
令和３年度第２回さいたま市立視聴覚ライブラリー運営委員会 

日 時 令和３年１１月２４日（水） 

午後３時～ 

会 場 さいたま市立北図書館 

次     第 

１ 開  会 

２ 任命書の交付 

３ 教育長あいさつ 

４ 委員・事務局職員の自己紹介 

５ 委員長・副委員長の選出 

６ 委員長・副委員長あいさつ 

７ 議  事 

（１） マルチメディアライブラリーの進捗について 

（２） 視聴覚ライブラリー運営委員会検討課題について 

（３） マルチメディアライブラリーの目的について 

（４） マルチメディアライブラリーの事業について 

（５） その他     

８ そ の 他 

９ 閉  会 
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さいたま市

民間事業者 地域住民

参考資料１ 中央区役所周辺の公共施設再編事業 事業概要書 令和元年９月13日時点 さいたま市

◆公共施設再編のイメージ

【機能の集約イメージ】

【配置の考え方】

◆各主体の役割

中央区役所周辺の
公共施設再編方針の策定

2018 2019 2020 ～2025 ～2035

基本計画
の検討

設計
順次 移転・建替え

供用開始

施設所管課との調整

与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会を通じた
地域との意見交換及び情報提供

運営準備会の立ち上げ
運営の検討

公共ｻｰﾋﾞｽの
一部運営

年度

「中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューアル」に向けて
中央区役所周辺は与野本町駅からの徒歩圏に位置し、多くの公共施設が集積しています。

これらの公共施設の多くは老朽化が懸念され、施設を更新する時期が近づいています。
そのため、民間活力の導入を視野に入れた複合化・再配置を検討し、施設の安全性や公

共サービスの質を高めるとともに、駅周辺と鴻沼川の水辺空間を一体的にリニューアルし
て、地域住民が交流する場の創出を目指します。

「中央区役所周辺の公共施設再編と空間のリニューアル」は、平成27年11月に策定した
『与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン』に位置付けられたプロジェクトの一つ
です。

◆概略スケジュール

事業者
公募

役
割
・再編の検討プロセスへの参加
・公共サービスの一部維持管理と運営
・地域住民の交流イベント等の企画・運営

利
点
・質の高い公共サービスの享受
・地域の交流や賑わいの促進

役
割
・公共サービスの一部維持管理と運営
・民間収益施設(店舗等)の配置と運営

利
点
・新たな事業機会の創出

役
割
・公共施設再編に係る基本方針の策定
・民間活力の導入を含めた施設計画等の検討
・公共施設の移転又は建替え等の実施等

利
点
・財政負担の縮減
・公共サービスの質の向上



■事業敷地内で再編が想定される公共施設

No. 名称
敷地面積
(㎡)

延床面積
（㎡）

主な機能 施設内容

①-1
中央区役所(本
館)

7,349 5,488
行政サービ
ス機能

くらし応援室、区民生活部、健康福祉部、都市局南部都
市・公園管理事務所、都市局まちづくり推進部与野まちづく
り事務所、さいたま市社会福祉協議会中央区事務所、ジョ
ブスポット中央

①-2 中央区役所(別館) 3,203 4,443
行政サービ
ス機能

建設局南部建設事務所

②
中央区役所
保健センター

3,493 3,285 保健機能
令和2年1月に中央区役所内へ移転
建物は現状のまま市の機関が利用する方針

③ 与野図書館 2,034 2,487
文化・学習
機能

図書室、視聴覚ホール、おはなし室、ラウンジ

④
老人福祉センター
いこい荘

1,893 955
高齢者福祉
機能

浴室、ラウンジ、機能回復室、健康相談室、大
広間、和室、囲碁・将棋室

■民間事業者による導入を期待する民間機能・施設

・商業（物販、飲食、サービス） ・宿泊 ・業務 ・子育て ・高齢者
・文化・娯楽 ・医療・健康 など

エリア（下図） 面積
A 第一種中高層住居専用地域 0.96 ha
B 第一種住居地域 0.38 ha
C 第一種住居地域 0.48 ha
D 近隣商業地域 0.05 ha
E 市街化調整区域 0.95 ha
F 市街化調整区域 0.20 ha

