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図書館・美術館整備基本設計（案）市民説明会 会議録概要 

 

日 時：平成２３年６月２５日（土）午後２時から午後４時１０分 

場 所：米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）１階 大会議室 

出席者 

   市 民   ３８人 

   米子市   野坂米子市長（途中退席） 

教育委員会 

北尾教育長 

本池教育委員会事務局長 

文化課 

角次長兼文化課長、長谷川係長 

生涯学習課 

永見生涯学習課長、渡部課長補佐 

図書館 

政木館長 

企画部 

湯浅企画部長 

地域政策課 

倉鋪次長兼地域政策課長、足賀中心市街地活性化推進室長、内田課長補佐 

建設部 

勝田建設部長 

建築住宅課 

湯澤建築住宅課長、前田係長、西村主任 

維持管理課 

入江維持管理課長、錦織課長補佐 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 図書館・美術館整備基本設計（案）説明 

プロジェクターを用いて概要を説明 

・整備するに至った経過 

・整備方針、事業の目的 

・整備事業の計画期間、総事業費 

・図書館、美術館の周辺整備内容 

・図書館整備の内容 

・美術館整備の内容 
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４ 質疑 

(本池事務局長) 

周辺整備に関しまして、ご質問を受けたいと思います。 

(市民) 

この度の説明会というのは、建築の設計が少し進んで、形が見えてきたタイミングでの説明会というふ

うに把握しております。 

私が考えますには、本来は建築の設計に入る前、一昨年度、基本計画の策定において市民の意見を聞く

場が無いのは、やっぱりまずかったのではないか思うんですが・・・。 

そこで色々な意見が出るはずですが、一度設計を始めて、その中で各論的な意見が出て、それは修正出

来るでしょうけれども、もっと大きな所での市民の意見が、今、このタイミングで出ても、反映出来るの

でしょうか。非常に僕はそのへんが疑問に思っています。先ずそこからお考えをお伺いしたい。多分同じ

ように考えとられる方も多いんじゃないかなと思います。 

基本設計というものは、基本計画に基づいて作るわけですが、計画の前段階で市民の意見を聞く場が無

かったっていうのは、おかしかったんじゃないですか。今回の説明会がそこまで遡った説明会でよければ、

今回そういう意見をいいます。 

(角次長) 

基本設計の前段階で整備方針というものを作っております。その段階が平成２１年度という事でござい

まして、この段階で市民意見を、というお話でございますが、実はその基本方針を作る前の段階で、「新市

まちづくり計画」、それから「伯耆の国文化創造計画」といったような段階で何回か市民意見を汲み上げて

おります。そうしたものがありましたので、方針決定の時には市民意見をあえて聞かずに、方針を決定を

した上で、皆様方に諮っていったというような経緯です。 

ですから、今回はここの所までは、もう既に合併からずっと時間が経つにしたがって、色々な事もあっ

たかと思いますけれど、その都度、市民意見は反映しながら進んでいるというふうに理解はしております。 

(市民) 

前段階で意見を聞いたというふうなご発言ですが、僕の周りの図書館に関心をもっておられる方、美術

館に関心をもっておられる方の声を聞く限りでは、十分な説明があったというふうには思っていない、私

自身も思ってますけど・・・ 

例えば今回増築という事で整備方針を作っていらっしゃって、そこで規模設定とか予算とか、まあ予算

については、市の方が把握されている事ですから、市民が色々意見を言う事は難しいかもしれませんけど、

例えば、遡れば新築するとか増築でしか出来ないとか、そういった事は市民の皆さんの関心は非常に高か

ったんですね。 

１年間かけてそういう整備の方針を決められて、議会にかけられて、議会が承認したわけだから、私は

議会の責任も大きいと思ってますけど、本当に図書館ファンの方、美術館ファンの方が、「それはいい案だ」、

「いい基本計画案だ」と諸手を挙げて皆さん喜ばれたでしょうか。むしろ、逆の意見の方が僕の周りでは

多い印象を受けます。 

(本池事務局長) 

よろしいでしょうか。周辺整備につきましてご意見があれば・・・。 

(市民) 

私は直接各論に入ろうと思っていたんですが、ちょっと話がでましたので・・・。 

私の意見からしますと、この度のこの整備計画について、米子市としては今までに無い市民の意見をか
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なり聞いて、進められたんではないかと私はある程度評価しています。 

今まで、通称ナイアガラの滝ができてたとかね、駅前には、合掌造りがあったとかね、文化ホールの前

にはまたいろんな物ができたとかね、そういう事が多い中で、そういう意味からすると、創造計画の中で

３年越しになってますから、それぞれ市民全員の意見を入れていくのは大変だったと思います。 

言いたいことは、たくさんあるんですけれども、環境整備について２点ほどご意見を言いたいと思いま

す。 

１つ目、エントランス広場の大屋根の関係。これは、私は非常いい建造物ではないかなと。 

景観は出来てみないとわかりませんけども。 

使う方、それから鑑賞する立場から見てみますと、美術館関係の方から見てみますと、美術館には会議

室も無い、研究室も無い、あるいは学芸員さんが、資料研究するにも場所もない。 

そういった意味で今回の整備計画については、それらの要望はしておりました。それが今回現れている

のは、図書館との共用ですね。 

共用化となってくると、本当は建物がひっついて通路が出来ればいいのですけども、今回は大屋根をつ

くって、渡り廊下にしたという事で、結果的には（図書館の）増築部分の２階にそういったものが整備さ

れるという事で、美術館の方もそれらを研修室だとか会議室にも使える、多目的な部屋もそこに出来たと

いう事で、特に山陰の天候からするとそういった大屋根は非常に今回はいい試みではないかと。 

ただ大きさが、かなり広くなったように見えます。今回のこの図面でも幅が約１０ｍか１２ｍあるよう

に見えますので、それらがあると非常に使い便利が良いのではないかと。図書館と美術館を一体利用する

のに非常に有効的なもので、是非これはこの基本設計案通り進めていただきたいというのが１点です。 

(本池事務局長) 

後ろの方どうぞ。 

(市民) 

