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野々市中央地区土地利用構想（案）パブリックコメントへのご意見と野々市市の考え方について 

 

「野々市中央地区土地利用構想」の策定にあたり実施いたしましたパブリックコメントの結果について、お寄せいただきましたご意見等の概要と、それに対する

当市の考え方を取りまとめましたので公表します。 

 

１ 募 集 期 間    平成 25年 12月 16日（月）から平成 26年１月 17日（金）まで 

２ 意見提出者数     ９名 

３ 意 見 等 数     48件 

 

４ 意見等の概要及び野々市市の考え方 

野々市中央地区土地利用構想（案）全般 

番号 項目又はページ ご意見等の概要 野々市市の考え方 

１ － 

現在の図書館は、どんなイベントをしているのか市民には

よく分かりません。 

 

 市ホームページや広報紙を使って、市民の皆様に対し図書館情報の

提供を充実するとともに、毎月発行の「図書館だより」を公共施設に

配布し、図書館情報の周知に努めます。 

２ － 

 新しい図書館は、イベントの掲示板を設けて、市民に「今、

図書館は何をしているか」がよく分かるようにしてほしいと

思います。 

 新しい図書館内のインフォメーション体制については、十分に検討

いたします。 

３ － 

 新しい図書館に、市民の声を聞く「ご意見箱」を置いてほ

しいと思います。 

 

 新しい図書館と市民学習センターには、施設の運営やサービスなど

について、市民からのご意見を求めて、改善を図っていきたいと考え

ており、施設運営に特化した「ご意見箱」の設置を十分に検討します。 

４ － 

 政府が発表した「コンパクトシティ」構想に最も近い街の

機能集約の方向が示されていると受け止めております。 

 野々市市の北部・中央・南部とさらに西部地域に「都市機

能誘導区域」を設定し、野々市市が住み良いまち No.１を目標

にして欲しいと考えます。 

 都市格、品格を高める方向を望みたい。 

 本市都市計画マスタープランでは、西部地区において産学官連携に

よる「学術・新産業創造拠点」と既存野々市中央公園を核とした「健

康防災拠点」の形成を図ることとしており、今後も市域全体の発展に

繋がる都市機能の誘導を図っていきたいと考えています。 

 なお「都市機能誘導区域」については、今後の法整備を注視します。 
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５ － 

