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（仮称）多可町生涯学習センター整備
に係る過去の検討経過について

令和３年６月８日

（仮称）多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会

今回の説明内容

１ 多可町生涯学習センター整備に関する
過去の検討経過について

２ 多可町各種計画における生涯学習
センターの位置づけについて

３ （仮称）多可町生涯学習センター
建設基本計画（提言書）について

【資料４】



2021/6/8

2

１ （仮称）多可町生涯学習センター整備
に関する過去の検討経過について

多可町生涯学習センターの整備に関する経過 ①

平成２３年７月～平成２４年７月

多可町本庁舎等基本計画策定委員会【提言要旨】
〇本庁舎、中央公民館、アスパル、上下水道センターに分かれている

行政機能をまとめ、ワンストップサービスの実現を図ること

〇庁舎規模は、職員数から算出し、 大で５,５００㎡とする

〇総合評価方式により４つの候補地から中央公民館敷地を適地とする
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多可町生涯学習センターの整備に関する経過 ②

平成２４年８月～９月

各地域協議会に、多可町本庁舎等基本計画策定

検討委員会提言内容について諮問し、答申を得る

〇新庁舎新築について異論なし

〇全体計画・交通の安全・駐車場⇒明確にすること

多可町生涯学習センターの整備に関する経過 ③

平成２５年７月～平成２５年１０月

多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会【提言要旨】

〇多くの人々が地域社会の中で出番があるように知識を深め、居場所や

集える場の整備をめざすこと

〇中央公民館機能、図書館機能を更新するとともに、自主的な町民の活

動や学びの場、多目的フロア、子育て世代・男女共同参画・音楽活動

などの新たな機能を導入し多様な住民ニーズに対応できる社会教育の

複合施設とする

〇建設場所は町有地に限定したなかで、５つの候補地からアスパル東の

隣接地を適地とする
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多可町生涯学習センターの整備に関する経過 ④

平成２６年３月多可町議会定例会
〇本庁舎と生涯学習センターの基本設計費を計上した平成２６年度予算案

（本庁舎：中央公民館跡地案、生涯学習センター：アスパル隣接地案）

を上程

〇審議の結果、平成２６年度当初予算修正可決

※本庁舎と生涯学習センターを同時に新築することは、あらゆる面から

みて無理がある

※生涯学習センター基本設計費の予算が削除

※本庁舎の建設は必要だが、建設用地は白紙で再検討すべきとの意見

多可町生涯学習センターの整備に関する経緯 ⑤

平成２６年９月 多可町議会
〇本庁舎を規模縮小し、「現庁舎の場所で建て替え」の同意を得る

※建設費の高騰を受け本庁舎と生涯学習センターを同時期に新築

することが財政的に困難となるため、中央公民館の解体を取り

やめ、先に本庁舎を規模縮小し建設することとする

なお、生涯学習センターは、新築を見送る。

※本庁舎の場所は、全体事業費と災害時の拠点としての位置づけ

などから総合的に判断し、現庁舎の場所での建て替えとする
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多可町生涯学習センターの整備に関する経緯 ⑥

平成26年11月 地域協議会並びに住民説明会

平成26年 8月～平成27年3月 本庁舎 オフィス環境整備業務

平成27年 3月～平成28年3月 本庁舎 基本設計・土質調査・実施設計

平成28年 6月～平成30年9月 本庁舎 工事

平成30年10月22日 本庁舎 開庁

２ 多可町各種計画における
生涯学習センターの位置づけ
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新町建設計画 （平成１７年度⇒※令和７年度）

平成１６年１２月

中町・加美町・八千代町合併協議会【第１９回合併協議会確認】

〇「４.新町の施策」
①生涯学習の充実
新しい時代に主体的に対応する想像力と行動力に満ちた人づくりをすすめるため、

「いつでも、どこでも、だれでも」自由に学び、表現し、その成果を生かすことが
できる文化・生涯学習体制の整備を図ります。文化・生涯学習拠点として公民館
や図書館などの利活用を促進します。

