
項目 研修室 会議室・ホール 

名称 研修室、和室 作業室(工作等) スタジオ ロビーホール 調理室 
打ち合わせサロン 
情報発信パソコン 

印刷・コピーコーナー ロッカー・ポスト・倉庫 

優先度 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 

規模 3室以上 300人程度収容可能なこと 15-30㎡ 

共用 
全体施設で共通利用
可能 

図書館と共用(青少
年コーナー等) 

体育館アリーナや研修室等と
の共用可能 

研修室、図書館と共用可
能 

図書館と共用可能 図書館と共用可能 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

研修、セミナー、市民
の自主活動、協議打
ち合わせとして使用
する。 
用途に応じて、パー
テーションで区切り、
大中小の規模で利用
できること。 
 
和室は茶道の活動が
可能なものとする。
(15㎡床の間、水屋15
㎡) 
 

陶芸、工作等の作業を
伴う活動向けの空間とす
る。 
 
流し場、木工などの簡易
な作業、陶芸窯、釉薬倉
庫、乾燥室を設置するこ
と。 
 
また、会議や講習でも利
用可能な工夫をすること。 

防音室とし、音楽活
動ができる空間とす
る。 
 
壁面に鏡を設置し、
ダンス室としても利
用可能とすること。 
 

音楽会、コンサートの開催。自
主活動、児童生徒活動（クラ
ブ活動）の発表。各種講演会
等を開催できるようにすること。 
セミナーや会議にも転用可能
なようにすること。 
ステージをとりつけられるよう
にすること（固定のステージで
なくともよい。）。 
客席は固定席とせず、移動可
能なものとすること。 
エントランスとの共有も可能。 

料理教室として親子や
子どもでも使用可能な
実習室とすること。 
 
学校給食センターと連
携し、食育推進のセミ
ナーを開催すること。 
 
一部、車椅子での利用
も可能とすること。 
 
映像やカメラなどのICT
を活用したセミナーに対
応可能とすること。 

市民やグループが予約し
なくても打ち合わせできる
空間とする。 
 
市民活動に必要な資料
コーナーを設置すること。 
 
インターネットに接続され
たパソコンを設置し、必要
に応じて利用できるように
すること。 
 
地区の活動スペース(まち
づくり拠点)を設けること。 

コピー機(複合機を)設
置し、パソコンからの印
刷、コピー、製本、裁断
が行える空間とする。 

市民の自主活動を支える資料
や用具をストックできる。 
 
登録団体毎に指定されたス
ペースを貸与し、追加分を有料
とする。 
 
倉庫は145㎡以上とすること。た
だし、複数箇所に分けて配置す
ることも可能とする。 

項目 共有エリア 避難所 必須事業について 

名称 事務室 給湯室 カフェ・レストラン等 オープンテラス ショップ 駐車場 避難所 
①運営者が主催するセミナー
等の開催について 
 運営者が主催する学習セミ
ナー等の開催は、他の市民セ
ンター同様に無料または材料
費実費のみで実施、１５事業を
目途に必須とする。合わせて有
料の自主セミナーの開催も検
討可能。 
※市民の生涯学習活動、自主
グループ活動に関しては必要
に応じて図書館機能と連携して
行うこと。 
 
②登録クラブについて 
現大野市民センターの自主活
動グループ（登録クラブ）の活
動支援、助言、会議室の貸し出
し（他の市民センター同様に、
活動を地域に還元するなどの
条件を付し、使用料金を安価に
設定。減免の適用有）を行う。 
 
③利用料の徴収について 
まちづくり減免団体の無料使用、
公共的団体は減免使用とする。 

優先度 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ 

規模 各階に1箇所以上 

共用 全体施設と共用 全体施設と共用 全体施設と共用 全体施設と共用 全体施設と共用 全体施設と共用 全体施設と共用 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

