離井路開削・鉱山開発・太平洋戦争）     

民俗文化（石風呂・伝統的な祭り）    先人

野田コレクション（鉱物・化石）

人々は豊後大野の自然と共生し、敬いながら漁・狩り・農業を行うこと

で、生活の恵みを得てきました。ヤナ場・魚道、狩りの安全を願う山の

神・祭礼などは、ここにしかない固有の生活文化です

地形・地質に制約を受けながらもこれまで暮らしてきた人々が創りあ

げた文化は歴史の重要な一端であり、地域を物語る遺産であることを

理解する

豊後大野市で発掘された遺物を用いて、原始・古代の人々のくらしを分

かりやすく伝える再現展示や楽しく、知る・学ぶためのハンズオン展示

を行います

野田雅之先生から寄贈された鉱物と化石を体系的に展示し、豊後大野

が持つ自然の魅力を伝える
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（４）展示資料リスト
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1800 6200

事務スペース

野田コレクション

談話室兼多目的室

収蔵庫

前室

収蔵庫

水廻スペース

休憩スペース

作業スペース

荷解き室

多目的室

バックヤードバックヤード

トイレ

基本展示室

EV

S=1:200

362.5㎡ 資料展示室 583.44㎡ 収蔵庫・作業室 184.56㎡

シャッター

ダムウェーター

屋根ライン

受付 カウンター

0M

3M

5M

企画展示やイベント準備

のための作業空間

Point ②

作業室及び作業に伴う屋根付き

作業場所

岩石標本の石砕きなど、加工作業

が結構多いので軽トラなどの搬入

車が接近できる場所を確保

Point ①

考古歴史資料室兼企画展示室

企画展示室開催時は文化財資料を

収蔵庫に収納

Point ⑤

談話室兼多目的室

談話室は小規模の企画展示コーナー等

多目的に活用できる空間として整備

談話室兼多目的室

談話室は小規模の企画展示コーナー等

多目的に活用できる空間として整備

Point ⑥Point ⑥

事務室

基本展示空間の出入り口付近に設置し、

展示案内や警備に対応

Point ④

ゾーン構成

資料館導入部

開放的で出入りしやすい

入口・出口を兼ねた

オープンスペース

資料館導入部

開放的で出入りしやすい

入口・出口を兼ねた

オープンスペース

Point ③Point ③

ゾーン-1

ゾーン-4

ゾーン-5

ゾーン-6

ゾーン-7

ゾーン-3

ゾーン-2

ゾーン-1  「９万年前の阿蘇火山噴火」

ゾーン-2  「豊後大野の大地」

ゾーン-3  「豊後大野の産業」

ゾーン-4  「豊後大野の自然と人との暮らし」

ゾーン-5  「豊後大野の歴史・文化」

ゾーン-6  「通史考古歴史資料」・「企画展示」

ゾーン-7  「野田コレクション」

観覧動線

資料動線

（５）資料館のレイアウト
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1,533,600 千円
新築　2,760 ㎡ ×500 千円 =1,380,000 千円
改修　   768 ㎡ ×200 千円 =    153,600 千円

200,000 千円
図書館家具（書架・カウンター・読書席等）、
什器、備品類

210,000 千円 展示面積　700 ㎡ ×300 千円 =210,000 千円

1,943,600 千円

表６　新図書館・資料館の概算事業費

建設工事費

家具・什器備品

展示工事費

合計 ( 税込 )
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表７　新図書館・資料館の事業スケジュール