（施策にかかる主な事業）
生涯学習振興事業（交流施設整備等）

※延長した計画期間

第２次多可町総合計画基本計画（平成２９年度⇒令和３年度）

施策：生涯を通して、学び、教えあう生涯学習を推進する

基本方針

生涯学習を通して、あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、

人がつながるまちをつくります。そのために、生涯学習の拠点となる

施設を整備し、地域課題等の関心を高め、自発的・自律的な生涯学習

ができるよう、学習情報の発信や活動場所の確保、学習機会の提供に

つとめます。そして、多様な主体が連携・協力し、学んだ知識・技術経験

等を地域に循環できる仕組みをつくります。
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取り組む事項
◎図書館機能の充実

・児童図書や地域の歴史文化資料等のまちづくりに資する良質な図書・資
料の充実に努めます。また、近隣図書館との連携を進め、住民の皆さんの

リクエストにも応じ、情報提供機能の充実を図ります。

◎生涯学習に必要な拠点施設の整備

・生涯学習に関する情報提供機能・学習スペース機能・学習参加者同士の
交流機能等、総合的な環境を整えた「生涯学習センター」の整備を検討しま
す。

第２次多可町総合計画基本計画（平成２９年度⇒令和３年度）

施策：生涯を通して、学び、教えあう生涯学習を推進する

第２次生涯学習推進基本計画（令和２年度⇒令和１１年度）

基本目標１学ぶ意欲を支援する学習環境づくり

主要施策３．生涯学習施設の整備・充実

（３）学びの核となる（仮称）生涯学習センターの整備

次代を担う人材を育成するためには、新たな人と人のつながりを創出し、
つながりを生かせるコミュニティづくりを進めることが重要です。

また、住民一人ひとりが社会的に包摂されるためには、住民の学びが、地
域社会を支える大きな力となる活動をつくる、新たな生涯学習への環境づく
りも求められます。

それには、住民がいつでも快適に学べ、各地域での活動の交流や相互
支援「住民活動ネットワーク（住民・各種団体・グループ等の連携、協力体制、
情報共有の場や交流の場）」として、活発に取り組め、住民力・地域力を高
められる「住民の、住民による住民のための学びの場」(仮称）生涯学習セ
ンターの整備を進めます。
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第２次多可町教育ビジョン （令和３年度～令和７年度）

基本施策Ⅲ生涯学習の推進
－生涯を通して学び、つながる、元気と生きがいを育む生涯学習のまちづくり－

Ⅲ－１ 生涯学習の充実

○生涯学習施設の整備・充実

・関連施設の機能をいかすとともに、連携プログラムのネットワーク化を進め

ます。

・学びや交流の拠点となる(仮称)生涯学習センターの整備に取り組みます。

○図書館の充実

・図書館は、本や読書活動を核として、町民が「集い交流できる」「情報発信

できる」「心くつろげる」など、多様な機能を併せもつ生涯学習施設をめざ

し、 諸機能及びサービスの充実・改善を図ります。

３ （仮称）多可町生涯学習センター
建設基本計画（提言書）

平成２５年１０月

多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会
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はじめに

１. 中央公民館・多可町図書館を取り巻く現状と課題

① 中央公民館

② 多可町図書館

２. 建設の必要性と位置付け

① 合併特例債事業

② 第１次多可町総合計画基本計画

③ 町民意識・実態調査アンケート

④ 中央公民館・図書館を取り巻く現状と課題の環境整備に併せ

３. 中央公民館・多可町図書館の概要

① 中央公民館

② 多可町図書館

４. 基本理念

５. 建設規模

・ 必要な機能

・ 構成する施設

６. 建設場所

７. 生涯学習振興の中核施設として

目次

参考資料
◆ アンケート（生涯学習に関する町民意識調査）
◆ 検討委員会設置要綱
◆ 検討委員会等活動状況
◆ 検討委員会名簿

新町建設計画、後期総合計画に描かれているように、こ
れからの市町村は、地域課題等の関心を高め、連携・協
力し、学んだ知識・技術・経験等を地域に循環できるしく
みをつくり、学習情報の発信や活動場所の確保・学習機
会の提供を図ることが必要である。