サービス提供者、事
務職員の事務室とし、
他施設の事務所と共
用も可能とする。 
 
大野支所と連携しな
がら市民活動を支援
する専任のコーディ
ネーターを1名以上配
置すること。 

流しのついた湯が沸か
せる給湯室とする。 
 
ガスは使用せず、IH調理
器を設置すること。 
 
電気ポットが使用できる
電源を設置すること。 

飲食等を提供し、施設
の魅力を高める機能。 
 
必要に応じて食育機能
と連携すること（地産地
消や給食メニュー、減
塩など） 
 
子ども食堂機能を持つ
こと（△） 

屋外のカフェスペース。 
 
イベント等でも活用可脳。 

地産地消、特産品コー
ナー、飲食料、子育て用
品などの販売を行う。 
 
必要に応じて学校給食セ
ンターと連携し、職域の機
能を持たせること。 

ベビーカーや車椅子用の
広めのスペースを作ること。 
 
屋外電源（屋外イベント・
健診車等で使用）を設置
すること。 
 
悪天候でも気にせず施設
へ入れること（△）。 
 

災害時の避難所として
位置付けられている。 
 
自家発電、もしくは太陽
光発電等による非常用
電源を確保すること。 

＊ 配置や面積などは今後協議する。コーナーごとに分割されている必要はなく、複合的に融合化も必要。 

市民センター サービスと機能の考え方 
 

１ 

※◎優先度非常に高い機能 ○優先度高い機能 △設置を検討する機能 別紙 



項目 子育て支援センター(地域子育て支援拠点) 放課後児童クラブ コワーキングスペース 

名称 子育て相談室 プレイルーム  託児室 放課後児童クラブ コワーキングスペース 

優先度 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

規模 1室以上 
定員：乳幼児 5-10名 
定員：幼児  20-30名 

定員：6-12名 定員：40名 

共用 共用不可 体育館、図書館との共用可能 全体施設で共用可能 14時～18時は共用不可 図書館と共用可能 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

電話・面談により、育児などの相談を受け
つけることができること。 
 
プライバシーを守れるように個室とするこ
と。 
 
大野支所のネウボラと連携すること。 
 
専任を1名以上配置すること。 

子育てひろば 親子での遊び空間、子どもたちが自由に遊べ
る空間とする。 
併せて、子育て相談の場にもすること。 
乳幼児（1.5歳まで）と幼児（6歳まで）とは空間を分けて整備す
ること。 
ボールプール、知育おもちゃ、木のおもちゃ等の遊び道具を
用意すること。 
絵本コーナー、児童書コーナーを整備すること(図書館との共
用も可能)。 
 
汚れが付きにくく怪我をしにくい素材の採用すること。 
 
参考：1.98㎡/人 (全国学童保育連絡協議会の提言) 

０歳以上の乳児及び幼時を一時的に
預かる空間とする。 
 
参考面積 
1.98㎡/人 
(保育所、2歳児以上の基準) 
 
専任を1名以上配置すること。 

保護者が労働等により昼間家庭に
いない児童（放課後児童）に対し、授
業終了後に遊び及び生活の場を提
供して、その健全な育成を図ること。 
 
専任を2名以上配置すること。 

主婦やサラリーマン、高齢者等
の起業したい人や経営者向けの
コワーキングスペース。 
 
親が託児しながら作業ができる
スペースとすること。 
 

○子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 
○子育て等に関する相談、援助の実施 
○地域の子育て関連情報の提供 
○子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 
４点をすべて実施可能とすること 

項目 キッチン その他 

名称 給湯室・ミニキッチン 子ども食堂 授乳室 子ども用トイレ ベビーカー置き場 屋外遊び場 休養室 

優先度 ◎ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ 

規模 定員：3家族 ２０台 定員：２ベッド 

共用 全体施設で共用可能 全体施設で共用可能 全体施設で共用可能 全体施設で共用可能 全体施設で共用可能 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

離乳食や軽食の準備ができ、お湯を
沸かすことができる空間。 
男性でも使用可能なように配慮するこ
と。 
ガスは使用せず、IH調理器を設置す
ること。 
流しを設置すること。 
電気ポット、電子レンジが使用できる
電源を設置すること。 
 