４．新図書館・資料館の整備等に関する事業計画 ５．新図書館・資料館の運営に関する事業計画

（１）概算事業費

　新図書館・資料館の建設にかかる概算事業費は、建設工事費、家具備品、展示工事費を含めると、

概ね 19.3 億円程度が見込まれます。また、この他に施工監理費、外構工事費、書籍やＡＶ機器購入費、

図書館情報システム費が別途必要となります。

（１）施設管理・運営に関する考え方

（２）事業スケジュール

　事業スケジュールは、平成３１年１月頃に建物本体工事に着手し、平成３２年３月までの建物完成

を目指します。その後、開館準備や引越等を経て、図書館は平成３２年９月頃の開館を、資料館は平

成３３年１月頃の開館を目指します。

①休館日・開館時間

　休館日及び開館時間は、多様化する市民の生活様式や費用対効果にも配慮しつつ、柔軟に対応する

必要があります。現在の図書館及び歴史民俗資料館の開館時間と休館日を以下に示します。

　【現図書館】

　　休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）

　　　　　　祝日

　　　　　　最終金曜日

　　　　　　その他（資料整理期間、年末年始）

　　開館時間：10：00 ～ 19：00（火～金曜日）

　　　　　　　10：00 ～ 17：00（土・日・祝）

　【現資料館】

　　休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌平日）

　　　　　　祝日

　　　　　　その他（展示替えの期間、年末年始）

　　開館時間：9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）

②職員体制　

　新しい図書館及び資料館の職員は、市民の多様なニーズに応えるため、社会の変化にも対応しなが

ら、様々な資料や情報を的確にかつスピーディーに提供する責務を負っていると考えています。その

ためには、何より高い専門性をもった職員が必要であると考えています。

　【図書館】

司書資格を有する者はもちろん、レファレンス対応に必要なコミュニケーション能力の高い職員を配

置するなどの対応が必要でると考えています。

　【資料館】

今後予定している発掘調査への対応のための考古学を専攻した学芸員、及びジオパーク再認定時に指

摘された、自然系及び歴史系に関し専門的知識を有する学芸員を配置するなどの対応が必要であると

考えています。

　ただし、サービス水準の向上とともに、効率的な運営に配慮する必要があります。特に図書館につ

いては、情報システム管理について、最新の技術を導入することで更なる運営の効率化を図っていく

など、最小の経費で最大の行政効果が生まれるよう努力していく必要があると考えています。

③ランニングコスト試算（ただし、人件費を除く）

　年間の光熱水費は、類似施設の実績や試算等から１㎡当たり 3,000 円程度と想定されるため、年

間およそ 10,000 千円程度が必要になると考えらています。

　そのほか、図書館のシステム (OPAC,BDS, 自動貸出機など ) を維持管理するための費用や警備保障

の委託料などが生じることが予想されています。
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豊後大野市図書館および資料館
市民ワークショップ

新しい図書館と資料館等の基本計画の策定及び基本設計を進めるにあたり、

広く市民や利用者の皆様からご意見等をいただくため、市民ワークショップを開催。

より多くの方たちの意見を聞くため、３会場にて実施。

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN 3 km

千歳保健センター

エイトピアおおの

神楽会館 ( 清川 )

03
会場

02
会場

01
会場

12/3( 日 )14：00 ～  

12/2( 土 )14：00 ～  

12/3( 日 )9：30 ～  

６．基本計画書 ( 案 ) に係る補足説明



参加人数　：19 名

グループ数：3 グループ
神楽会館 ( 清川 )

01
会場

12/3( 日 )9：30 ～  

A 班の理想 色んな人が利用できて自然が多くて楽しめる図書館・資料館

B 班の理想 全市民のニーズに合ったいつでもみんなが行きたくなるような図書館・資料館

C 班の理想 みんなが行きたくなるサービスのある図書館・資料館

ワークショップテーマ

「新しい図書館 /資料館のかたちを考えよう！」

豊後大野市の特徴である自然を活かした外観 /小さい子からお年寄りまで来れてゆっくり楽しめる場所 /人と気にせず、友達とゆっくり勉強できる個室がほしい

夜 9時くらいまで開館してほしい /おしゃべりや飲食できる場所がほしい　など

広い駐車場 /雨に濡れない開放的な玄関 /バスの停留所がほしい /人の動きが見える高さの書架 /学習スペースを広く /障害者や子供にも優しい計画

体験コーナーのある展示室 /観光客が来ても楽しめる仕掛け /展示の解説をしてくれるボランティアを採用　など

飲食スペースがほしい /座り心地の良い椅子 /出会いと交流の場 /ユニバーサルデザイン /ブックスタートを支援 /課題解決支援サービス /情報発信してくれる

ケーブル TVのアーカイブがあるとよい /学校との連携の強化 /観光・ジオの案愛をしてほしい /ふれあいコーナーや地域ボランティアなど市民参加できる仕組み　など
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参加人数　：16 名