生涯学習センターの性格としては、多可町の既存施設
の状況より、中央公民館と図書館の機能を併せ持つ施設
として考えることとなった。

はじめに
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① 中央公民館（昭和４８年建設）

１.  中央公民館・多可町図書館を取り巻く現状と課題

新耐震基準を満たす建物ではない

↓

耐震改修を行っても施設の延命化は図られない
耐震問題

雨漏りがする

エレベーターが設置されていない

↓

障がい者・高齢者にとっては利用しにくい

老朽化

国道からの迂回路がない

↓

駐車場への出入りが難しい

駐車スペースが手狭である

駐車場問題

ホール等の音響が悪い

↓

講演会・音楽活動に支障がある
音響問題

小・中会議室 ２部屋のみ

＊小会議室は、図書室を区切って教育長室と

小会議室にしたため音漏れが生じる
会議室問題

② 多可町図書館

(昭和５４年公営結婚式場コミュニティーセンター建設⇒平成１６年改修)

既存施設を改修したため生活動線上から離れている

国道から入り込んでいる

↓

買い物のついでに立ち寄ってみたいような立地ではない

立地条件

天井が低い

↓

音が横に流れる

トイレのドアや風除室がない

↓

臭いの問題・室内温度の管理に問題が生じている

充分な広さがない

↓

充分な閲覧席が確保できない

談話コーナー等のスペースが取れない

必要な蔵書数を満たしていないにもかかわらず収納しきれない

施設

問題
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・中央公民館の耐震大規模改造

・図書館機能を含む生涯学習施設の新築移転整備事業

２.  建設の必要性と位置付け

基本方針

「生涯学習を通して、あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、
人がつながるまちをつくります。そのために、生涯学習の拠点とな
る施設を整備し、地域課題等の関心を高め、自発的・自立的な生
涯学習ができるよう、学習情報の発信や活動場所の確保、学習機
会の提供につとめます。そして、多様な主体が連携・協力し、学ん
だ知識・技術・経験等を地域に循環できるしくみをつくります。」
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１，０００人対象⇒２５９人回答

Q．生涯学習を支援するために、
町はどのようなことに力をいれるべきか？

・中央公民館等社会教育施設機能の充実
・図書館を含んだ生涯学習施設を建設し、
子どもから子育て世代、老年までが集う場が必要である。

自主的な
町民の活動
や学びの場

簡易な喫茶
コーナーを
含む多目的
フロアー

子育て世代
が活用でき
る授乳室、
保育室

男女共同参
画推進室

防音機能の
ある音楽室

このように多様なニーズ対応できる社会教育の複合施設

町民が幼児期・学齢期・青年期・成人期・老年期に至るまで、
生涯学習の拠点になるような生涯学習センターの整備が必要である。
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３.  中央公民館・多可町図書館の概要