 新図書館は、本を借りるための少し敷居の高い施設ではな

く、もっと間口の広い施設であったらいいと思います。本を

借りなくても誰かと出会ったり、交流の場であったり、子育

ての場、情報発信の場、時には時間つぶしの場でも。 

 市立図書館と市民学習センターの機能を有した複合施設として整

備することにより、様々な交流と賑わいの溢れる施設として整備でき

るよう検討します。 

 また、近接する文化会館フォルテや、にぎわい交流ゾーンとの連携

や交流についても、その方策を検討いたします。 

６ － 

 絵本のコーナーについて、周囲を気にせずに、もっと自由

に会話をしながら絵本を選べる空間であってもいいと思いま

す。 

 絵本（児童書も含む）のフロアを一般のフロアと離れたと

ころに設けるか、または別の階に設けることができないかと

思っています。新図書館が、子育て中の親子が心置きなく絵

本に親しめる空間になればと考えます。 

 ご意見を具体的な施設設計の際に配慮いたします。 

７ － 

 現在、ステージが併設された市の施設がたくさんあります

が、その中で能関連の催しに対応できる舞台はフォルテの大

ホール以外にはありません。 

 簡易的なものでも良いのですが、今回の中央地区土地利用

構想の中に能舞台の構想を含めていただけないものでしょう

か。 

 舞台については、文化会館フォルテに集約したいと考えております

ので、ご理解をお願いします。 

８ － 

 新図書館について、白山連峰が見える、北陸新幹線から野々

市とわかるようなシンボル塔、絵画風窓、消費エネルギーを

低減する建物のような話題性のあるものとしてほしい。 

 より具体的な施設の設計時に検討します。 
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９ － 

 新図書館について、大駐車場と駐輪場を用意する必要があ

る。駐車場の数は、現在の図書館（中央公民館と共有）の２

倍は必要と思う。 

 交通渋滞対策は考えているのか。 

 玄関前は、荷物運びや子ども・弱者の保護のため、車から

降りて雨や雪などに濡れない工夫が必要である。 

 現在の図書館の冊数では少ない。 

 棚や机などは、木のぬくもり素材を使用。（県産木材利用） 

 座り心地の良いソファーなど、座席数を確保する必要があ

る。 

 絵や作品の展示を考えて、ギャラリーが必要である。 

 館内に案内板を設置する必要がある。 

 カフェは、座席スペース、椅子とテーブルの工夫が必要で

ある。 

 トイレは、女性用の数を多め、個室の長さ、荷物、ベビー、

弱者に配慮したものが必要である。 

 図書館職員の要望を確認する必要がある。 

 新刊、話題図書、新聞、ＣＤ、ＤＶＤ視聴コーナーが必要。 

 駐車場については、敷地面積の中で可能な範囲で設置できる駐車場

の整備を行う予定であるとともに、コミュニティバスの活用をいただ

けるよう検討します。 

 交通渋滞対策については、交差点から離れた位置に出入り口を設置

するなどについて検討を進めます。 

 その他、新図書館の機能についての要望については、より具体的な

施設の設計時に検討します。 

10 － 

 新図書館について、案内標識をわかりやすくしてほしい。 

 玉川こども図書館には多くの外国の絵本がありますが、ほ

とんど訳されていなくて母親の感性で読むとのことですが、

あらすじだけでも紹介してほしい。 

 風格のあるデザインとしてほしい。 

 テーマを世界とし、常にこのテーマのいろんな作品作りで

競い合う。最初は世界地図から。 

 本のカバーを映して流したり、図書館に興味のない人への

きっかけ作りを工夫してほしい。 

 構想（案）33 ページに記載しましたとおり、公共施設をはじめ、

旧北国街道を中心とした歴史・文化施設までの距離や位置、由来など

を表示する案内板を設置し、市内外の皆様の利便度向上を目指しま

す。 

 また、新しい図書館の機能、運営、デザインについては、具体的な

施設の基本構想策定、施設の設計を行う際に検討します。 

 いただきましたご意見については、施設整備にあたっての参考とさ

せていただきます。 
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11 

野々市中央地区土地

利用構想 概要 

■学びの杜ゾーン 

・市民学習センター 

 「公民館活動を総括する総合的な公的カルチャーセンター」

とあるが、この表現は、現在の中央公民館に変わるものか。 

 その際の旧の公民館（中央公民館）の位置付けは。 