私の意見も冒頭の方の意見と全く同じなのですが、もう１点ございまして、仮にその基本計画を始める

前の段階の問題が仮にそれがいいとしてですね、あの今回こう提出された書類ですね。 

基本計画、設計ですか、冒頭、市長のご説明では基本計画という言葉を使っておられましたけど。恐ら

く基本設計だと思うんですが、基本設計が大体収束した時点で、今回のこの機会だと思うんですが、その

際の提出物としては、ちょっと物足りなさを感じておりまして、今回の設計そのものの内容に非常に魅力

を感じないんですね。 

個々に具体的に挙げるとキリがないんですけど、配置図が書いてある図面があると思うんですけど、上

の方に抽象的な言葉が並んでおりまして、「すべての人にやさしい施設づくり」であるとか、「生活空間と

しての施設づくり」、「憩いの場としての施設づくり」とかっていう言葉が並んでいますけど、これらがど

こに設計に反映されているのかが全く見えない。 

模型の写真の提示もあるんですけど、学生に模型を作ってといったら３０分くらいで作っちゃうような

模型なんですね。 

なので、余りにもお粗末だと言わざるを得ないと思うんですよ。だからここら辺のもう一回見直しをし

て、魅力が伝わるような設計内容にして戴きたいというのが正直な所でございます。 

その辺をどういう風にお考えなのかというのを教えて戴きたいと思います。 

(湯澤課長) 

先ず、基本設計という事で発注しておりまして、途中段階でございます。 

これにつきましては、今おっしゃいましたように、かなり基本設計が詰められた段階で、提示するもの
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ではないかというお話でございますけれども、わたくし共の考え方と致しましては、そういった事を詰め

た状態までもっていってしまいますと、やはり手戻りが大きくなるということもございまして、今の段階

では、まだそこに至る前の段階ということで、配置、基本的な方針に基づいた考え方、そういったものを

市民の皆さまにお伝えをして、それを見て戴いた上で、具体的なものに詰めていくというような考え方を

しております。 

(市民) 

そうだとしますと、例えば一般の方っていうのは、この空間にどういう可能性があるのかっていうのは、

多分わからないと思うんのですよ 

具体的にその例を見せる事によって、いいとか悪いとかっていう判断が出来ると思うんで、恐らくやり

方としては、そこまで提案戴いた方が逆に判断できるんじゃないかと思うんですけど、そういうやり方っ

ていうのは考えられなかったんでしょうか。 

(湯澤課長) 

今のお話ですけども、やはり私どもと致しましては、どうしても、かなり図面を進めた状態という事に

なりますと、繰り返しになっちゃうんですけど、どうしても手戻りっていう事が、どうしても出てくるだ

ろうなという所がございます。であれば、こうした形で皆さんのご意見をお伺いした上で、それを皆さん

の意見を出来るだけ反映できるような形で考えまして、最終的には図面化していきたいというふうな形で

考えております。 

(本池事務局長) 

次の方、いらっしゃいましたらどうぞ。 

(市民) 

先ず、先程の大屋根ですけれど、私は断固として反対致します。 

その理由は今年のような大雪の事を先ず考えてください。積雪対応が出来ているかもしれませんけれど、

横なぐりの雨が降った時とか、それがどれだけの利便性が有るか。 

それと（以前に）質問しましたら、この屋根を造るのに約２千数百万円かかるという事です。その２千

数百万円は、今、わずか１０億以内の増改築をしようとする所においては、とても無駄な費用だと思いま

す。もう少し他の所にその屋根のお金をかけて欲しいです。 

中身が大事なんです。図書館も美術館も。外じゃないんです、そこをよく考えてください。 

私は２０年間図書館にずっと通いながら、ボランティアをしておりますけど、全国の図書館５０件以上

を見てまいりました。 

先程、皆さん数字を見られましたけれど、これはあくまでも米子市の数字です。 

全国から見ても、県内から見ても、本当に最低の図書館です。雨漏りがしている図書館がどこにありま

すか。本当にあの手にとりたくないような蔵書をそのままおいて、わずか２４万冊だといっています。な

ので、今、中の話ではありませんけれど、外にお金をかけずに、中にお金をかけてください。以上です。 

(本池事務局長) 

はい、ご意見として伺います。 

(市民) 

いつもお世話になっており、意見を申し上げるのは全くはばかられるのですけれど、折角の機会ですか

ら意見を言わせて戴きます。 

先程の冒頭の方のご指摘は当たっていると思いますが、設計を発注してから、この説明会をやって、今

まで市民の意見を聞いてきたと市長さんは説明されましたけども、私は、そのような形跡は無かったんじ
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ゃなかろうかと思っております。 