所 在 地 中区茂利２０番地

構 造 鉄筋コンクリート造 ２階建て

敷 地 面 積 ４，５６４．９㎡

延 床 面 積 １，４５２㎡

駐車場面積 １，７５０㎡（７５台）

供 用 開 始 昭和４８年１２月

部 屋 数 等 １階 談話コーナー、調理室（調理台）、

事務室（２）、打合せ室、相談室、

トイレ（１）、倉庫（２）、機械室

２階 大会議室（２００人）、

中会議室（３０人）、

小会議室（２０人）、和室（２５帖）、

給湯室、教育長室、トイレ（１）、

倉庫（１）

運 営 体 制 中央公民館長１名（教育総務課長）

職員５名
エレベーターの設置がない……

○平成２４年度

件数（件） 人数（人）

大会議室 ４２２ １２，１４９

中会議室 ５３０ ７，８４８

小会議室 ３６０ ４，３３０

和 室 ３１９ ３，７２６

調理室 １１２ １，６３７

合 計 １，７４３ ２９，６９０

◆中央公民館年度別利用状況表

○平成２３年度 ○平成２２年度

件数（件） 人数（人）

大会議室 ４３９ １１，８５７

中会議室 ５３１ ７，４８５

小会議室 ３６６ ３，７１５

和 室 ２９６ ３，４８１

調理室 １０４ １，２１６

合 計 １，７３６ ２７，７５４

件数（件） 人数（人）

大会議室 ３９５ １１，６９７

中会議室 ５４２ ７，５９４

小会議室 ３６７ ３，４５９

和 室 ３２４ ３，２２８

調理室 １２１ １，７８８

合 計 １，７４９ ２７，７６６
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所 在 地 中区糀屋４３４番地１１

構 造 鉄筋コンクリート造 １階建て

延 床 面 積 ６１６．５４㎡

供 用 開 始 昭和５４年４月

図書館開館 平成１６年３月

開架スペース ４００㎡

閉 架 書 庫 ３１㎡

学 習 室 ４０㎡

運 営 体 制 図書館長（１名）

職員４名（うち図書館司書１名）

本が収納しきれない……

◆多可町図書館年度別利用状況表
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町民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう「生
涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習ができ、その成果
を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」

４.  基本理念
教育基本法第３条

生涯学習

学校教育 家庭教育

自己学習
社会教育

・まちづくり
・高齢者教育
・男女共同参画
・青少年教育

教育による学習

社会教育と生涯学習の関係（イメージ図）
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あらゆる世代が互いに学びあい、教えあい、人がつながるまちをつく
るために、学習情報の発信や活動場所の確保・学習機能の提供に
努め、学習を通じて得た知識、交流の広がりをまちづくりに生かし、
多様性を受け入れることができる地域づくりの拠点施設として次の機
能を有する(仮称)多可町生涯学習センター施設整備を行う。

多くの人々が地域社会の中で、出番があるように
知識を深め、居場所や集える場の整備をめざす。

必要な
機能

①学びの
広場

②交流の
広場

③表現の
広場

・必要な機能
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延床面積 ２,６２０㎡

建設事業費(概算) ９億５千万円

５. 建設規模

・構成する施設

諸 室 主な内容 規 模（㎡） 備 考

研修室
大・中・小研修室
(４０人・２０人・１５人)

８０・４０・３０ ・音響、映像に優れたOA機器を備える

創作室 工芸実習 ６５
・美術、木工等多目的に利用できる
・洗い場、流し台を設ける

・作業机を設ける

和室 お茶・お花・着付け教室
６０

（３６帖）
・茶室、水屋を設ける
・誰もがくつろげる

調理室 調理台・準備室
９５

（内準備室２５）
・準備室を設ける
・３区合同行事にも活用できる

音楽室 バンド練習 ２５ ・防音設備を設ける

男女共同参画
推進室

相談室・事務室
情報コーナー

４０
（内相談室２０）

・DV相談室を設ける
・情報発信の場を設ける

図書館
蔵書数８万冊の開架スペース
カウンター・ブラウジングコーナー
情報検索コーナー・おはなしコーナー

９３０

・誰でも利用しやすく低めに書架を設ける
・利用者に応じた音空間をデザインする
・ゆったりしたブラウジングコーナーを設け
る

閉架書庫 図書５万冊・新聞、雑誌の保管 １３０ ・新聞および雑誌を 大３年間保存できる

図書館管理
スペース

団体貸出用図書（大塚文庫）
装備作業・図書整理作業

７５
・団体貸出用図書を保管するスペースを
設ける

・団体貸出等の作業スペースを設ける

自習勉強室 学習室・研究室 ３０
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諸 室 主な内容 規 模（㎡） 備 考