 「学びの杜ゾーン」に計画している「市民学習センター」は、現在

の中央公民館の機能を変更するものではなく、新たな社会教育施設と

して、市民の作品の展示や創作のための工房や音楽練習室などを中心

に検討したいと考えています。 

12 

野々市中央地区土地

利用構想 概要 

■にぎわい交流ゾー

ン 

・公民館 

 にぎわい交流ゾーンの公民館は、現在の野々市公民館のこ

とになるのか。 

 現在の中央公民館（野々市公民館）の機能に、大学連携、市民協働

の拠点といった付加価値を加えることを想定しています。 

13 

野々市中央地区土地

利用構想 概要 

■にぎわい交流ゾー

ン 

 プラネタリウムの検討を。 

 茶室及び茶庭の検討を。 

 将来、階段スタンド付きの野外劇場を、中央公園の西側延

長拡張時に付属施設として検討を。 

 椿用の温室フレーム施設の検討を。 

 将来や未来、美術館の建設の検討を。 

 現在、にぎわい交流ゾーンには、当市の歴史や文化、特産品の紹介

と物産品等の販売を行う機能の外、産学官連携の拠点となる機能を想

定しています。 

ご意見の機能については、施設面積や財源などの諸条件を勘案し、

より具体的な施設の設計時に検討します。 

14 

野々市中央地区土地

利用構想 概要 

 今日、野々市には観光施設が少なく、点と点でしかないの

で、面に拡大を。実験場としては？ 

 旧北国街道について、街路当時の町家の前側を復元するプ

ランを立ててはどうか。 

 現在の住民の意見や思い、考えを聞いてほしい。野々市の

100年後を考えると必要と思う。 

 この構想（案）は、野々市中央地区全体を旧北国街道を中心とした

面（ゾーン）として捉え、当市のシンボルとしてまちなかの賑わいを

取り戻すために、拠点整備を通じた市民全体の満足度向上を図ること

を目的としています。 

 町屋前側の復元プランについては、景観保全の観点から、まずは沿

線住民をはじめとする地域の皆様の機運醸成に期待したいと考えて

います。 

 いただきましたご意見については、今後のまちづくりの参考にさせ

ていただきます。 
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15 

野々市中央地区土地

利用構想 概要 

３ページ・下から４

行目 

11 ページ・全体 

 独居老人が暮らす町家を活用して、学生とシェアハウスに

してみませんか？金沢市若松では、「シェア金沢」という先駆

的な取り組みが行われています。そこでは、家賃を月３万円

と格安に設定し、そのかわりに清掃など、月 30時間の奉仕活

動が必要となるシステムです。 

 本町地区を大学生が行き交う構想であり、市民参加型イベ

ントの支援があるとのことですが、普通の大学生は同年代同

士の付き合いだけで、日頃からシニア世代と交流を持つ人は

少ないです。豊年野菜みこしや野々市の市イベントなどで学

生・シニア世代の交流が図られましたが、きっと単発な関係

に終わっていることでしょう。そこで、年中行事を活用しま

しょう。高齢者たちは年中行事のプロフェッショナル集団で

す。町家シェアハウスでコラボする異世代が、年中行事で交

流を持つことで、単発に終わらず、日頃からのコミュニケー

ションを大事にできる末永いお付き合いと絆が生まれます。

若者による高齢者の見守り体制が整うわけです。 

 若者にとって、年中行事には学びの要素が多くあり、「学び

の杜」の活性化にも繋がります。 

 もちろん、自分の家に他人を住まわせるなんて拒否する独

居老人の方々が最初は多いでしょう。しかし、独居世帯だと

空きスペースのある町家があるでしょうし、町家とシェアハ

ウスがトレンドである時世の後押しも手伝って、１世帯でも

上手くいけば口コミでニーズが高まり、本町の賑わいを取り

戻すことに繋がります。全国的なモデル地域も目指せます。 

 本町地区には学生向けのお店が少なく、このままでは学生

が「行き交う」のではなく、「通り過ぎる」だけになってしま

います。町家シェアハウスの導入をご検討ください。 

 この構想（案）は、野々市中央地区全体を旧北国街道を中心とした

面（ゾーン）として捉え、当市のシンボルとしてまちなかの賑わいを

取り戻すために、拠点整備を通じた市民全体の満足度向上を図ること

を目的としています。 

 中長期的には、「学び」や「賑わい」、「憩い」を通じて多くの市民

が交流するゾーンとして、今回整備を計画する拠点のみならず、旧北

国街道を含め、市民協働による希薄化しつつある地域コミュニティの