合計 3.02 ha

■事業敷地の面積（道路を除く概ねの面積） 事業敷地

■事業敷地内へ移転の可能性がある公共施設

No. 名称
敷地面積
(㎡)

延床面積
（㎡）

主な機能 施設内容

⑤ 産業文化センター 2,420 4,058
集会・交流
機能

貸しホール、ティールーム、貸会議室、貸和室、（公社）さい
たま市産業創造財団、さいたま商工会議所与野支所、与野
交番

⑥ 下落合公民館 733 812
集会・交流
機能

事務室、研修室、調理室、ホール、和室、創作室、小研究
室

⑦ 向原児童センター 711 423
児童福祉機
能

集会室、和室、図書室、工作室、遊戯室、厨房、運動場

■事業敷地外へ移転、又は廃止が想定される公共施設

No. 名称
敷地面積
(㎡)

延床面積
（㎡）

主な機能 施設内容

⑧ 与野体育館 4,673 2,904
スポーツ・レクリ
エーション機能

競技場、集会室、和室

⑨ 下落合プール 5,866 1,532
スポーツ・レクリ
エーション機能

25mプール(屋内)、50mプール(屋外)、幼児
プール(屋外)

⑩ 中央消防署 1,934 1,212 防災機能
車庫、資機材倉庫、通信室、事務室、仮眠
室等

⑪ 旧与野公民館 2,065 2,332
公民館機能は
廃止済み

与野文化財資料室と子育て支援センターよ
のは、令和2年3月に移転

◆事業敷地及び再編に関係する施設

⑦向原児童センター
（下落合7-11-9）
※地図の範囲外

（※各公共施設の詳細データ（利用状況、コスト等）は、参考資料２をご覧ください。）

乗降客数(2017年)
30,124人

◆昼間12時間自動車交通量
4,075台（小型3,877台、大型198台）

◆昼間12時間歩行者・二輪車交通量
歩行者680人、自転車1,484台
動力付き２輪車351台

（平成27年全国道路・街路交通情勢調査） ( )
西谷公園
(約700㎡)