交流広場
催事・展示・喫茶コーナー
給湯コーナー・情報端末
情報収集・発信コーナー

１９０
・天井が高く開放感がある
・いつでも誰でも気軽に立ち寄ることができる

保育室 プレイルーム・託児室 ３５
・衛生面から土足厳禁
・柔らかい床、または畳敷きにする

授乳室 給湯コーナー １０ ・仕切りを設ける

ボランティア室
会議室・PC
印刷コーナー

３０ ・団体、個人が利用しやすいコーナーを設ける

諸 室 主な内容 規 模（㎡） 備 考

ホール
２００人収容
ステージ・音響機器

２５０
・学習の機会や発表の場を設ける
・多目的に使用できる
・車イスの利用ができる客席を設ける

○管理部門

諸 室 主な内容 規 模（㎡） 備 考

事務室
図書館事務室
生涯学習事務室

１５０

○共有部門

諸 室 主な内容 規 模（㎡） 備 考

倉 庫 倉庫 １６０ ・播州歌舞伎等の用具が収納できる

トイレ トイレ ４５
・子供用トイレを設ける
・子供連れの親も使用できる機能を設ける

廊下 廊下 １５０

駐車場
駐輪場

駐車場１００台 １７５０
・ホール２００人収容時に対応できる駐車場
を設ける
・１区画 幅２．５ｍ×４ｍ
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アスパル東の隣接地

６. 建設場所

町の所有地に限定

防災・避難所・市街地機能・環境・アクセス・周辺整備、駐車場、

他の施設との連携などの事項について考慮した結果・・・

１０，７５０㎡

○自然環境が豊かである。
○国道からの出入りがし易い。
○スポーツ施設、公園が近くにある。
○駐車場も広くとることができる。

※ただし、防災の観点から浸水の不安がある。
本が水に弱いことを考えて、浸水対策として
建物周辺の基盤整備を行う。

・点在する生涯学習施設を有効に活用し、統括する。

・公民館機能と図書館機能の相乗効果を図る。

生涯学習をコーディネートする人材が必要である。

７. 生涯学習振興の中核施設として
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参考資料

○今後、学習したいと思う内容を選んだもの

◆アンケート
(生涯学習に関する町民意識・実態調査 H２５.７実施)

13.5%

12.3%

8.7%

8.5%

6.4%

5.0%

3.5%

3.5%

3.1%

2.6%

0.9%

0.7%

0.5%

3.8%

27.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

趣味や教養に関すること(n=57)

健康・スポーツ(医学、体力づくり、食事・栄養)に関すること(n=52)

パソコン、インターネットなど情報通信技術に関すること(n=37)

家庭生活に役立つ技能(料理、洋裁、和裁、編み物)に関すること(n=36)

職業上必要な知識・技能(資格取得)に関すること(n=27)

ボランティア活動に関すること(n=21)

子供の成長発達や教育に関すること(n=15)

語学(英語、フランス語、ドイツ語、中国語)に関すること(n=15)

地域づくり・まちづくりに関すること(n=13)

子育て支援・家庭教育支援に関すること(n=11)

人権問題に関すること(n=4)

体験活動に関すること(n=3)

その他(n=2)

特になし(n=16)

不明・無回答(n=114)

合計(n=423)
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○今後、生涯学習について必要と思われるもの

初心者向けの教室・

講座・行事の充実

(n=132), 32.1%

生涯学習についての

情報をより詳細に提

供する(n=68), 
16.5%

専門的な職員や指導

者の配置(n=60), 
14.6%

施設の利用手続きな

どの簡略化(n=38), 
9.2%

談話のできるサロン

などの充実(n=29), 
7.1%

利用する施設の整備

充実(n=28), 6.8%

施設の利用時間の拡

大(n=21), 5.1%

その他(n=6), 1.5%

不明・無回答

(n=29), 7.1%

合計(n=441）