グループ数：3 グループ
千歳保健センター

02
会場

12/2( 土 )14：00 ～  

A 班の理想 老若男女問わずたくさんの人に利用してもらえるような図書館・資料館

B 班の理想 市内外の様々な年代の人々が行きたくなるような図書館・資料館

C 班の理想 行きたいと思う、人に自慢できる図書館・資料館

ワークショップテーマ

「新しい図書館 /資料館のかたちを考えよう！」

たくさんの人が楽しめる取組み /POP や図書館だよりの掲示 /本が買える /落ち着いた BGM/ 読み聞かせやパネルシアターのイベント告知

グループで使う個室がほしい /休日に開館してほしい /バリアフリー /ボードゲームができるとよい /wifi/ 石橋づくり体験など参加できる展示　など

自然豊かな豊後大野の特徴を活かした外観 /知的なゆったりとした空間 /できるだけ駐車スペースを /老若男女の交流 /敷居が低く気軽に訪れられる工夫

まちづくりのための情報交換所 /電子書籍の導入 /各支所との連携の強化 /豊後大野の石橋や磨崖仏を PRできる工夫を　など

司書の教育システムの構築 /ブックコンシェルジュの採用 /故郷学習の展示・発表 /夏休みには寺子屋を開催 /公民館で本を検索できて予約できるとよい

読書通帳の設置 /おしゃべりできるサロン /コミュニティバスがほしい /ブックスタートのきっかけづくり /当時の情景が伝わる展示　など
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A 班の理想 幅広い年代の人が快適に過ごせる図書館・資料館

参加人数　：35 名

グループ数：6 グループ

ワークショップテーマ

B 班の理想 本を読むだけでなく、みんなが集まって遊べるような図書館・資料館

C 班の理想 人が集まり、つながる図書館・資料館

D班の理想 みんなにやさしい癒しの空間

E 班の理想 誰もが気軽に立ち寄れる場所 / 情報化時代に対応できる場所 / 体験できる場所

F 班の理想 楽しく学ぶ図書館・資料館

エイトピアおおの

03
会場

12/3( 日 )14：00 ～  

「新しい図書館 /資料館のかたちを考えよう！」

本を読む空間、勉強する空間、交流する空間のスペースわけ /話しかけやすい司書さんが良い /リクエストに応えてくれる選書

自販機やカフェなどの飲食スペースが欲しい　など

コミュニティバスで遠方からの利用にも配慮 /学習スペースの充実 /明るい読書空間 /車いすでの利用にも配慮してほしい /飲食スペースの設置

女性や子供にやさしい工夫を /資料の検索が容易な工夫を /資料の入れ替えに配慮した展示空間　など

木の温もりを感じられる /こどもだけでも訪れられる工夫 /自然の音や風を感じられる空間 /不登校の学生などへの対応 /学習スペースの充実

清潔なトイレ /飲食コーナーの設置 /最新機器の導入 /多様なイベント・発表スペース /エイトピアとの連携を図る　など

自然を感じられる設計 /外にもスペースが欲しい /飲食スペース /使い分けができる空間 /祝日も開館してほしい /開架の資料の充実

ジオや豊後大野の歴史が理解できる展示 /未来に向けて機器や AVの充実 /JR の時刻表が確認できるとよい　など

ゆったりくつろげるスペースがある図書館 /学習意欲がわく図書館 /いろいろな方法で楽しめる図書館 /大切な時間を過ごせる図書館

年齢関係なくみんなで楽しめる図書館 /本を読むきっかけになるような図書館　など

広い駐車スペース /学習スペースの充実 /Wifi 環境 / 開館時間の延長 /バリアフリー /市民ボランティアの参加 /木の温もりを感じられる

屋外と連携した使い方 /世代に合わせた空間づくり /幅広いレファレンスサービス /多様なイベントに対応した空間　など
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  豊後大野市図書館及び資料館
いろんな人や情報と出会い・つながり・交流できる「豊後大野まなびの杜」