先ず、基本的に基本計画のところで、図書館、美術館をどういうふうにして１５万、２０万都市の、図

書館、美術館として今後３０年間使えるものを作っていくかっていう事を、どれぐらい検討されたかって

いうのが、どうも私には見えてこないんですね。 

きっとやられたと思うんですけども、（今日は）図書館司書の方達がきておられるんですかね。ちよっと

私が知っている方は見えてないですね。仕事中だから来られないかもしれませんけども、これだけたくさ

んの市民が集まって、市役所の方がたくさん説明に来ておられるわけですから、現場の人たちが来て、市

民の意見を聞いて、それをまたその現場で働いている方たちがいて、こういう話し合いがいいものになっ

ていくと思うんですね。だから現場の人達がそっぽを向いているというのは、こういう話し合いの会とし

ては、あまり効果としてはないかもしれませんね。 

私が言いたいのは、図書館前広場の事です。これは米子市をあげて、景観の充実した町づくり、潤いの

ある町づくりをつくろうという事で、私もその審議会、委員会に関わりましたけれども、そしてそのメッ

カになる所をこの図書館前の広場をつくろうと莫大なお金をつけて、総タイル貼りで立派な修繕をされた

わけです。確か平成９年でしたかね。景観大賞の小さい部門の全国で表彰された広場です。あまり米子市

に自慢をするところは無いんですけれども、全国に自慢の出来る広場です。 

そういうものをつくるっていうことで、企業さんが莫大なお金をつぎ込んで、ガス灯を寄付をして戴い

た。それから建設業者さんに真ん中にシンボルとしての彫刻を寄付して戴きました。 

莫大なものですから、企業さんとしては大変だったと思うのですけれども、米子市のシンボルになるも

のという事で、寄付された物、と思います。 

そういう事に応えるためにも、米子市としても相当な意気込みでいるべきかなと思うのです。それをど

ういう経過で、どういう判断で、潰してしまうかというとこは、私は全く見えてこないですね。この広場

っていうのは、今の図書館、美術館にたくさんの人が集まるものとすれば、狭いくらいなんです。ローマ

にトリノの泉がありますけど、あれとおなじぐらいの広さですかね。あの泉には世界中の人が来ますけれ

ども、米子市にはそんなものはできませんけども、まあささやかではありますけども、全国に自慢出来る

ような広場をつくれたなと思って私は見ておりました。 

いろんな方にお世話になって、たくさんの寄付をして戴いて、どういう判断で壊されるかと。寄付され

た方の同意は得られたんでしょうか。 

あるいは多くの市民が憩いの場所として、潤いのある場所として楽しんでいるところを壊せるのでしょ

うかね。私は疑問に思います。特に先程、スペースといいましたけども、これからの町づくりは安全安心

が第一です。東北の地震のように津波が来るかどうかは分かりませんけれど、地震や火事はどこでも起こ

る。今の計画ですと、市役所がそびえ立ってまして、そのすぐそばまで図書館が来る。今、美術館の方か

ら入ってきますと、非常に圧迫感のあるエントランスになってますけども、これは向こう側にひらけてい

る所があるから通れるのです。両側がせまってきますと、非常に近づきにくいスペースになってしまいま

す。米子市は去年今年ですか、景観賞というのをつくって３件表彰されましたけれど、代表になるのがこ

の広場。それをどうして潰してしまうのかなと。造っては壊し、造っては壊しでは、これからの財政が余

裕がないところで、あるものは大切にしていかなければならないのではなかろうかと。 

図書館を大きくしたい、私もしばしば図書館を使いますから、図書館をなんとかして欲しいと常々思い

ますけれども、その前に、検討して戴きたいという事をいわせて戴きます。 

(湯浅部長) 

図書館と美術館の増改築については、プロジェクトチームを庁舎内で立ち上げておりましてといいます
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か、もう終了したんですけど、そのときに企画部の企画課の方が事務局を担当しておりましたので、整備

方針をつくりあげるまでの考え方について、若干最初にご説明をしたいというふうに思います。 

今日のプロジェクターの中にも整備方針というのが、６項目でているというふうに思うのですけども、

それをつくりあげる段階で市民の皆さんに、意見を聞いたという内容が見えてこないんじゃないかという

ご質問がありました。 

実は、このような形で一般の市民の皆さんに全てオープンにして、意見を聞いたという機会は設けては

おりませんけども、特に図書館、美術館に関係される団体の皆さん、あるいは利用者の皆さん、それから

当然職員の方、その人達につきましては、こちらの方から積極的に出掛けていって、お話を聞く機会を何

回も設けさせて戴いたという事で、６つの整備方針という事を形づくってきたという事でございます。 

それで先程からご意見が出てる中に、折角の景観的に優れた広場を何故その狭くしたり、壊したりする

のかという話の意見と、それからもう１点は図書館、美術館という施設の充実を求める意見と２通りござ

います。 

先程、３点ほど指摘を戴いた中の１点で、国土交通省の景観の賞を戴いたという広場になっていますの

で、これにつきましては、国土交通省の方から確認をとっております。 

それに勝るとも劣らないような広場に整備をして下さいよとは言われましたが、それがあるから、例え

ば噴水を壊しちゃいけないよ、とかそういった事ではございませんでした。 

彫刻につきましては、ご寄付を戴いた業者の方に了解を戴いて、今の位置から移動することになるけど

もという話で、既に了解を戴いているところです。 

たしかに広場そのものは狭くなります。但し、それはなんのためかといえば、図書館の内部の設備とし

ての充実を図っていく為に、広場をやむを得ず狭くしなければならないという状況がおこっているという

ふうに考えていただければと思います。 

それから屋根の話が出ましたね。屋根につきましては、実は両論有りまして、美術館の２階から見る風

景が、中庭の風景が非常にいいと。 

大きな窓があるわけでして、それが１つの絵画のように見えるという事で、非常に評判がいいという論

も１つ要素としてあります。そこに屋根が出来てしまう事で、その景観が壊れてしまうという意見も有り

ます。 

もう１つの意見は、エントランス広場に屋根を設ける事によって、両方の玄関をつなぐという機能と同

時に、雨よけは勿論ですけども、そこでのイベントスペースとしての魅力もあるんじゃなかろうかという

ような意見もございます。 

ですから、いろんな意見を総合的に検討しながら、基本設計の最終段階を迎えたいというふうには思う

んですけれども、そうはいいましても一番最初の制約をされるという部分が当然あるわけでございまして、

なんでもかんでも取り入れて出来るという事ではございません。勿論、予算も１０億以内というような事

も含めて、例えば図書館ですと今の面積の１．５倍以内に抑えないと新耐震設計の基準で全て設計をし直

さなければならないというような事になるので、増築面積も限られてくるとか、色んな制約がございます

ので、その中で出来る範囲で、皆様方の意見を聞いた中身を反映した形で、基本設計の完成をしていきた

いと思っております。答えになったどうかわかりませんけども、そういったような考え方をしております

ので、よろしくお願いいたします。 

(市民) 

周辺整備のことでお聞きしたいんですけども。私、実感として思ったのが、折角市民が誰でも来れる会

なのに、これだけしか市民が集まってないのかというのが、非常に残念だなと思っています。この事につ
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いて市役所の方々がどのようにお考えになられているか。 

元々、市民の方が諦めてらっしゃるのか、若しくは元々関心がないという事で有れば、やはり元々のこ

れまで図書館とか美術館が担ってきた市民に対する文化とか教育に対する普及が甘かったのではないかな

というふうに考えます。 

周辺整備の事ですけれども、大屋根の事とか今意見が出てましたが、アプローチの図書館側の所にアー

ルの塀がかかっているのですけれども、これだけの図面と模型だけでは判断しかねるんですが、結構高い

塀だなというふうに考えます。 

先程の方の意見からも、折角の広い広場が入りにくくなるのではないかというふうなご意見があったか

と思いますけれども、その前にも基本設計の図面としてこれだけのものでいいのかというご意見もあった

と思いますけれども、是非、きちんと設計料も払われていると思いますし、手戻りだとかそういう意見で

片付けられないで、しっかり検討戴きたいので、大きな模型を作るなり、もっと詳細に図面を書いて、本

当にこういうアプローチの形でいいのかという事をよく検討戴きたいなと思います。 

こういう周辺の計画の時に、敷地図の中だけの図面を書いたり、模型を作ったりされていますけれども、

基本的な設計の事ですが、周辺の建物とか書き込んで検討を加えないとこれだけのもので判断するってい

うのは、基本設計上間違っていると思いますので、是非その事もちょっと検討戴きたいと思います。 

(市民) 