B

B

A



令和3年11月4日修正案①

マルチメディアライブラリー諸室概算（案）

○概算に当たっての諸機能に関する考え方

・共用可能な機能に関しては、大きめの会議室やホール機能と兼ねることができるものを計上。

　例えば産業文化センター内に同様の機能が想定されていれば、配置等により共有することができる等と想定。

・MML専用機能に関しては、MMLの性質上、図書館や公民館の諸機能では賄えず、一定のスペースが必要と考え

　られるものを計上。ただし、フレキシブルな作りにすることで諸機能を統合する可能性はあり得ると想定。

○他施設と共用可能

№ 室名 設備 利用人数 面積 用途

① 研修室

PC（ノート）
プロジェクタ
ホワイトボード
（スクリーン）

20人
(50人）

100㎡

各種操作研修に使用
研修が設定されていない時間はテレワーク
室としても使用可能。PCは持ち込みもでき
るように研修時や必要な人に貸出せるノー
ト型がよい

② 講座室
スクリーン
スピーカー
簡易舞台

100人 350㎡
講演会、映画上映会に使用
磁気ループなどバリアフリー対応が必要

③ グループ室 ホワイトボード 30人 70㎡

貸出用会議室　テレワーク対応
少人数に対応できるよう２室に分割できる
とよい。公民連携事業のための打ち合わせ
室としても使用。

④ 書斎席 研修室用PC利用 1人×5 25㎡
個人でPC作業を行うために使用。Web会議
にも使用可能。1室5㎡で5室として計上。

合計 545㎡

○MMLの専用機能

⑤ 市民活動室
ホワイトボード
団体用ロッカー

10人 50㎡ ＭＭＬ活動団体の拠点として使用

⑥ 映像加工室

PC動画編集用
映像再生機
スキャナ
プリンタ

70㎡
自主制作の映画等の編集に使用。中小企業
のネットＣＭ作成等でビジネス支援の側面
もあり。

⑦ 録音・録画室

防音
撮影用照明
スクリーン
ミキサー
ハードディスク
レコーダ

100㎡
バーチャル撮影に対応。映像作品の音響作
成にも使用。
スタジオとミキサー室からなる。

⑧ 印刷室
３Ｄプリンター
複写機
レーザーカッタ

50㎡
市民の創作支援。試作品の作成などビジネ
ス支援の側面あり。

⑨ 受付（事務室）
機材棚
点検機材

20㎡
貸出準備室として使用。ライブラリー機材
の点検も行う。

⑩
ライブラリー機材
室

機材棚 50㎡
映像による地域の歴史の保管も視野に入れ
る

合計 340㎡

　市民利用施設内ではWi-Fiが使用できること
　それぞれに机・椅子等が必要



令和 3年 11 月 24 日 

視聴覚ライブラリー運営委員会検討課題について 

１ 開催予定 令和 3年度 3回、令和 4年度 4回 

２ 検討内容 マルチメディアライブラリーの設置目的の明確化 

 マルチメディアライブラリーの事業内容 

 事業を行うにあたっての必要設備 

３ 検討期限 令和 4年 1月末までに未来の図書館・公民館をつくる検討会議に 

提案する。 



考え方の素材について 

１ 設置目的について 

６月の提言では、今後の視聴覚ライブラリーのあり方として、マルチメディアライ

ブラリーを創設し、市民のメディアリテラシー教育、地域映像資料の保管と作成、

コンテンツの有効な運用をすることの３点をあげているが、これを目的としてよい

か。 

２ 事業内容の例について 

撮影技術、編集技術等の技術習得のためのセミナーやワークショップの開催 

著作権や情報モラル等についての知識向上のための研修会の開催 

市民の映像作品の上映会や作品の保存。 

３Ｄプリンター、レーザーカッター等の使用技術講習とそれらを利用した市民の創

造の具体化と中小企業のビジネス支援。 

現視聴覚ライブラリーの機能継承と地域映像資料の保管と活用。 

市民の交流の場の創設 

※ 図書館法 無料の原則について 

３ 必要とする設備、機材、スキル等

時代に見合った撮影・編集機材

セミナー開催、交流の場のための集会室

個人で利用するための書斎席

市民貸出用 web会議室の設定。

通信のためのWi-Fi設備

セミナー開催のための講師としての知識

技術支援、ビジネス支援としての３Ｄプリンター・レーザーカッター等が使用できるデ

ジタル工房機能

市民の作品等を保管、上映するための著作権処理

市のデジタルアーカイブス機能 著作権処理，国のデジタルアーカイブ政策について

４ 目指す運営の方向性

市民自らが事業を企画、運営する新しい公民連携の方式について



参考事例 

運営パートナーという考え方

図書館先進国と言われる北欧諸国では運営パートナー制度を導入している。専門的な知識や技能

を持つ個人やグループ、図書館を通して社会貢献したい企業や組織が、イベントの企画・実施を

行い、図書館は場所の確保や広報を行うというものである。

例：デンマーク オーフス公共図書館Dokk1  Public Library of the year 2016受賞

イベントスペース，ランプが建物の中心部分に位置付けられている。ランプは傾斜しているが，

五つの平面があって，それぞれであるいは全体でプログラム（イベント）を開催できる。プログ

ラム（イベント）は，ランプやホールなどだけでなく，図書館の開放空間の一角でも催され，月

平均 80 100 イベントが展開されている。そのうち，60%は市民により構成されるものである。

メイカースペース

ニューヨーク州の図書館からはじまった取組で、先進的な各国の図書館で導入されている。３D
プリンターなどの一般には利用できないハイテク機材のほか、ミシンや工具などを提供し、さま