子どもやその親、地域の人たちに対し、
安価で栄養のある食事を提供する。 
食育推進の機能 

乳児への授乳室。 
オムツ替えコーナー 
（男性でも使用可能なよ
うに配慮すること） 

子ども用のトイレ。親子
兼用でも可能とする。 
 
ベビーカーの利用者に
も配慮したつくりにする
こと。 
 
子どものトイレトレーニ
ングが可能なように検
討すること。 

ベビーカーを開いたまま置け
ること。 

乳児や児童が屋外で遊
べる空間とする。 
 
・砂場 
犬や猫などの糞の被害に
あわないように配慮する
こと。 
・芝生 
・遊具 
怪我しないように安全性
に配慮した遊具とすること。 

子ども及び妊産婦が休憩
できる空間。 
 
他の部屋と供用できるよ
うにすること。（△） 

＊ 配置や面積などは今後協議する。コーナーごとに分割されている必要はなく、複合的に融合化も必要。 

子育てリビング サービスと機能の考え方 

２ 

別紙 ※◎優先度非常に高い機能 ○優先度高い機能 △設置を検討する機能 



項目 
幼児向け 
０－５歳 

児童向け 
６－１２歳 

Teenage向け 
13-18歳 

一般成人向け 外国人向け インターネット 

名称 
子ども図書館 

青少年サロン 
一般図書室・電子図
書 
ブラウジングコーナー 

雑誌コーナー 
新聞コーナー 

AVコーナー 郷土及び行政資料 外国語図書コーナー PCコーナー 
おはなし室 児童コーナー 

優先度 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

規模 30㎡ 200㎡ 150㎡以上 
400㎡(内ブラウジング
コーナー115㎡) 

一般図書室に含む 15㎡ 一般図書室に含む 一般図書室に含む 

共用 子育てリビングと共用可能 専用とする 共用不可 共用可能 共用可能 共用不可 共用可能 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

絵本の読み聞かせや
季節行事を実施する
空間。 
 
カーペットや木の床で
靴を脱いで寝転ぶこと
ができること。 
 

児童が本を読んだり、
調べ物ができる空間。 
 
児童の目線で図書が
配架され、本が探しや
すく分類されているこ
と。 

勉強だけでなくお喋りや携
帯ゲーム、スマートフォン
の操作、アナログゲーム、
パズルなども可能な空間。 
 
読書への誘いの工夫があ
ること。 
 
中高生だけではなく、職業
青年も含む空間であるこ
と。 
 
子育てリビングのプレイ
ルーム等に隣接させるな
ど、静かな空間と切り離す
こと。 
 

一般成人向け図書空
間、閲覧空間（ブラウ
ジングコーナー）、自
習・学習・閲覧空間
（静かな空間） 
 
一般成人向け図書の
収集と整理、情報発
信を行うこと。 
 
閲覧空間を広く設ける
など滞留時間を長くな
る居心地の良い工夫
をすること。 
障がいのある人も利
用しやすい工夫。 

広域、地域の雑誌を読
める空間。 
雑誌のバックナンバー
のストックを常備し、閲
覧用の椅子を付帯させ
ること。 
全国紙地方紙の収集と
整理。 
 
当日分新聞およびバッ
クナンバーストックを常
備し、閲覧用の椅子を
付帯させること。 
 
 