さっきの広場の話なんですね。 

お答えは、建設部長さんはどういうふうにお考えでしょうか。 

私はやはり広く市を挙げてつくられたものを壊してしまう場合ですから、広く意見を聞いて戴きたいと

思っているんですが、市としてそれはいらないものだというふうに決定されたという事がどっかであるか

もしれませんけども、その経緯をやはりお聞きしたいと思います。 

(勝田建設部長) 

スペース的にですね、限られている場所でございます。 

その中に、水の流れる施設がございます。それとインターロッキングになっているエントランススペー

スと植樹ですね。これらをこのスペースの中でまた作り変えるという作業をやってきたわけでございます。 

景観大賞を受賞しているのは十分にわかっております。先程企画部長が言いましたように、それなりの

責任はあると思っております。 

大賞を受賞したものを取り壊していくっていうことは、それなりに辛いものが私どもにも実際有ります。

ですけど、スペースが無いという事でございますので、この景観に負けないぐらいのものを作り直すんだ

と、再度受賞出来るというぐらいの気構えで設計をやっている所でございます。 

受賞したものをこのために全て壊してしまうという事については、真摯に受け止めて作業をしておりま

す。以上でございます。 

(本池事務局長) 

図書館についてご意見を戴きたいと思います。 

(市民) 

図書館について、質問も合わせて意見を申し上げます。 

先に、ここまで基本計画についてご努力なさった事についての、敬意は表したいと思います。本当にご

苦労様でございます。 

図書館ですけども、先日の１５日の日本海新聞に投稿して書きましたので、あんまり細かくは言いませ

んけれども、非常に大きな問題をはらんでいると思っています。 
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先程、冒頭の方がおっしゃったことが、根本的に大きな問題だというふうに基本的に考えていますけれ

ども、そのことも含めますけれど、ちょっと細かいところも合わせて言います。今日の説明会の中で、他

の市町村との比較が出てきません。 

これについては、スペースだとか１人当たりの蔵書数だとか、人員だとかですね、図書購入費だとか、

その辺の比較も本当はすべきだというふうに基本的には思います。それが市民に対する説明だというふう

に考えます。それから知の拠点なんですよね、この図書館っていうのは。知の拠点という事の意味は、米

子市として判っていらっしゃるのかなあ、どうかなあと私は思うんですよ、失礼ながら。図書館っていう

のは、単なる文学書を文学愛好者だけが来て読む所だけじゃないんですよね。もっと我々が精神を形成さ

せていったりですね、物を考える力をつけたりですね、色々な意見を述べていったりする力をつける場所

なんですよね。 

そういう意味で知の拠点だと思っています。歴史や子育てや教育や政治や食や農業や自然や医療や福祉

や法律や、そんなものを一切合財そこで我々は学ぶんですよね。 

そういう意味でとても大事な所にもかかわらず、余りにもお粗末過ぎます。 

私は鳥取に１５年住んでいましたけれども、ものすごいですこの落差は。今北栄町でもですね、琴浦町

でも南部町でも、ものすごくいい図書館をつくっています。それも考え方もしっかりした考え方でつくっ

ています。どうしてこれで、米子市がいいのかなあと私は不思議でなりません。今度１．５倍に増築され

て、造られるという事で聴いてみましたけれど、児童書とバリアフリーの所は評価しますけれども、一般

図書は殆ど増えませんよね。 

先程私が申し上げました主な分野の物は、殆ど増えないっていう事になりますよね。 

これでもし増築していったら、これで１０年か２０年か３０年かこのまま行くんですよね。スペースが

そうですから。これでもって、どうして本当に知を大事にする、文化を創造していく米子市になるんです

か。 

子供達も大人の知性をちゃんと見ていますよ。開架の図書があって、そこに本当に張りつめた、知の空

間があって、そこからきちっとしたものを考えていくのだっていう事を子供達も知りますし、大人自身も

知るんですよね。そういう事はどこまで考えてあるんですか。多分１０億円という予算があって、その内

の７億か８億を図書館に使って、あと残りを美術館に使って、これでやったことにするんですか。 

米子市の図書館に関する姿勢の中で、図書館の施設の事をいっていますけれども、人的な配置はどうで

すか。教育振興財団ですか、そこから派遣されているのですか。本当の職員の方は館長さんだけですか。

市の職員さんは。 

どうですか。ちょっと私はわかりませんから教えてください。そのいま人の事と、もう１つは、図書と

か資料の購入費はどうなんですか。 

施設と人と図書資料とですね、これをきちんとそろえた本当の知の拠点になるような、そういう所をつ

くって戴きたいと思います。 

そういう意味では今の増築だけでは多分無理です。もっと根本に戻ってですね、美術館も含めて、米子

市のですね、文化とか知はどうあるべきかっていう事を、もっと根本的にしっかり議論しないから、こう

いう事になると思うんですよね。鳥取市の庁舎の問題もそうですよ。十分に議論をしてですね、議論を尽

くさないからですね、色々な問題が出てくるんです。 

私は今、こういう話をしていますけれども、途中まあ細かい事を知らなかったもので、ちょっと失礼な

事も申し上げてるかもしれないけれども、是非中期的な計画で、新築も合わせて、美術館も含めてですね、

しっかりとしたものを考えてください。以上です。 
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(政木館長) 

職員の事をまずお聞きになりましたので、私の方が答えますが、館長が１人、私が市の職員で、後の１

２名は米子市教育文化事業団に業務を委託しており、図書の貸し出し、応接等の業務委託をしております。 

それから年間の図書購入費は２千万円、購入費が予算としてついておりますが、昨年は「住民に光をそ

そぐ交付金」という国からのお金で２百数十万、今年は、繰越をしてますので現在確定部分を約３５０万

ぐらいがそれに上乗せして、図書購入費、それから新聞、雑誌等の購入費が百数十万予算をつけて購入し

ております。 

図書の開架数の件ですが、今２５万冊あって将来３３万冊に大体増やす計画では有りますが、一般開架

については、ご指摘のありましたように、バリアフリーを進めるとその分、開架数は減りますので、私た

ちとしても痛し痒しというか、約１０万冊開架しているんですが、書架の並び方なんかを図面に落として

いる最中ですので、出来る限り開架が出来るように今後の計画に盛り込みたいというふうに思っています。 

(市民) 

