
＜パブリックコメントの実施概要＞

募集期間 ： 平成３０年２月１日（木）から２月２３日（金）まで

意見提出方法 ： 郵送、直接持参、ファクシミリ、電子メール

＜提出意見＞　　合計３８件

１  新図書館の基本方針 （基本計画案Ｐ２～５）： １０件

２　新図書館の建設計画  （基本計画案P６～１６）： １８件　

３　新図書館の管理・運営計画 （基本計画案Ｐ１７～１９）：　８件

＜参考資料＞　・智頭町立智頭図書館の現状　（基本計画案Ｐ２２～２３）：　1件

※　該当箇所の記載がない意見 ： １件

＜提出者＞　　合計１２人

　　３０代・・・　２人

　　４０代・・・　２人

　　５０代・・・　２人

　　６０代・・・　５人

　　７０代・・・　１人

　　　　　パブリックコメント
　

　　　　　「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての提出意見と回答



該当箇所 意見 回答

1
  P２
 　１ 新図書館の基本
      方針（前文）

 ・ 「暮らしや仕事を豊かにしていける可能性」とあるが、
「暮らしや仕事を豊かにする可能性」に変更してはど
うか。

ご意見を踏まえ、「暮らしや仕事を
豊かにする可能性」に変更します。

3
 ・ 「次にあげる図書館サービスを住民に提供するよう

に努めます。」とあるが、「次に掲げる図書館サービ
スを提供するよう努めます。」にしてはどうか。

ご意見を踏まえ、「次に掲げる図書
館サービスを提供するよう努めま
す。」に変更します。

4
 ・ 「町づくりの拠点」とあるが、「まちづくりの拠点」の方

が適切だと思う。
ご意見を踏まえ、「まちづくりの拠
点」に修正します。

5
 ・ 「図書館サービスを描いてもらいました。」とあるが、

「図書館サービスを描いていただきました。」に変更
してはどうか。

ご意見を踏まえ、「図書館サービス
を描いていただきました。」に変更し
ます。

6
 ・ ＜乳幼児とその保護者＞欄で「子育てコーナーの設

置」とあるが、端的に「乳幼児コーナー」にしてはどう
か。

「子育てコーナー」は、小・中学生な
どの子育て世代も対象にしていま
す。そのため、ご意見を参考に＜乳
幼児とその保護者＞を＜乳幼児と
保護者＞に変更します。

7
 ・ ＜小学生、中学生＞欄に「時には友達とともに」とあ

るが、「時には」はない方が良いと思う。時にはでは
なく、いつでもではないかと思う。

ご意見を踏まえ、「時には友達とと
もに来館し、」を「そして、子どもたち
が」に変更します。

8

 ・ ＜高校生、大学生＞欄で「多くの高校生、大学生が
・・・」とあるが、「・・・町外へ進学していますが、今後、
新しい図書館・・・」と変更してはどうか。
「また、地元・・・」のところも地元高校生に限定しない
で、高校生、大学生の活動の場、居場所になりえる
と思う。

ご意見を踏まえ、「・・・町外へ進学
していますが、今後、新しい図書館
・・・」、「また、地元の高等学校に通
学する高校生にとっても・・・」と変更
します。

9
 ・ ＜一般成人＞欄で「一人暮らしの方は」とあるが、特

定しなくても良いのではないかと思う。誰でもつなが
れる出会いの場として利用できる。

ご意見を踏まえ、「また、誰かとつ
ながる出会いの場として、時には
一人になり自分の時間を楽しむ居
場所としても図書館を利用できま
す。」と変更し、「一人暮らしの方
は」を削除します。

10

 
 ・ 高校生や成人、老若男女が本と触れる場所として、

現在のように定期的にテーマで本が展示してあるの
は良いと思う。展示があちこちに種類をこえて集まる
と刺激を受けて楽しいと思う。蔵書になくても、工夫
により量より質でアピールするのも良いと思う。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

  P３
  （３）智頭図書館の
　　   ありたい姿

　P４
　（４）新図書館を利用
　　　 する住民の姿

　P５
　（４）新図書館を利用
　　　 する住民の姿

「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての意見

　　１　新図書館の基本方針　　計１０件　   （１）新図書館の基本方針（前文） ： 1件
　　１　新図書館の基本方針　　計１０件　   （１）基本コンセプト（２）図書館の役割 ： １件
　　１　新図書館の基本方針　　計１０件　   （３）智頭図書館のありたい姿 ： ２件
　　１　新図書館の基本方針　　計１０件　   （４）新図書館を利用する住民の姿 ： ６件

2
　P２
　（１）基本コンセプト
　（２）図書館の役割

（１）基本コンセプトでは「多くの人たち」（２）図書館の
役割では「すべての住民」とあるが、「すべての住民」
は言葉が重すぎると考える。「多くの人たち」に統一
してはどうか。