意見を包括した概念

の実現

営みをデザインする

BUNGOONO MUNICIPAL LIBRARY & MUSEUM

環境をデザインする
Design of Environment

関係をデザインする
Design of Relationship

Design of Human act

仕組をデザインする
Design of Time

Method.1

Method.2

Method.3

Method.4

・人の動きが見える高さの書架が良い。

・話しかけやすい司書さんが良い

・リクエストに応えてくれる選書

・幅広いレファレンスサービス

・不登校の学生などへの対応

・エイトピアとの連携を図る

・困ったときに課題解決を支援してくれるサービス

・POP や図書館だよりの掲示などいろんな情報を発信してくれる

・読み聞かせやパネルシアターのイベント告知

・まちづくりのための情報交換所

・まちめぐりにつながる情報発信

・使いやすいシンプルな形状が良い。

・豊後大野市の特徴である自然を活かした外観

・自然を感じられる設計 / 外にも読書スペースが欲しい

・自然の音や風を感じられる空間

・本を読む空間、勉強する空間、交流する空間のスペー

スわけ

・自販機やカフェなどの飲食スペースが欲しい

・木の温もりを感じられる空間

・車いすでの利用にも配慮してほしい

・清潔なトイレ

・最新機器の導入 / 電子書籍の導入

・小さい子からお年寄りまでゆっくり楽しめる場所

・広い駐車場 / 雨に濡れない開放的な玄関 / バスの停留

所がほしい

・座り心地の良い椅子が欲しい

・ケーブル TV のアーカイブがあるとよい

・落ち着いた BGM が流れる空間

・グループで使う個室がほしい

・Wifi 環境の構築

・敷居が低く気軽に訪れられる工夫

・当時の情景が伝わる展示

・ゆったりくつろげるスペースがある図書館

・学習意欲がわく図書館

・いろいろな方法で楽しめる図書館

・大切な時間を過ごせる図書館

・こどもの読書体験のお手伝いができる ( ブックスタート )

・年齢関係なくみんなで楽しめる図書館

・多様なイベントに対応した空間

・おしゃべりや飲食できる場所がほしい

・様々な体験コーナーのある展示室

・出会いと交流の場となる空間（まちのサロン）

・将棋や囲碁などのボードゲームができるとよい

・石橋づくり体験など参加できる展示

・老若男女の交流が生まれる

・故郷学習の展示・発表

・安心して授乳スペースの確保

・コミュニティバスで遠方からの利用にも配慮。

・こどもだけでも訪れられるアクセスの工夫が欲しい

・資料の入れ替えに配慮したフレキシブルな展示空間

・JR の時刻表が確認できるとよい

・開館時間を延長してほしい

・休日にも開館してほしい

・展示の解説をしてくれるボランティアを採用

・学校との連携の強化 / 各支所との連携の強化

・観光・ジオの案内をしてほしい

・ふれあいギャラリーや地域ボランティアなど市民参

加できる仕組みが欲しい

・本が買えると良い。

・司書の教育システムの構築

・ブックコンシェルジュの採用

・夏休みには寺子屋を開催できるとよいのでは？

・本館だけでなく、公民館でも本を検索できて予約で

きるとよい

・読書通帳の設置

豊後大野市図書館・資料館建設基本計画 26
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７．新図書館サービス計画

（1）公民館図書室との連携について

　公民館図書室については、各施設のサービス対象地域の実情に応じて、利用者及び住民の要望や社

会の要請に応えていく必要があると考えています。

　現在、市及び市教育委員会では、地域コミュニティーセンター構想をふまえた支所等整備事業を行

なっている中において、公民館の建設等の整備も併せて行っています。

　公民館図書室は、公民館と一体となって地域住民にとって親しみやすく、立ち寄りやすいなどの利

点を最大限に生かすことができるよう、より地域に根ざした図書サービスの充実を目指します。

８．その他

（１）豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会

豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会設置要綱

（設置）

第１条　豊後大野市の新しい図書館及び資料館（以下「新図書館等」という。）の建設に関して検討をするに当たり、市民の意見及び提案を

　反映させるため、豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　委員会は、新図書館等の基本構想その他新図書館等の建設に関する事項に関し豊後大野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の