ざまな創作活動を支援する取組である。録音ができる音楽スタジオや動画編集ができる画像スタ

ジオ等も含まれる。市民の創作への興味を喚起する、市民同士の教え合いを育み、運営パートナ

ーへと発展させることができるとされている。

例：フィンランド ヘルシンキ市新中央図書館 2019IFLA/Systematic Public Library of 

the Year 

3 階建て総面積は 10000 平方メートル。1階はインフォメーションカウンターやカフェ、映画

館など。2 階がメーカーズスペース、3 階は 10 万冊の蔵書があり読書や学習ができるスペー

スと階によって機能が分かれている。規模に比して蔵書が少ない（北図書館 20 万冊）が、貸

出冊数は 2019 年 1 月から 8月までで 40万冊（北図書館 65 万冊）の貸出がある。 

例：2021 年 5 月のオランダの公共図書館内メイカースペースの調査 

（https://current.ndl.go.jp/e2419） 

回答が得られた 102 の図書館のうち、44の図書館でメイカースペースを有していた。活

動内容は、コーディング、プログラミング、ロボティクス、3D 活動、クリエイティブライ

ティング、ビデオ編集などの創造的な活動。主に 12 歳以下の子ども向けのプログラム。用

途については，多くの図書館がファブラボ（fablab）やデジラボ（digilab）としてメイカ

ースペースを設置していて，3D プリンターが置かれていたり，プログラミングができるよ

うになっていたりする。他には，芸術活動ができるアトリエや，AR・VR スタジオになって

いる場合もある。問題点はスタッフの確保や専門性の不足。うまくいっていることとして，

学校やプロの創作家など外部のパートナーとの協力が挙げられている。 

欧米でこうしたスペースが設置される背景に貧富の差による情報格差を埋める目的がある。 



MML検討委員会の進め方（私案）

1． 委員会（全３回）の内容
回 内容

第１回 ①これまでの経緯の確認　
・中央区役所公共施設再編との連動
・未来の図書館と公民館のかたちとしての検討開始

②勉強会の開催
・未来の図書館・公民館検討に当たっての先進的取組や概念を学ぶ必要性
・人選及びスケジュールの検討

③MMLの設備について
・機能整理（公共施設再編との調整）
・札幌市の情報・図書館を基に整理

④次回（第２回）のテーマ確認
・構想骨子案の提示

第２回 ①MMLの具体的な内容の検討
・勉強会で得た知見の整理
・MML構想骨子の検討
・構想策定までのスケジュール検討

②勉強会の開催
・スケジュール調整等

③次回（第３回）のテーマ確認
第３回 ①MML構想骨子の決定

②MMLの具体的事業の検討
・勉強会で得た知見の整理
・具体的プロジェクトの検討

③今後の検討委員会での検討事項の整理

2． 勉強会
勉強会については、未来の図書館・公民館を考えるに当たって、先進的取組や概念を学ぶことを目
的として非公式に開催。予算上の制約からオンラインも視野に入れつつ、年内にすべて実施。

No 講師名 職名等 学ぶポイント
第１回 常世田  良 氏 元浦安市立中央図書館長 未来の図書館とはどのようなものか
第２回 淺野　隆夫 氏 札幌市図書・情報館館長 モデルとなる図書・情報館の詳細
第３回 出口　寿久 氏 北海道科学大学教授 未来の公民館とはどのようなものか
第４回 伊東  直登 氏 元塩尻市市民交流センター兼図書館長 複合施設として効果を高めるには
第５回 宮本　恭嗣 氏 さいたま市PPPコーディネーター 公民連携の意義と事例を知る
※次年度で構わないが、「広場の有効活用」を学ぶため、山下裕子氏（広場ニスト）も対象とした
い。