（２）図書館の役割にある「すべての
住民」は、子どもから大人まであら
ゆる年代を指す言葉として表現して
いますので、このままとします。

 ・

―１―



該当箇所 意見 回答

2

 
 ・ ②一般開架スペースのブラウジングコーナーに用語

の説明をつけてほしい。
ご意見を踏まえ、「ブラウジングコー
ナー」に用語説明を追加します。

3
 ・ 開架スペース、多目的スペースに、可能であれば薪

ストーブを置いてほしい。

本町では、薪ストーブの設置を推進
していますが、新図書館における
管理運営面で検討した結果、設置
は難しいと考えています。

4
 ・ 暖かい日差しの入る場所で、イス、ソファ、ベンチなど

気持ちの良い環境でゆっくり本を読みたい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

5
　P１０
　（２）施設整備、機能
　　　 配置の方針

 ・ Ｗｉｆｉ対応は学習スペースだけでなく全館にし、貸出Ｐ
Ｃやタブレットで本の検索ができればと思う。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

6
　P１０、１１
　（２）施設整備、機能
　　　 配置の方針

 ・ ちょっと広めのトイレの充実と駐車場の充実もお願い
したい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

7

 
 ・ ⑩駐車場、駐輪場で「駐車場、駐輪場を設けます。」

とあるが、「駐車場、駐輪場を整備します。」にしては
どうか。

ご意見を踏まえ、「駐車場、駐輪場
を整備します。」に変更します。

8
 ・ ⑩駐車場、駐輪場で記載は当然のことであり、「配慮

する必要があります。」ではなく、しなければならない
と考える。

ご意見を踏まえ、「配慮します。」に
修正します。

9

 ・ その他の「・・各地区公民館への貸出と合わせ、遠隔
地、また図書館への来館が難しい方へのサービスを
検討し進めていきます。」を「・・各地区公民館への貸
出と併せ、遠隔地、また図書館への来館が困難な方
へのサービスを検討します。」に変更してはどうか。

ご意見を踏まえ、「・・各地区公民館
への貸出と併せ、遠隔地、また図
書館への来館が困難な方へのサ
ービスを検討します。」に変更しま
す。

10
　P１４
　（４）施設の構成
　　　 イメージ

 
 ・ 「住民の交流の場」として図書館があるのはとても良

いことだと思う。スペースはもう少し広く、また場所の
検討をし、人が集まれる仕組みがあれば良いと思う。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての意見

　　２　新図書館の建設計画　　計１８件　　 （２）施設整備、機能配置の方針 ： ９件
　　２　新図書館の建設計画　　計１８件　　 （４）施設の構成イメージ ： ４件
　　２　新図書館の建設計画　　計１８件 　　（５）サイン計画 ： ２件
　　２　新図書館の建設計画　　計１８件　 　（６）設計者の選定方法 ： ２件
　　２　新図書館の建設計画　　計１８件　 　（７）新図書館の建設スケジュール ： １件

1
　P９
　（２）施設整備、機能
　　　 配置の方針

基本的には木造とし、空間を有効活用し、周りの自
然と調和した、自然採光に配慮した建物にしてほし
い。

ご意見を参考に、（２）施設整備、機
能配置の方針について「・・・自然豊
かな智頭町の環境に合う、利用者
が木の温もりを感じながら快適に過
ごせる・・・」を文章に追加します。

　P９～１１
　（２）施設整備、機能
　　　 配置の方針

　P１１
　（2）施設整備、機能
　　　 配置の方針

 ・

―２―



該当箇所 意見 回答

11

 ・ 部門ごとの区切りを曖昧にして臨機応変に利用する
ほうが効果的に空間を利用できると思う。また、利用
時間が限られるスペースは共用を考えるべきだと思
う。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

12

 ・ 施設の構成は、ゆったりとした設計にしてもらいたい
と思う。狭いスペースで多くの機能を果たそうとすると
肝心な心の余裕がなくなる。図書館が心の拠り所と
なるように考えて建設してほしい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

13

 
 ・ 新しい図書館を楽しみにしている。みんなが寄り、集

まれる場所となりますように。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

14
 ・ 「既存の建物・・・ありますが、」はない方が良いと思

う。
ご意見を踏まえ、「既存の建物・・・
ありますが、」の部分を削除します。

15
 ・ 「サインが機能する必要があります。」とあるが、「サ

インが機能するよう整備します。」に変更してはどう
か。

ご意見を踏まえ、「サインが機能す
るよう整備します。」に変更します。

16

 
 ・ プロポーザル方式で良いが、選定理由を公表してほ

しい。
設計者の選定理由は公表する予定
としています。

17

 
 ・ 設計段階から住民が進捗を目に見える形で確かめら

れたら関心が高まる。出来る限り公表して意見を募
ってほしい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