もう１つ、知の拠点としてですね、これでいいですっていう事をお考えですかっていう事を聞きました

ので、そこを１つお聞かせ戴きたいと思いますし、一般書の開架が増えるのですか、そこもお聞きしたい

です。 

(政木館長) 

一般書の開架については、先程も言いましたように、これから図面に落としていく段階ですので、ここ

でじゃあ何万冊増えるっていう事は、なかなかいいづらい所もあるんですが、今の予定だと、まあ５千冊

程度は増えるような、計画は、図面は落とせるかなと思っています。 

(北尾教育長) 

知の拠点として、十分な事を考えているかどうかというご指摘でございますが、確かに理想を追い求め

ていけば、これじゃ不十分だとおっしゃるご指摘も理解はしております。 

ただ、市全体の、例えば教育委員会全体の事を考えてみても、公会堂の事があったり、中学校給食の事

があったり、本当に進めて行きたい事業というのはたくさんございます。 

その中で、図書館に関しては、既存の物を有効利用していくという方針を出して、その中で限度一杯、

どういうことが出来るかという事で検討したものが、この現在提案させて戴いている物であるという具合

に考えております。 

(市民) 

大局的なご意見がたくさん先程から出ておりますし、本来ならそれを解決しない上で、こういう質問し

てもあんまり意味がない事かもしれませんけど、図面を見た上だけの事に限って、末梢的な事かもしれま

せんが、ちょっと意見を言いたいと思います。 

美術館、図書館の一体化とか、そのシンボルとしての大屋根というような事が出ていますけど、本当に

機能的に図書館と美術館が一体化する必要があるのか。 

特に図書館側から見たら、何もメリットが無いですね。先程ご意見が出たように、美術館から見れば、

展示スペース不足のときに、図書館のスペースを借りる、あるいは会議の時に研修室を借りるという事は

有るかもしれませんけど、図書館は美術館を使う事はありますか。無いじゃないでしょうか。 

だから、これは図書館の増築といいながら、その実、半分は、美術館の増築だ。機能的には、そう思い

ますよ。さっきも別の方からご意見が出ていますけど、多分本は増えませんよ。あれだけ狭い開架の間を、

身体をぬうようにしていますけど、それを広げるだけでもう終わってしまうのではないですか。 

新しい本を入れるスペースは全く無いと思います。私も近隣の倉吉とか安来の図書館、米子に本が無い
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ものですから、あちらに足を伸ばしていますけど、はるかに快適な空間です。これを見ただけでで、多分

快適な図書館というのにならない事は一目瞭然だと思います。それから美術館にとっても必ずしもいい事

じゃないんですよ。 

例えば図書館のスペースを利用するとうかがいましたけど、図面を見る限りでは、大きな展覧会があっ

てスペースが足りないから、図書館の展示スペースを使われるのか、足りなくて会議室を使われるのか分

かりませんけど、共用で使うっていう事は、図書館利用者にとっては、美術展の間をぬって図書館に入ら

なければならないんですね。特に郷土資料館、あそこは直接通路が無いんですよ、図面を見る限りでは。 

入ったら展示スペースを通って、それから特設文庫室の前を通って行かなければならないというふうに

なっていますね。 

それで、展示スペース自体も、今言ったように通路部分が半分から三分の一ぐらいを占めてますから、

実質的な展示スペースはこの図面ほどではありません。例えば、貴重なスペースを展示に使おうとしても、

仮に展覧会で、スペースが無いから図書館を使ったという場合に出展者の中で「自分の展示品は、美術館

ではなく図書館の方にまわされた」と。 

本当に展示者が喜びますか。自分の作品は図書館展示だという事は、自分の作品自体が格落ちだという

事を人に知らしめるような事じゃないでしょうか。 

本当に特選になったような絵画を先ず図書館の方に展示しますか。それから次の作品を美術館の方だと

するでしょうか。多分されないと思います。という事は図書館に展示された作品自体は、これはちよっと

格落ちの作品だという事を認めざるを得ないというような事になってしまうんですよ。 

二兎を追うものは一兎を得ずという言葉がありますけど、正にどっちも良くないんですね。美術館にと

っても良くない、図書館にとっては尚更というか元々良くない。そういった感じをこの図面を見て感じま

した。以上です。 

(本池事務局長) 

美術館の整備に関しましてご質問ありましたら、お願いいたします。 

(市民) 

全体の配置図の中で、旧米子二中の校舎を壊した後に、創作広場という名前がついていますので、美術

館の機能として考えておられるのではないかと想像するんですが、そういったものを設定されています。

これ創作広場という非常に耳ざわりのいい言葉を使われているので、何かここでわくわくする事が起きる

のかなとそういう印象を与えるんですが、この図面の場所を考えるとあまりわくわくする感じがどうもし

ないんですね。 

これをちよっと具体的にどのようなイメージを持たれているのかという事を、お伺いしたいのと、恐ら

く美術館の一部の機能として考えられているとすれば、美術館の内部とのつながりとか、当然出るべきな

んですが、あの図面を見ますと、バックヤードがここにあるわけで、入り口の所から隙間をぬって裏に回

っていくという、結局その建物の裏の空いたスペースというふうな印象しかもてないですね。それを運用

として、創作の拠点としてどのように考えられていくのかという事をちょっとお伺いしたい。先ずこの１

点です。 

(角次長) 

創作広場でございますけども、ここの広場につきましては、実は美術館の学芸員が現在、児童文化セン

ターなどに出かけて行ったり、学校と協力したりというような格好で、出前の授業といいますか講習会の

ようなものをしております。そういった場合に、非常に創作活動が出来にくいといいますか、汚しにくい

といいますか、そういう場面がたくさんございます。そういった事を解決する為に、こうした広場でもっ
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て、少々汚れても下が汚れても大丈夫だと思っております。これが年間に数回ございます。 