　求めに応じて意見を述べるものとする。

（組織）

第３条　委員会の委員は、15 人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員の代表者

(2) 図書館協議会の代表者

(3) 歴史民俗資料館運営審議会の代表者

(4) 自治委員の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) 市民から公募した者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

（任期）

第４条　委員の任期は、委嘱の日から第 2 条に規定する所掌事務が終了した時までとする。

２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員長及び副委員長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条　委員長は、委員会の会議（以下「会議」という。）を招集し、その議長となる。

２　会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３　委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

　（部会）

第７条　委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。

２　部会は、委員長が指名する委員で組織する。

３　部会に部会長及び副部会長 1 人を置き、部会員の互選によりこれを定める。

４　部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

５　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（庶務）

第８条　委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

（補則）

第９条　この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

　　　附　則

この告示は、公示の日から施行する。

　　　附　則（平成 29 年 6 月 29 日教委告示第 20 号）

この告示は、公示の日から施行する。
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回数 日時・場所 出席者 内容 

平成 29年度 

第 1回 
9月 22日（月） 

中央公民館視聴覚室 
15名 委嘱状交付式、諮問、概要等の説明 

第 2回 
10月 13日（金） 

中央公民館第一会議室 
15名 

新図書館等が持つ機能とその配置に

ついて 等 

第 3回 
11月 17日（金） 

中央公民館視聴覚室 
12名 資料館の展示について 等 

【市民ワークショップ】 

   12月 2日（土）千歳保健センター 

12月 3日（日）豊後大野市神楽会館 

   〃     エイトピアおおの 

第 4回 
12月 16日（土） 

中央公民館第一会議室 
13名 施設全体の平面図について 等 

平成 30年 

第 5回 
1月 26日（金） 

中央公民館第一会議室 
 名 答申 

 

番号 氏   名 選 出 区 分 備  考 

１ 田原 靖憲 社会教育委員の代表者 副委員長 

２ 佐藤 和生 図書館協議会の代表者  

３ 後藤 順子 
歴史民俗資料館運営審議会の

代表者 
 

４ 赤嶺 信武 自治委員の代表者  

５ 渡部 幹雄 学識経験者 委員長 

６ 吉永 浩二 学識経験者  

７ 工藤 妙子 公募委員  

８ 佐藤 珠幸 公募委員  

９ 渡邊 円世 公募委員  

１０ 吉岡 敏和 公募委員  

１１ 後藤 綾子 公募委員  

１２ 藤内 園枝 公募委員  

１３ 太田 新子 社会教育課図書館係長  

１４ 高野 弘之 社会教育課文化財係長  

１５ 玉ノ井 浩司 建設課課長補佐  

 

豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会開催の概要 豊後大野市図書館及び資料館建設検討委員会委員名簿

（平成 30年 1月 26日現在）

※敬称略

13
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「豊後大野市図書館及び資料館建設基本計画書（案）」に係るパブリックコメントの結果について 

 

 「豊後大野市図書館及び資料館建設基本計画書（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）を行ったところ、21件の御意見が

寄せられました。意見の概要と豊後大野市の考え方は下記のとおりです。 

 

１ 意見募集実施状況等概要 

（1）募集方法等 

募集期間 平成 30年 2月 28日（水）～平成 30年 3月 30日（金） 

意見提出方法 直接提出、郵送、ファクシミリ、電子メール 

計画（案）の公表場所 豊後大野市図書館、豊後大野市歴史民俗資料館、豊後大野市神楽会館（清川公民館）、緒方公民

館、朝地公民館、大野公民館、千歳公民館、犬飼公民館、中央公民館  9箇所 

 

（2）提出状況 

提出数及び提出方法 直接提出（4通）、郵送（1通）、ファクシミリ（なし）、電子メール（2通） 合計 7通 

意見数 21件 

 