18
  P１６
　（７）新図書館の建設
　　 　スケジュール

 ・ 「平成２９年度は、・・・」は、「平成２９年１２月に基本
構想を、平成３０年２月に基本計画を策定しました。」
にしてはどうか。

ご意見を踏まえ、「平成２９年１２月
に基本構想を、平成３０年３月に基
本計画を策定しました。」に修正し
ます。

　P１５
　（６）設計者の選定
        方法

　P１５
　（５）サイン計画

　P１４
　（４）施設の構成
        イメージ

―３―



該当箇所 意見 回答

2

 
 ・ 智頭町の歴史、文化等について資料を収集展示し、

ふるさとの大切さを再確認できればと思う。

新図書館では、幅広く魅力的な蔵
書構築に努め、地域資料（郷土資
料）の収集や、特色あるコーナー設
置に重点を置く蔵書計画を予定し
ています。ご意見を踏まえ、今後、
図書館づくりを進めていきたいと考
えております。

3

 
 ・ 学習に役立つ資料、趣味や生活を豊かにする本を増

やしてほしい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館づく
りを進めていきたいと考えておりま
す。

4

 

 ・ 米原万里コーナーを楽しみにしている。

新図書館では、幅広く魅力的な蔵
書構築に努め、地域資料（郷土資
料）の収集や、特色あるコーナー設
置に重点を置く蔵書計画を予定し
ています。ご意見を踏まえ、今後、
図書館づくりを進めていきたいと考
えております。

5

 
 ・ 文学の場合、単行本と文庫本がある場合は単行本

を購入してほしい。

現在、単行本と文庫本がある場合
は、出来る限り単行本を購入してい
ます。今後も継続していきたいと考
えています。

6
　P１８
　（２）開館時間、休館日

 
 ・ 「休館日については、・・・従来と同様とし、」とある

が、「休館日については、一定の休館日と蔵書点検
などの定期的な資料整理のための休館日が必要な
ため従来と同様とし、」に変更してはどうか。

ご意見を踏まえ、「休館日について
は、一定の休館日と蔵書点検など
の定期的な資料整理のための休館
日が必要なため従来と同様とし、」
に変更します。

7

 
 ・ ありたい姿を実現できる図書館運営のため、職員の

みではなく、サポート、ボランティア制度を導入してみ
てはどうか。

ご意見を踏まえ、今後、住民の皆さ
んと協議し、制度の導入に向け検
討していきます。

8

 
 ・ 他図書館と比べて職員の数が少なくないか。過重労

働にならないよう配慮願いたい。
今後、新図書館運営に支障がない
よう職員体制について検討します。

　P１９
　（４）職員体制

「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての意見

　　３　新図書館の管理・運営計画　　計８件　　　（１）蔵書計画 ： ５件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２）開館時間、休館日 ： １件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（４）職員体制 ： ２件

1

　P１７
　（１）蔵書計画

郷土資料を充実してほしい。
 
 ・

新図書館では、幅広く魅力的な蔵
書構築に努め、地域資料（郷土資
料）の収集や、特色あるコーナー設
置に重点を置く蔵書計画を予定し
ています。ご意見を踏まえ、今後、
図書館づくりを進めていきたいと考
えております。

―４―



該当箇所 意見 回答

1
　P２３
　智頭町立智頭図書館
　の現状

   ・ 個人貸出冊数推移で、智頭図書館の伸びが相当高
      く誇りに思う。ただし、新図書館開館に向けて、さら
      にアップするあらゆる手段を構築、実施してほしい。

ご意見を踏まえ、今後、図書館
づくりを進めていきたいと考え
ております。

該当箇所

1 　該当箇所なし

意見

「智頭町立智頭図書館整備基本構想(案）」についての意見

 
　※　該当箇所の記載がない意見　　計１件

　
        ○　ご意見を参考に、検討していきたいと考えております。

　・ 町内には空いている施設があるが、そういう建物をリノベーションする考えはなか
     ったのか。どの程度の規模の施設を建設するのか、建設コストの考えはないのか。
　　役場と一体型の施設は、予算がかかり過ぎるというが、今後役場は改築、新築し
　　ないのか。別々に建設した方がコストがかかると思うが、結果的に町民に損害を与
    えないか。計画は宜しいが予算の提示が無いのに判断はできない。

「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての意見

　＜参考資料＞ 　智頭町立智頭図書館の現状　　　計１件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２）開館時間、休館日 ： １件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（４）職員体制 ： ２件

―５―



「智頭町立智頭図書館整備基本計画(案）」についての意見

　＜参考資料＞ 　智頭町立智頭図書館の現状　　　計１件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２）開館時間、休館日 ： １件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（４）職員体制 ： ２件