それと講習会といいますか、美術館からのミュージアムスクールのような実際に実習をするような場面

でこうした広場を使えればというふうに１つは思っております。 

実は、そういうような事が具体的に有るだけでございまして、あとどんなふうにここを使うのかってい

う所は、皆さん方のご意見も聞きながら、もっと頻繁に使えるような事がないだろうかっていう所は、こ

れから探して行きたいと考えております。 

ここを交流の拠点といいますか、創作広場という名前で呼んでおります関係は、１つにはこの場所がで

すね、単に裏の空き地のようなそういう扱いに致しますと、ここの整備というものに対する色々な交付金

の対象外になってしまうような事もございまして、何とかここを有効的に整備する為に、そうした広場を

有効に活用できるように、今言いましたようなことは年間に１０回も無いかもしれません。その他の多く

の日数をこうした広場が利用できるようにこれから考えていきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。以上です。 

(本池事務局長) 

他に美術館に関する、ご質疑はございませんでしょうか。 

(市民) 

創作広場の方は屋根はつくんですか。予定では。今のところですけど。 

(角次長) 

屋根はありません。 

(市民) 

先程お茶でも飲める所という事で、カフェに関して、意見の１つなのですけれど、美術館で鑑賞した後、

図書館で半日なりを過ごした後に、ゆったりとくつろげるスペースが本来ならば、図書館に欲しい所なの

ですけれど、スペースがこれだけしか有りません。 

ですので、先程いわれた美術館の今駐車場がある前だと思うんですけど、そこをオープン的なカフェに

して、出展者を募るなりしてはどうでしょうか。 

ただ自動販売機を置くだけではとてもつまらないと思いますので、意見の１つとして取り上げてくださ

い。 

(本池事務局長) 

他に美術館に関する、ご質疑はございませんでしょうか。 

(市民) 

オープンスペースの事で質問したいんですが、今まで二中ですか、古い建物が建っておりましたよね。

あれは倉庫として使われておりました。 

そこを広場にしてしまうと、また倉庫が美術館の中に来るっていう事になりますよね。でしたら、ここ

に何か建物として倉庫のようなきちっとしたものをつくるという方法はないものかと思います。素人的に。 

それともう１つ、車椅子が入っていかなきゃいけない、松江の県立美術館なんかは、ちゃんと車椅子が

入れるようになっておりますね、広く。 

考えるのですけど、９号線から入ってきた所に車を置くスペースがありますね。あそこから美術館の方

に入れるような工夫は出来ませんか。そうしますと何台か停まれるような気がしますけど。以上です。 

 (角次長) 

創作広場のお話で旧米子二中の４階建ての建物は全部倉庫でございます。莫大なものが入っております。

現在、精査をしておりますけれど、殆どの物がもう既に廃棄しなければいけないような物でございます。
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そうした事を踏まえて、この１年間で整理してしまおうというふうには思っています。ただ中には、美術

館のアクリルケースですとか、そういった物もございます。それは先程説明にありました機械室に入るも

のでございます。その他の物は、そんなに重要なものはございませんので、あえてここに倉庫を建てるよ

うな方法では考えておりません。 

 (市民) 

今まで、殆ど捨てるような物ばっかりが入っていたので、これ（二中）をとりこぼしてしまって、広場

にしても大丈夫だという事ですか。 

 (角次長) 

はい、そのように考えております。 

 (市民) 

折角、色々考えていい具合に整備しようとしているのですから、美術館のスペースも狭い事ですし、そ

こに何か倉庫でも建てれば、何れ使う道は絶対出てくると思いますので。 

それがいいかなと私は思いました。 

 (角次長) 

貴重な意見をありがとうございます。 

それともうあともう１つ、身体障がい者などの車椅子の方が美術館の横から、直接に入れないかという

事なんですけれども、実は美術館の壁は耐震の条件の１つになっておりますので、これを抜くという事に

なると、図書館と同様に耐震の構造計算といいますか、専門的な話はよくわからないんですけれども、簡

単には抜けない場所が美術館にはあるという事でご理解戴きたいと思います。 

 (本池事務局長) 

続きまして、全体的な質問を受けたいと思いますので、まだご意見のない方、どうぞ。 

 (市民) 

実は、今日の皆さんが意見を色々言われた事はどこまで反映されるかっていう事をお聞きしたいのです

けれど。色々な事をいってもいいのですか。 

ただの説明会だったのか、それともどんどん、この基本計画っていう物は変わっていくものなのかとい

う事が、ちょっと心配なのですけれども。 

なんか色々喋っていても、空しいような気がするのです。 

いいですか、色々と喋らせてもらっても。 

 (本池事務局長) 

出来ましたら、簡潔にお願いしたいんですけど。 

 (市民) 

市民が待ち望んでいる改築だと思うんですよね。だから、１年、２年かけて改築されるんなら、やっぱ

り出来上がった時に、本当にわくわくする様な、「これが私たちの美術館、私たちの図書館だ」という思い

を、やっぱり私たちは本当に期待していると思うんですね。 

やはり一番疑問に感じるのは、大屋根です。大屋根のこの景観は何たるざまという気が致します。それ

からもう１つ本の事なんですけど、１．５倍になっても、結局、あまりにも書架が入らないという事でし

たけれども、児童図書に関しては児童文化センターとの兼ね合いはどうなっているのか、随分児童図書が

増える事は分かっていますけれども、その辺がどうなっているのか、おたずねしたいと思います。それか

ら、車椅子の事が出ていましたけれど、車椅子まで車で行くのにこのスペースだったら、どういうふうに

して車でいくのかっていう事が、ちょっと心配だったものですから。 
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(永見課長) 

大屋根の事について、若干説明させて戴きたいと思います。今回の基本設計で大屋根の提案をさせて戴

いております。この場でも賛成の方、反対の方がいらっしゃいます。 

市が今回の基本設計にあげた理由と致しましては、両施設の玄関が向かい合わせになる事によって、今

回提案しておりますように、両方の施設の共用を図っていくという視点がございます。従いまして、どう

いう利用の方法があるか判りませんが、両施設を相互に使われる方にとって、雨天であるとか降雪時に傘

とかをささないで通行出来る１つの利便性がございます。 

もう１点でございますけれども、玄関付近に車椅子使用者用の駐車場を設けております。 

今回の大屋根につきましては、いわゆる歩行者だけではなく、車椅子を利用してこの駐車場を利用され

る方の、スペースも含めた形での大屋根の設置を予定しておりまして、ここを利用される方にとりまして

は、傘をさしての歩行が非常に不自由かと思っておりまして、そういう視点からいけば、利便性が向上す

るというふうに考えております。 

従いまして、現在の提案では車椅子使用者用の駐車場をどこに設置するかによりまして、幅が５ｍにな

るのか、あるいは１０ｍになるのかによって、変わってこようかなと考えているところでございます。最

終的には、色々なお話がございますので皆様方のご意見を踏まえながら、つくるかつくらないか何れかの

結論をださなければなりません。景観の面もございますので、これにつきましては、最終的には市の方か

ら提案をさせて戴きたいというふうに考えております。 

 (政木館長) 