再構築することを視野に入れています。 

 いただきましたご意見については、今後のまちづくりの参考にさせ

ていただきます。 
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16 

30 ページ以降  総体的に他都市に比較して大きく遅れていることは、市内

ポイントの案内不足・演出不足です。 

 全ての構想の具現化に並行して、各種案内・説明看板・案

内板の充実を強く維持推進していただきたい。 

 市民家族の外、ビジターも一人で市中を楽しめる環境条件

です。 

 構想（案）33 ページに記載しましたとおり、公共施設をはじめ、

旧北国街道を中心とした歴史・文化施設までの距離や位置、由来など

を表示する案内板を設置し、市内外の皆様の利便度向上を目指しま

す。 
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第１章 構想策定の目的 

番号 項目又はページ ご意見等の概要 野々市市の考え方 

17 

１ページ 

16 行目 

 「このような背景から、県立養護学校跡地を含めた本町地

区の一部を「野々市中央地区」と設定」とあるが、今後、本

町地区という呼称を変更するものか。 

 「野々市中央地区」という呼称は、本町地区の一部と富奥地区の一

部を整備範囲とする本構想を策定するために設定した呼称であり、旧

来の地区の呼称を変更するものではありません。 

18 

４ページ 

ののいちの歴史再発

見 

 史跡案内看板を中心に市内の案内標示、説明板の充実が必

要。 

 構想（案）33 ページに記載しましたとおり、公共施設をはじめ、

旧北国街道を中心とした歴史・文化施設までの距離や位置、由来など

を表示する案内板を設置し、市内外の皆様の利便度向上を目指しま

す。 

19 

６・７ページ 

まちづくり基本方針

図 

（30ページ、駐車場

の件とも関連） 

 緑地・公園整備に関して、市所有の駐車場空間は緑化に反

し、ヒートアイランド現象を発生する大きな面積を有してい

る。 

 この対策として、景観の面からも駐車場の周囲に樹木を配

置植栽し、緑化・景観・安らぎ・公園の面から推進してほし

い。（文化会館フォルテ第５・第６駐車場） 

 新しく整備する施設については、公園整備の外、屋上緑化、壁面緑

化などについても検討します。 

 また、文化会館フォルテ第５第６駐車場の緑化につきましては、本

構想では、現状の文化会館フォルテ駐車場に加え、学びの杜ゾーンの

駐車場として活用するものとし、本構想での緑化については検討して

おりません。 
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第２章 野々市中央地区の現況と課題 

番号 項目又はページ ご意見等の概要 野々市市の考え方 

20 

５ページ 

９～12行目 

まちづくりのテーマ 

 「地域の歴史・文化を活かした、出会いと交流のある魅力

的な地域づくり」というテーマで、まちなかの賑わいを取り

戻すことには大変共感します。ただ、福祉抜きの構想である

ことは残念です。福祉でも賑わうまちづくりをご検討くださ

い。 

 旧北国街道を中心とする野々市中央地区のゾーンにおいて、各拠点

を繋ぐ旧北国街道を散策するなどを通じて、健康づくりを行うことが

できるまちづくりを進めたい考えを持っています。 

 また、福祉とは視点が違いますが、歩行者の増加による賑わい創出、

自家用車での移動を減らすことによる低炭素化の効果にも期待をし

ているところです。 

21 
12 ページ 

整備方針２ 

 「安心安全」とあるが、野々市市第一次総合計画では「安

全安心」の表記となっている。 

 「安全安心」に修正いたします。 

22 

13 ページ  電線の地中化で景観と交通が改善された、とありますが、

その弊害で、スピードを上げる車が増えてしまった雰囲気が

あります。そこで、北国街道の裏道の整備に乗り出してはい

かがですか？すでに、金沢では大通りの歩道ではなく、裏道

が自転車道として推奨されています。北国街道の賑わいを取

り戻すには、車が少なく安全で、井戸端会議もできる落ち着

いた雰囲気の漂う裏道の整備で、大通りだけでなく周りから

も北国街道を盛り上げることも必要ではないでしょうか？ 

 本町通り（旧北国街道）については、「歩車共存」、「歴史的沿道景

観の保全」、「地域活性化」を目的として整備を行ったものであり、地

域住民の皆様と整備手法について検討を重ねたこれまでの経緯を大