（3）項目別の意見数 

表紙  0件 

1．はじめに  4件 

2．新図書館・資料館の配置と規模  8件 

3．新資料館の展示計画  0件 

4．新図書館・資料館の整備等に関する事業計画  1件 

5．新図書館・資料館の運営に関する事業計画  0件 

6．基本計画書（案）に係る補足説明  0件 

7．新図書館サービス計画  3件 

8．その他  5件 

 

８．その他

（２）基本計画書 ( 案 ) に対するパブリックコメントについて
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番 頁 意見（趣旨） 市の考え方 

1 1 図書費の確保をしてほしい。 
「公立図書館の任務と目標」により算出された資料費の確保に努め

ます。 

2 1 

現在の図書館の利用状況（来館者数や貸出冊数等）を

公開した上で、施設規模や貸出し冊数の目標を示すべ

きである。 

新しく整備する図書館の施設規模について、基本計画書案 1ページ

目のとおり 2030年の市の人口推計をもとに延べ床面積や蔵書冊数

を想定しています。なお、現在の図書館の利用状況については公開

していますが、貸出し冊数は、平成 32年度で 10万冊を目標として

います。 

3 1 
武雄市図書館（及び資料館）のように民間の活用をす

べきである。 

武雄市は、図書館等運営に指定管理者制度を導入し、資料収集や図

書貸し出しなど本来の図書館が担うべき役割に加え、書店やカフェ

の設置など民間活動を取り入れることによって新たなコミュニテ

ィを創出しています。その一方で、資料の選書、収集、分類、保存

及びレファレンスサービスなどに関する経験の蓄積についての課

題もあると聞いています。 

本市では、有為な専門職員の形成、継続を行い『知の拠点』『学び

の場』としての図書館、資料館の設置、管理及び運営に努めます。

また、各館とも、市民や団体と協力し生涯学習事業の推進に努めま

す。 

4 1 
物（アナログ）としての書籍の価値が失われつつある

今、図書館のあるべき姿を検討すべきである。 

電子書籍につきましては、出版社と著作者の間で印刷書籍とは別の

著作権契約が必要であるため、コンテンツの数が少なく、新刊も提

供されにくい現状です。また、学術に関するものが中心であるため、

文芸や児童書のコンテンツが少ないうえ、保存もできなく、加えて

印刷書籍より価格も高いため図書館での普及が進んでいません。本

市では現行のとおり紙媒体でのサービス提供を基本としますが、郷

土資料等のデジタルアーカイブ化も含め、電子書籍の現状を注視し

ながら、導入に関して議論し検討いたします。 

 