今、児童書の件についてお尋ねが有りましたが、児童文化センターの方の図書は随分古くなっていると

いうふうに思っていますし、この図書館のシステムが違う為に、連携がとれていない部分も有ります。新

しくなれば、米子の図書館の図書システムも更新しなければいけませんので、連携について、今後色々と

研究、検討していきたいと思っています。 

 (本池事務局長) 

次の方、どうぞ。 

 (市民) 

今までご質問のあった中の、お答えについて質問とそれ以外について１点なのですけど。 

今、ここに提出戴いた基本設計については、まだ完璧では無く、諸々の点で変更が大いにあり得るとい

う事で有れば、その広場の大屋根についても、もしかしたら無くなるっていう事もあるかもしれないし、

図書館の２階の多目的スペースについても、最終的にはどうなるかわからないという事になるかもしれな

いし、外部の創作広場についても、そこにあるかないかも含めてどうなるかわからないという段階だと理

解すればいいのか、というのが１つ。それから、お答えの中で色々と手戻りがあって大変だというお話を

戴いたのですけれども、多分図書館と美術館が、どういう図書館と美術館になるかっていう基本的な所が

きちっと決まってないから、手戻りが増えるのであって、そこを決めるのがやっぱり先決だと思います。 

それから、今日折角、市民説明会を開いて戴いて、これの意義なんですけど、整備の基本の説明は、確

かに市役所の方がやられるのはわかるんです。ですが、設計図書の概要について、プランがどうなってる

とか、形がこれでいいのかという事は設計された方がきちんとされるべきだと私は思っています。以上で

す。 

 (永見課長) 

今回の市民説明会での意見、あるいは現在進行中のパブリックコメントでの意見、色々たくさん戴いて

おります。この意見の取り扱いについてどうなるのかというご質問が第１点目でございました。勿論、市
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と致しましては、パプリックコメントで寄せられた意見、今日の説明会で寄せられた意見を総合的に判断

して、現在の基本設計について変更すべき点が有れば、勿論変更するというような姿勢でございますので、

ただ皆さんの意見を聞いて終わりという事では決してないというのが、市の姿勢でございます。 

 (市民) 

この平面図の一番上に「人と自然に優しい文化・芸術空間」という事がうたってあります。それでこの

平面図を見ますと、これがどこに活かされているのか、ちょっと分かりかねるわけです。美術館とか図書

館というのは、やはり自然と人間のふれ合いの場によって生まれてくるという事です。建物の開口の部分

が殆ど無くて、内に内に向かっている感じなわけです。それで増築部分と既存の図書館。これは計画され

た時に分離して、広大な空間を取られた方が、そういう自然に優しいとか、読書をしてですね、自然の素

晴らしい木だとか、日陰だとか、そういうものを見ながら読書が出来ると。それから美術館は展示芸術作

品を見て、それでどっかで気を抜く空間というかですね、そういうものが入ってないわけですね。 

それと増築された為にですね、中の広場がより狭くなって開放感が全然無いわけです。その中に立面図

を見ますと、屋根がかかっているんですけど、こうやってしまうと、このエントランス広場が非常にコン

パクトになってしまう。それでこれをもし、どうしても屋根をかけるという事であれば、２階の天井高以

上に上げないとうっとおしいしいと思うんです。それと透明感のある屋根にされないと、エントランス広

場が暗くなってしまうという事になると思います。 

屋根をどうしても付けられるようでしたら、今の２階の屋根ぐらいまであげられる。屋根の形をもう少

しフラットでもいいですからデザインされる。例えば柱が中に必要である事になると、木状の木の形をし

た柱を何本か設けて屋根を支える。それから既存の植え込みですけれど、それはもう出来ればそのままで

できるくらいの空間をもたれたら、良くなるのではないかと思いますけど。 

 (本池事務局長) 

まだまだ、ご質問はあろうかと思いますが、かなり時間が参っております。最後にお一人ないしお二人

の方のご質問をお受けし、終了したいと存じます。 

 (市民) 

今日は貴重な意見が出ましたけれど、これの解決編はいつ、どういう形で具体的にわかるのでしょうか。

それを教えて下さい。 

 (永見課長) 

今日の説明会での質問に対する指針ですとか、これから肝になる方針ですとか、パブリックコメントに

寄せられた意見に対する市の考え方でございますけれども、これらについては、現在パブリックコメント

は６月末迄を予定しており、様々な意見を寄せて戴いております。並行致しまして、市民の皆様の色々な

図書館、美術館に関係する団体でも説明させて戴いて、そこでも様々な意見を戴いております。 

また、市民団体の皆さんからも意見を戴いておりますが、色々な意見を踏まえまして、１つの市民意見

として捉えておりまして、この意見に対する市の考え方、方針については、来月には皆様方にお示しして、

この考え方については、市はこんなふうに思っていますよという事をホームページなり、広報の方で皆様

にお知らせしたいというふうに考えております。 

 (本池事務局長) 

最後にお一人方ご質問をお受けしたいと存じます。 

 (市民) 

感想みたいになってしまうんですが、この間、「県外の人に図書館がどこにあるかと聞かれてよう答えん

かった」、「美術館にはまだ行った事が無い」、こんな人に出会いました。そんなのはたまたまだろうと思っ
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て、今日１時間１０分前に着きました。ここが一杯になるだろうという予測の下に。そしたら熱気はある

けど、本当にこれだけ、残念じゃないですか、と私自身が今思っています。で、恐らくあのパブリックコ

メントもやっていますよとか色々な会で流されている市報にも今日の会が載っていました。 

いろんな形で知らせていますよって思われているでしょうけど、やっぱりなんかの機会の折に是非、知

らしめて本当に市民の物なんだっていう事が言えるように、なんとかそういう働きかけをやっていかなけ

れば、私も含めてですけど、いかないといけないなあと思っています。本当にいいものになって、限られ

た中だけど、これだけのものが声が大きくなって出来たんだという思いで、スタート出来ればなと思って

いますので是非よろしくお願いします。 

 (本池事務局長) 