切にしていきたいと考えております。 

 車両速度抑制対策は、今後の経過を注視し、取り組む必要があると

考えています。 

23 

20～22ページ 

（２）本町地区にお

ける課題 

 景観を生かした新しい賑わいを創造するためにも、是非と

も金沢工業大学と空き家の再生活用を考え、市民との交流、

ビジターとの交流ができるまち、この地域で物産紹介・販売・

ガイド機能を持たせることを推進してほしい。 

 本構想は、拠点を整備することを最終目的とするものではなく、拠

点整備を手段として、旧北国街道を通じた野々市中央地区を活性化

し、市域全体にその波及効果を期待し、このことにより総合計画に掲

げる将来都市像（目的）を達成しようとするものです。 

 にぎわい交流ゾーンに整備を計画している拠点は、当市の物産品紹

介と販売、産学官連携の拠点、市民、大学生、企業やボランティアや

NPOなどの皆様が交流し、賑わう施設とし、この拠点を中心とした地

域活性化を推進していきます。 
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24 

24 ページ 

（４）県立養護学校

跡地の課題 

 県立養護学校跡地を緑地と文化交流ゾーンに。 

 貴重な大規模地域であり、構想どおり文化交流拠点として、

学園都市に相応しいゾーンとしてほしい。 

 フォルテと連動して活用できる至近距離に立地しており、

最良の条件が揃えられる地域と認識している。 

 現在、石川県立養護学校跡地には、多くの樹木が残されており、こ

れらの樹木を生かした整備を検討します。 

また、学びの杜ゾーンに近接して、文化会館フォルテが立地してお

りますことから、連携した事業の実施や運営方法の一体化により、文

化交流拠点にふさわしいゾーンとしていきたいと考えています。 

 なお、学びの杜ゾーンの北側から文化会館フォルテまでの道路につ

いては、道路の美装化により、歩行しやすい環境を整え、より一体感

が出るように配慮したいと考えています。 
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第３章 野々市中央地区における公有地の利活用方針 

番号 項目又はページ ご意見等の概要 野々市市の考え方 

25 

26 ページ 

１．野々市中央地区

まちづくり全体構想 

 「学びの杜ゾーン」想定に関して、金沢工業大学と旧北国

街道を結ぶ中間地点の街区改造による「つなぐ」構想の充実

策として、石川線野々市工大前駅を金沢工業大学と本町通り

を結ぶラインと交差する位置に移動して、駅を中心に株式会

社大日製作所の道路に面した部分の利用を折衝して、商業ゾ

ーン（喫茶、食堂、物産紹介・販売）として「道の駅」的街

区を創造して、野々市市の東部玄関口とする「つなぎ」と「に

ぎわい」の創造を考えたい。 

ご意見を、今後のまちづくりの参考にさせていただきます。 

26 

27 ページ 

学びの杜ゾーン 

 図書館には公文書館を併設し、将来の市の歴史的記録文書

を中心に、市関係文書からチラシ・広報などに至るまでの情

報を一括管理する機能を持つこと。 

 より具体的な施設の設計時に検討します。 

27 

27 ページ 

学びの杜ゾーン 

 ホール機能には、美術品展示専用ホールとしての性格を優

先し、常時、各種展示会が開催できる設備としてほしい。 

 現カメリアホールは、展覧会的催事には不向きであり、現

在、他施設の利用が多い。 

 展示は、美術関係の外、各種物産や文化催事関係の展示も

あり、広範囲の活用誘致が考えられる。 

 都市としての都市格、品格、文化度を高めるゾーンとした

い。 

 市民学習センター内に、美術品専用ホールの設置は検討しておりま

せん。 

 多目的な市民ギャラリーを設置し、各種展示会の外、講演会等にも

利用できるようにしたいと考えています。 

28 

27 ページ 

利活用方針図 

 計画断面図（敷地図）の西側に当たる用水側に遊歩道を整

備することで、都市計画マスタープランの環状緑地軸の機能

を補完できないか。 

 敷地の西側には歩行者専用道路が整備されており、環状緑地軸の機

能補完に繋がるように現状把握に努め、現施設の有効活用を図りたい

と考えています。 

29 
27 ページ 

利活用方針図 

 防災拠点の要素を機能に持たせないのか。  ご意見を参考に、関係各所と協議します。 
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30 
27 ページ 