２ 意見の内容及び豊後大野市の考え方 

2 
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番 頁 意見（趣旨） 市の考え方 

5 1 
閲覧頻度の少ない、歴史的な記録（レガシー）として

の書籍は全て電子化すべきである。 

郷土・地域資料・記録等の公共的知的遺産については、デジタル化

し、電子情報として共有できるように努めます。 

6 1 
武雄市図書館のように書店機能を持った図書館を整

備してほしい。 

本市では、新施設においても引き続き本来の図書館の目的である図

書、記録その他の必要な資料の収集、整理及び保存を通して、市民

の教養、調査研究及びレクリエーション等に資するよう図書館の設

置、管理及び運営に努めます。なお、豊後大野市内に、書店機能を

持った店舗がありますので、新しい図書館内に書店機能を付与する

ことは考えていません。 

7 3 
基礎・基本から応用に至るまでの教材（素材）を置い

てほしい。 

本施設は生涯学習施設でもありますので、図書館においては、年代

を問わず勉学にいそしむことができる本や資料の設置はもちろん、

勉強しやすい学習室などの空間整備にも努めます。また資料館にお

いては、市内に点在する歴史的な遺物、必要に応じてパネルやレプ

リカの状態で展示します。 

8 3 
子どもから大人までだれもが理解できる内容のもの

を置いてほしい。 

図書館においては、引き続き幼児から高齢者に至るまであらゆる方

に対応した本を置くための選書に配慮します。資料館においても、

幅広い年代の方に対応したわかりやすく詳細な展示に努めます。 

9 3 
自然から科学・法律などまで幅広い分野の資料を置い

てほしい。 

図書館において、引き続き幅広い分野に対応した本や資料の設置に

努めます。 

10 3 
調べやすいパソコン環境やデータベースを整えてほ

しい。 

図書館において、PCコーナーを設けWi-Fiによるインターネット

環境の整備に努めます。 

11 4 

周囲にたくさんの緑があるので、中庭をやめてそのス

ペースを駐車場又は駐輪場としたほうが良いのでは

ないか。 

基本計画等において滞在型の図書館を標榜していますが、検討委員

会において、中庭は、館内での居場所の一つであるとの意見があり

ました。今後は、設計段階において検討します。 

駐車場及び駐輪場については、図書館入口に面した駐車スペースを

確保することはもちろん、現図書館の駐車場を更に充実する方向で

進めてまいります。 

3 
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番 頁 意見（趣旨） 市の考え方 

12 4 

新しい図書館及び資料館のゾーニングについてエイ

トピアおおのを取り込んで、文化的なエリアとして計

画してはどうか。 

新しい図書館及び資料館は生涯学習施設として、またエイトピアお

おのは引き続き文化振興施設として活用されることを想定してい

ますが、両者が有機的な関係において利用されるよう連絡調整を図

っていきます。 

13 21 
図書館及び資料館は箱ものであるので、きちんとコス

ト分析を行い、需要に見合った規模にすべきである。 

書架や空調設備などの整備に伴い、今後発生するいわゆるランニン

グコストについても、設計段階において十分に精査し、最小の経費

で最大の効果が得られるよう進めてまいります。 

14 27 

中心市街地から遠く離れた周辺地域に住む市民が、平

等に図書サービスを受けることができるよう、より身

近な公民館図書室の充実も図ってほしい。 

新しい図書館は、特に選書や書籍の管理において、これまで以上に

公民館図書室への支援を行います。 

現在、市及び市教育委員会では全市的に支所公民館の整備を行って

おり、その中において公民館図書室のあり方も検討しています。 

15 27 公民館図書室に司書が常駐するべきである。 

全ての公民館図書室へ司書を配置することは、困難でありますが、

市図書館の公民館図書室への支援を行うことにより更なるサービ

スの向上を目指します。 

16 27 市図書館と公民館図書室との連携を密にしてほしい。 
前述のとおり市図書館の公民館図書室への支援を行うことにより

更なるサービスの向上を目指します。 

17 ― 
現在犬飼町三ノ岳山頂に設置している望遠鏡を新図

書館等施設へ移設してほしい。 

犬飼町三ノ岳山頂に設置している望遠鏡を新図書館等施設へ移設

する予定はありません。 

18 ― 新図書館等施設にプラネタリウムを設置してほしい。 新図書館等施設にプラネタリウムを設置する予定はありません。 

4 
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番 頁 意見（趣旨） 市の考え方 

19 ― 
旧公民館前にある銅像（振り子のね）を撤去したほう

が良い。 

現在旧公民館の解体に伴い、銅像「振り子のね」は一時的に別の場

所に保管していますが、今後の有り方については、設計段階におい

て新施設のレイアウト、外観や外構を検討する際に判断します。 

20 ― 
バス停を市役所前から新しい図書館等施設の前まで

延長してほしい。 

本区間において、バス停は現在の市役所前からの乗降者が多い状況

にありますので、現段階においてバス停を新しい図書館等施設の前

まで移動させるよう民間バス会社にお願いすることは考えていま

せんが、市としては新施設開館後におけるバス利用者のニーズや乗

降者の動向を注視してまいります。 

21 ― 

現在大型バス等は国道 326 号線より市役所前交差点

への進入が困難である。社会見学や観光視察への対応

のため交差点の改良工事をしてほしい。 

現在、市役所前の交差点は、大型バス等の市役所前への進入が困難

であるという報告を受けておりませんので現段階において交差点

の改良工事を行う計画はありませんが、市としては新施設開館後に

伴い大型バスの侵入が今まで以上に増加するなど、交通量などに変

化が起きていないか、周辺の状況も含め注視してまいります。 

 

※提出いただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度に要約しています。 

5 

 