３．共通事項
全図書館・公民館職員にも周知し、希望する者は参加可能とする。



マルチメディアライブラリー構想 骨子（たたき台） 

１．ＭＭＬの定義と目的 

（１）マルチメディア（ＭＭ）とは 

 この構想において、「マルチメディア」とは、アナログ、デジタルを問わず、あらゆるメ

ディア（情報）をいう。 

（２）マルチメディアライブラリー（ＭＭＬ）とは 

 この構想において、ＭＭを収集、制作、アーカイブ、運用することができる課題解決型･

プロジェクト創発型図書館・公民館をいう。 

（３）ＭＭＬの目的 

 さいたま市は、ＭＭＬを設置することにより、市民の能動的な学びと活動（プロジェクト）

を促し、それらを収集･アーカイブし、更なる学びと活動につながるよう運用し、市民の

暮らし（スキル･ネットワーク等）をアップデートし続ける、人と人がつながり、市民文

化としての生涯学習の学びと実践の場が形成されることによる市民のクオリティ･オブ･

ライフの向上を目的とする。 

２．ＭＭＬの目指す姿 

（１）ＭＭＬのコンセプト･ビジョン 

  はたらくをらくにする。（札幌市図書･情報館） 

（１）ＭＭＬが持つ機能 

  ①アナログ情報をデジタル化することができる機能 

  例）視覚・聴覚の不自由な方向けのデジタル補助コンテンツの制作 

  ②デジタル情報を整理・アーカイブ化・運用（資料提供）することができる機能 

  例）データベースサービスの提供、視聴覚ライブラリーコンテンツの整理 

③ＭＭ素材及びコンテンツを制作し、又は学びの場を創出する機能 

  例）動画作成スキルアップ、ＭＭを扱うための著作権・使用権を学ぶ講座 

（２）ＭＭＬの専門領域 

  ＭＭＬは、ワーク・ライフ・アートに特化した領域を取り扱う。 

（３）ＭＭＬの事業主体 

 ＭＭＬは、公立の図書館・公民館でありながら、従来の個々の受動的な機能だけでなく、

図・公連携かつ公民連携による様々なプロジェクトチームを主体として、（１）の能動

的な機能を、各事業として推進する。 

  ＊連携イメージ 

     ■Ａプロジェクトチーム「公民館主体の地域プロジェクト」 

       公  図  民間   発揮機能【収集＋制作+運用】 

  ■Ｂプロジェクトチーム「図書館主体のアーカイブ制作プロジェクト」 

    図  公  民間   発揮機能【収集+制作＋アーカイブ】 

融合チーム 

融合チーム 



（４）ＭＭＬに必要な場所・空間 

  ①多目的なオープンスペース（ＭＭの作成・共有） 

②ミーティングスペース 

③その他ＭＭを収集、制作、アーカイブ、運用するためのスペース 

（５）さいたま市全体の図書館・公民館の中の位置付け 

  ワーク・ライフ・アートに特化した専門領域を持つ図書館・公民館として、他の図書館・

公民館とは異なる特有の機能を有する。市内に１カ所設置するものとする。 

３．目指す姿を実現するための令和４年度以降の事業 

ハード整備を見据えながら、コンテンツ（ソフト）を育てていく、コンテンツをハード

に落とし込んでいくサイクルをつくる。 

（１）キッズムービープロジェクト 

  ①事業の特長 

   この事業は、ＭＭを①収集（地元の良い景観などを自分たちで探す）、②制作（動画

というメディアを制作する）、③アーカイブ（動画ファイルとして保存する）という

各機能を発揮する事業。 

②対象や事業形式の見直し 

   現在は、中高生を対象として市単独事業。 

今後は、市民全体への拡張とともに公民連携事業としての事業形式の見直しも要検討。 

（２）○○事業 

  ○○○○○○○○・・・。 

４．体制、設備、設置根拠等 

（１）体制 

 今後検討 

（２）設備 

 今後検討 

（３）設置根拠 

 今後検討 