利活用方針図 

 民間施設（カフェ）は、防災拠点に使用できることは考え

ないか。（カフェであれば厨房施設） 

 ご意見を参考に検討します。 

31 
27 ページ 

利活用方針図 

 野々市市都市計画マスタープラン（平成 24年４月策定）18

ページにあるヘリポート適地に活用できないか。 

 市地域防災計画に掲げるヘリコプターの緊急離発着場として活用

できるものと考えています。 

32 
27 ページ 

利活用方針図 

 敷地横の用水を、親水に活用できないか。  降雨時の安全面を考慮しながら検討します。 

33 
27 ページ 

利活用方針図 

 想定される機能の枠内で、図書館機能の記載がない。  追記いたします。 

34 
27 ページ 

利活用方針図 

 市民センター的な、市民の活動を補助する施設となるか。  市民の積極的な活動を促すための施設とするため、市立図書館と市

民学習センターの複合施設とする構想をお示ししたものです。 

35 

27 ページ 

市民学習センター 

 平面展示室は 600平方メートル以上必要としております。 

 平面展示室の天井高は 3.5～4.0メートル必要です。 

 壁の色は金沢市 21世紀美術館のような白い色で、ピンの穴

やテープ跡などを市販の塗料で補修できる壁が理想です。 

 天井高までの移動式間仕切り壁が必要です。 

 ピクチャーレールは展示壁全てに配し、大作 300 号にも耐

えられる強度を必要とします。 

 床は重量が１平方メートルあたり 300 キログラムの彫刻作

品の展示に対応する強度が必要です。 

 展示ワイヤー３メートル超の丈夫な物を 200 本以上必要と

します。 

 照明に関しては、部屋全体に照度コントロール付の蛍光灯

と、壁全てをカバーし作品個々を照らすためのスポットレー

ル付のスポットライトが 200個必要です。 

 作品を展示するワイヤーとスポットライトの取り付けが容

易にできる電動リフトが必要です。 

 展示ワイヤー、スポットライトを常時収納するための台車

 展示施設として整備する場合に配慮すべきご意見として、参考にさ

せていただきます。 

 市民学習センターの機能として、美術館のような常設の展示室の整

備は難しいと考えていますので、ご理解ください。 

 工房については、多くの団体やサークルの皆様にご利用いただける

よう、施設の設計時に検討いたします。 
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が必要です。 

 作品搬入搬出のための台車が必要です。 

 作品運搬用のエレベーター（300～500 号の作品を載せるこ

とが可能なサイズ）を必要とします。 

 工芸作品を展示するためのガラス戸棚及び移動式のガラス

陳列ケースが常備されている展示室（100 平方メートル以上）

を必要としています。 

 作品工房１室として大きさ 130 平方メートルの流し台付、

天井高 2.7 メートルの部屋。30人程度使用可能な工作台が必

要です。 

 作品工房２室として陶芸制作用。大きさ 130 平方メートル

の流し台付。陶芸電気窯（0.5 立方メートル以上）、土練機（土

練能力 150キログラム／時間）、小型電動ろくろ５台、30人程

度使用可能な工作台が必要です。 

 研修室・学習室として大きさ 80平方メートル、20人程度の

使用可能な机、椅子が必要です。 

 常設展示室として平面作品展示、工芸作品展示を可能とし

たガラス戸棚を装備した 300 平方メートル以上の部屋が必要

です。 

 催し物の内容が良くわかる掲示物が屋内と屋外に必要で

す。 

36 

28 ページ 

にぎわい交流ゾーン 

 歴史展示スペースには、富樫中心の歴史に加えて北国街道

の展示（野々市市本町以外も含む）スペースを設け、北国街

道・白山大道の存在、その交差的に生まれた「市」とまちの

形成を学ぶコーナーを開設してほしい。 

 歴史や文化の展示スペースについては、前向きに検討します。 
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37 