ありがとうございました。 

時間の方が迫っていおりますので、最後にお１人だけお願いしたいと思います。 

 (市民) 

最後に１点だけお願いなのですが、色々各地の美術館とか図書館とかお調べになって、この計画をされ

ているとは思うのですが全国に、いい建物、図書館とか美術館の成功例とか、運用に対しても非常に魅力

的な運営をされている美術館がありますので、是非そこら辺をもう１回見直されて、見学されて、今回の

計画に本当に活かせるようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 (市民) 

質問する気はなかったけど、段々段々言いたくなってきたから、言うんですけどね。 

市民の声を聞くんですよ。市民がこういう風にして下さいって言っている事をきちんと聞いて下さいよ。 

それでもって市政に反映して下さいよ。ある所はもうお任せしますけれども、我々が一生懸命訴えてい

るところですから、時間はちゃんととって聞いて下さいよ。 

１時間今日やりますなんて、始めから１時間なんて誰が決めたのですか。私は姿勢がいけないと思って

います。 

最後にちょっと言いますけど、鳥取県って今、読書や読み聞かせや図書館にすごく力を入れているんで

すよ。片山知事が始めたんですよ。全国でもかなり先をいっていますよ。どっこもそうですよ。 

何故、米子市だけがこんなに遅れているのですか。私はさっき知の拠点としての整備をして下さいとい

いましたけれど、そんなに立派な物をして下さいと言ってる気はありません。そんなにお金をどんどんふ

んだんにつぎ込んでやって下さいと言っていません。本当に最低限度、必要なものだけはそろえて下さい

という意味で、私はさっき色々な分野の事をいったんです。どうしてこれが出来ないんですか。しかもこ

れは、中期的な観点からですね、さっき一番最初に話があったように、米子市は一体何を目指すかってい

う事をバランス良く総合的に考えて、文化なんかを創造するっていうなら、文化をきちんといつ頃までに、

美術館や図書館も、まあ老朽化もしてますから、どういうふうにしますっていう事をきちんと計画を立て

て、市民を中に入れて、基本計画なんかもきちんと意見を聞いて、そういう場を設けてやるんでしょ。そ

ういうのがやってあるのですか。私は県の方の仕事をしていましたから、片山知事や平井知事の下で、が

んがんやられましたけれども、その基本的な考え方だけは絶対、身に着けたつもりですよ。今日これ、こ

んなにやったんですけど、もうこれでパブリックコメントをされて市民の声を聞いたから、これでやりま

すよって言って多分、今の計画でそのまま進められるんでしょう、恐らく。そのパブリックコメントで出

たやつを元にして、もう１回皆さんの意見を聞いたりして、やるっていう場面は無いのですか。 

これ行政がもうそのパブリックコメントが、最後の市民の意見を聞く会なんですか。 

基本計画が出来たら今度は実施計画にどんどん移っていくのですよね。もう動きませんよね。我々一体
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何を言っても、米子市政は起こらないのかっていう事になりますよ。以上です。 

 (市民)  

あの冒頭に大変まあ失礼な言い方で、基本計画の時にこういう説明会、若しくは全市的な議論をすべき

だったんではないかと申し上げました。その後の皆さんの質問を聞いてて、やはりそこの部分に立ち戻っ

たっていう部分の質問がやはり多数あったんじゃないかと感じます。現況の図書館、美術館の増改築あり

きが決まった後で、いくら意見をいってくださいといっても、やはりそれでは十分でないというふうに思

っている方々が多数いらっしゃるという事を是非理解して戴きたい。 

教育長も色々な複数の事業、公会堂の事とか学校給食の事とかを考えると、ここだけに財政的にも考え

られないというような事で、教育長の方も不十分だというような認識をもっとられるのではないかと今日

思いましたけれども。 

今回は、増改築はするにしても、その後の中期的な文化施策についての展望を近いうちに是非示して戴

きたい。最後にそれだけお願いしたいと思います。 

 (市民) 

私も先ほどの意見と同じで、中期的に本当に皆さんがこれだけ意見が出るというのは、今のところに増

改築では到底無理な事なんですね。なので噴水も何故移すだとかの意見も、新築すればこんなに嫌な思い

もされなかったと思うので。 

それに１５万人都市でたった１つの図書館なんてあり得ないです。それに今、図書館を閉館してしまっ

たら、１年半から約２年間、子どもたちの学校への配架本とか色々な事が本当に困難になって、今と同じ

サービスは出来ないはずです。そういう事を考えても、たった１つしかない図書館をより良いものにする

為に、今後は市民の意見をたくさん採り入れられます分館っていう事も、本当に是非意見として受け止め

て戴きたいと思います。 

 (市民) 

皆さんが貴重な意見を言っておられますけど、最初はもうどうにもならない事をしつこく申しましたけ

れど、本当は図書館の事を一番いいたいのですが。 

図書館を正しくつくる場合に、どういうコンセプトで、全国に自慢の出来る広場をつぶしてまでつくる

ならば、全国に自慢の出来る図書館を是非つくって戴きたい。 

それには、建物をつくるのではなくて、どういう内容のものをつくるかっていう事をきちっと議論をし

てやって戴かないと、作った途端にあの司書の人達が、不平不満たらたらのものが出来てしまうのは目に

見えている。市民の人たちが、不平不満を言うのは目に見えているのです。ですから私はこの計画は白紙

にして、もう１回きちっとしたコンセプトからきちっと皆さんの意見を聞いて、作って戴かないと、折角

長くかけてつくってきた市の広場のメッカまで潰して、作る意味合いがないような気がします。以上です。 

 (本池事務局長) 

よろしいでしょうか、どうもありがとうございました。 

尚、パブリックコメントの方を６月３０日まではやっておりますので、意見ご要望がございましたら、

パブリックコメントの方にお寄せ戴けたらというふうに考えております。 

この図書館・美術館の整備計画に関しまして、貴重なご意見を賜りました。また、皆様方のご熱心なご

討議、本当にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。 

 

５ 教育長閉会あいさつ 