28 ページ 

にぎわい交流ゾーン 

 公共サービス機能には、「里まち倶楽部」の紹介・案内・受

付の機能を設置し、近い将来発足してほしい物産協会や特産

品関係者との合同利用可能としてほしい。 

 １階には地場産品紹介・販売スペースを中心に、２階には会議室等

の外、できる限り誰もが利用できるオープンスペースとするイメージ

を持っております。 

 これらの機能がうまく連携する諸室の配置と運営体制を検討し、ボ

ランティア団体や NPO などの団体の皆様にも活用していただけるよ

う検討します。 

38 

28 ページ  高齢者が多い土地柄、バリアフリーの建物にしてほしいで

す。また、歴史的な街並みに配慮して、里山の木材、里まち

の職人を活かした、生コンや鉄筋の少ない、野々市ブランド

の建築をお願いしたいです。 

 金沢工業大学との連携が想定されていますが、石川県立大

学を置き去りにはしないでほしいです。また、まちづくりに

関われる世代は、高校生も大いに可能性を秘めています。 

 さらに、避難場所になれて、食糧備蓄もある防災拠点も目

指してほしいです。本町地区には、大地震で倒壊するような

瓦屋根やブロック塀が多くあり、また水害で町内冠水時に、

踏み外すと危険なマンホールもあります。災害時の避難経路

にある危険を示した防災マップや意識啓発が必要です。もち

ろん、これは町内会ですべきことであって行政に意見するよ

うなことではありませんが、市民協働で行う整備事業の一環

として、専門家を招いたマップづくり講習会などを行っても

いいのではないでしょうか？ソフト・ハードを両輪とする整

備が大事です。 

 施設のバリアフリー化については、施設の設計時に十分配慮しま

す。 

建築の方式については、旧北国街道の街並みに馴染むものとして、

いわゆる PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公民

連携）による整備の可能性を検討します。 

 大学との連携については、市内大学をはじめ、市外の大学生や高校

生、児童生徒、企業の方にもお使いいただける開かれた施設となるよ

う期待しています。 

 防災関係へのご意見につきましては、関係各所と具体的な協議をし

てまいります。 
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39 

28・29ページ 

利活用方針図 

 旧北国街道からの回遊に対して、想定される施設から用水

沿いに布市神社の境内を抜ける回遊歩道の整備はできない

か。 

 北側は、橋をかけ裏側の遊歩道にできないか。 

 布市神社整備は進まないので、公的にサポートは行政とし

てできないので、周辺を整備するという内容で布市神社整備

を進めてはいかがか。 

 旧北国街道との回遊性は、布市神社東側の市道において確保するこ

とを想定しており、本町通りまちづくり協議会の皆様のご意見を踏ま

えて、既に一部区間において整備が完了しています。 

 なお、当該「にぎわい交流ゾーン」は、整備を終えた旧北国街道と

の連携や継続性を重視し整備を行いたいと考えています。 

40 

28・29ページ 

利活用方針図 

Fab Café の導入はいかがですか。 

Fab Cafe とは、世界で広がっている「ものつくり革命」の

ムーブメント、”FAB”。 

そこには、大量生産やマーケットの理論に制約されない

「FABrication(ものづくり)」と「FABulous(愉快な、素晴ら

しい)」の 2つの意味が込められており、そのネットワークは

すでに世界 20カ国、50 カ所以上に拡大しています。(2011 年

4月時点) 

Fab Cafe はその”FAB”スピリットを楽しく、おいしく、わ

かりやすく伝える場所。 

若いエネルギー溢れる渋谷という場所で、レーザーカッタ

ーをはじめ様々なデジタル工作機械を備えることで、多くの

人々がワクワクしながら新しいものづくりを楽しむ空間を提

供しています。 

また、インターネット回線と電源を無料開放し、クリエイ

ティブなコ・ワーキングスペースとしても広く利用されてい

ます。 

 にぎわい交流ゾーンにおける「民間活動拠点」「産学官連携の拠点」

が、ご提案の Fab Café（ファブカフェ）に類する機能になるものと

想定しています。 

 特産品の紹介、販売フロアと民間活動拠点、産学官連携の拠点を複

合施設とする構想をまとめた理由の一つとして、大学生をはじめとす

る若者たちに、当市の歴史や文化などを知ってもらい、その場で発信

してもらえるような施設となることを期待して構想をまとめました。 

 そのためには、歴史や文化を紹介することのできる市民、様々な技

術や知識を持った市民が、例えば、当市の特産物を通じて、または旧

北国街道の趣を通じて、様々なアイデアを膨らませ、発信できる施設

となることを期待しています。 

 市民の皆様の力なくしては成功しない施設であるとも言えること

から、行政には無い力を市民や企業などの皆様にお借りし、共に力を

合わせて施設運営していければと考えています。 

41 

28・29ページ 

利活用方針図 

 想定される機能の枠内に記載はないが、配置図には公民館

とある。これは、現在の野々市公民館を今後対象とすること

か。 

 現在の中央公民館（野々市公民館）の機能に、大学連携、市民協働

の拠点といった付加価値を加えることを想定しています。 

 想定される機能に、公民館を追記します。 
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42 
28・29ページ 

利活用方針図 

 将来的に、児童館や中央保育園などとの連携も。  ご意見を、今後のまちづくりの参考にさせていただきます。 

43 

28・29ページ 

利活用方針図 

 金沢工業大学との連携以上に、地域小中学校生の交流連携

スペースへ。 

 当市では、大学を地域資源として捉えており、大学連携の拠点とし

て整備していきたいと考えております。 

また、老若男女を問わず、誰でも気軽に利用できる開かれた施設と

して整備したいと考えています。 

44 

29 ページ  物産紹介・販売を実現する「道の駅」として開設するため

には、幹線道に姿を見せることが最良。 

 旧北国街道に隣接することから、旧北国街道に残る昔ながらの面影

を生かした外観となるよう検討するとともに、ショールームの設置な

ど、市内外の皆様に足を止めていただけるような施設となるよう検討

します。 

 なお、一部民有地の利用（案）については、今後、地権者の同意を

得ることができた場合の想定としています。 
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第４章 公有地利活用の事業化方針 

番号 項目又はページ ご意見等の概要 野々市市の考え方 

45 

32 ページ 

１．整備財源の確保 

・民間資金の活用 

 「当初費用のみならず、維持管理及び運営に係るランニン

グコストまでをも含めた」とあるが、対応の具体策は。 

 イニシャルコスト、ランニングコストの双方について、民間資金を

活用して施設整備することができないかを検討しています。 

 いわゆる PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ：公

民連携）による整備と管理運営の可能性について検討し、公民が連携

して公共サービスの提供を行う方策を模索します。 

具体的には、PFI、指定管理者制度、公設民営（DBO）方式、包括的

民間委託、自治体業務のアウトソーシング等について検討を行うこと

としています。 

46 

32 ページ 

１．整備財源の確保 

 「本市の財源負担をできるかぎり低減」とありますが、景

気回復傾向及び東日本大震災復興による原材料価格の高騰

で、今後計画を順調に進められるか。 

 多くの市民と協働でのまちづくりを期待します。 

 ご指摘のとおり、施設整備にあたっての不安材料の一つではありま

すが、社会情勢を見据えながら計画的に進めていきたいと考えていま

す。 

47 

34 ページ 

（２）管理運営手法 

■学びの杜ゾーン 

 野々市市第一次総合計画 165 ページ「８－１－６ 時代に応

じた行政機構づくり」に対応する事案として、管理運営手法

は「公益財団法人 野々市市情報文化振興財団への全面的、又

は一部業務の業務委託等を検討」となっている。そうなると、

行政機構としての整合性は。 

 総論で、市民の係わりは、市民協働であるのであろうか。 

野々市市行政改革大綱（第５次）に掲げる推進項目「事務事業の外

部委託の推進」に基づき、業務委託等による運営を検討し、利用者に

対して最良のサービスを提供することのできる方法を採用したいと

考えています。 

 新たな市立図書館と市民学習センターの複合施設とすることによ

り、市民の皆様の力によって、新たな魅力や価値が生み出される拠点

としていきたいと考えています。 
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48 

34 ページ 

（２）管理運営手法 

 「学びの杜ゾーン」を管理予定の公益財団法人野々市市情

報文化振興財団は市の外郭団体で、人件費などとそのスタッ

フの能力との経年的にコストが見合うか。元気で活動的な、

適切な人材が常にいて、人件費との係わりでの生産性を上げ

られるかということであろうと思います。 

 街を作るという協働意識と参加意識を醸成できるかであろ

うと思います。 

 公共施設における施設の運営手法、事業の企画は、その施設の命運

を分ける重要な要素であると認識しています。 

 文化会館フォルテと近接する施設であることから、両施設の一体的

な施設運用や事業企画を行うことにより、市民の皆様の利便度向上に

繋がる可能性があるとの考えから、このような検討を行うこととした

ものです。 

 反面、図書館の運営には相応のノウハウが必要であることも想定し

ており、管理コストや人材資質等について考慮しながら、より利用者

の皆様に満足をいただける管理運営方法を検討します。 

 