CDやDVDの視聴
空間及び収蔵書
架。 
AVコーナー 

地域の歴史、特徴を
調べられるデータベー
スや資料収集・閲覧空
間。 
 
地域の歴史、特徴を
調べられるデータベー
スや資料収集行政資
料が常備すること。 
 
郷土及び行政資料に
ついて解説できる人員
を配置すること(レファ
レンスコーナーと兼用
可)。 
 

英語などの外国語で
書かれた本を配架す
る空間。 
 
小説などの読み物の
ほか、地域の生活や
文化を紹介した本や
絵本を揃えること。 
 
また小学校で英語教
育が始まることから、
英語教育に役立つ本
を選書すること。 

自由に使えインター
ネットに接続されたPC
を使用する空間。 
 
またWi-Fiを整備し、自
分のPCやタブレットの
持ち込み、それらの充
電、または電源を利用
を可能とすること。 遊び場コーナー 

幼児や児童が自由に遊べる空間。 
子育てリビングと共用可能。 
 
気軽に声を出せる配置を工夫すること。 
 

項目 施設サービス 

名称 貸出カウンター 
レファレンスコーナー 
コンシェルジュ 

研修室 児童用トイレ・授乳室 移動図書館 ゲート ビジネス支援コーナー 
ラウンジ・ 
カフェコーナー 

ギャラリー 

優先度 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

規模 

共用 共用不可 
市民センターと共用可
能 

子育てリビングと共用
可能 

子育てリビングと共用
可能 

市民センターと共用可
能 

市民センターと共用
可能 

機能 
 

及び 
 

施設デ
ザイン 

本の貸出返却を行うカ
ウンター。 
 
セルフ機器(自動貸出
機)の導入の可能性を
検討すること。 
 
事務室・作業室、閉架
書庫、移動図書館車の
車庫を近接させること。 

必要な資料や情報を
必要な人に、的確に案
内するサービス。 
(郷土及び行政資料の
解説と兼用可) 
貸出カウンターとの兼
用も可能。 
図書館内及び地域の
情報を提供する。 
図書館ツアーやまち歩
きツアー等の実施を検
討する。 
本サービスは貸出カウ
ンターで提供すること。 
 

研修やイベント、会議、
打ち合わせに利用。有
料で地域に貸出も可能。 

幼児や児童向けの専
用のトイレ。 
 
授乳室及びオムツ替え
については、男性でも
使用できるよう配慮す
ること。 

移動図書館車の車庫、
及び移動図書館用の
図書を保管する書架。 
 
 

入室者の管理や図書
の不正持ち出し防止
ゲート。 
 
図書は他の図書館で
も利用することから他
の市立図書館も含め
た運用を検討すること。 

サラリーマンや経営者、
起業したい人向けの専
門書を特集して配架す
る空間。 
 
経済書、有料データ
ベースの閲覧ができる。 
コワーキングスペース
等のワークスペースを
確保すること。ただし、
他の市立図書館との
連携を図り役割分担に
よっては必須ではない。 

休息や交流のための
カフェ軽食コーナー。
ショップを併設する。 
ゆっくりくつろげるラウ
ンジを設ける。 
 
書籍を汚損しない工夫
を検討すること。 

市民の発表の場と歴
史に触れる機能。 
 
多目的ホールや玄関
ロビー等での展示も
可能。 

＊ 配置や面積などは今後協議する。コーナーごとに分割されている必要はなく、複合的に融合化も必要。 

図書館 サービスと機能の考え方 

３ 

別紙 ※◎優先度非常に高い機能 ○優先度高い機能 △設置を検討する機能 



項目 屋内(体育室) 

名称 多目的アリーナ 更衣室 シャワー・トイレ 倉庫(物品庫) トレーニングルーム 

優先度 ◎ ◎ ◎ ◎ △ 

規模 2500㎡程度とする 

共用 研修室、会議室と共用可能とする 全施設で共用 

機能 
 

及び 
 

施設デザ
イン 

バスケットボール：1面 
バレーボール：2面 
バドミントン：6面 
卓球：6台 
 
空調設備を整え、風通しの良い空間とすること。 
柔道、空手、武道系その他、体操・ダンスが可能なようにすること。 
競技によっては観客可能なスペースを設けること。 
避難所として活用できるようにすること。 
放課後の児童の居場所となれるように工夫すること。 
壁面にボルダリング（△）、遊戯や玩具を配置可能なようにし、放課後の児童の居場所とな
れるように工夫すること。 
 

シャワ-ルームと隣接させる
こと。 
 
車椅子で使用可能なように
すること。 
 
ロッカーを設置すること。 
 
一般用1㎡ 
車椅子2m×2m=4㎡ 
 

車椅子、子連れも使用可能
なようにすること。 
 
丸椅子や鏡を設置すること。 
 
一般用１㎡/室 
車椅子2m×2m=4㎡ 
 

椅子、ボール、マット、ネット、
屋外ステージ、等々 
体育館、屋外広場等で使用
する器具機材を保管する。 

・フリーウェイト用具一式 
・油圧式マシン 
・ウエイトスタックマシン 
・エアロバイク 
・ストレッチマシーン等 

・定例活動団体支援 
・一般開放事業（個人利用開放事業） 
・各種スポーツイベント 
・各種文化・芸能イベント等 

項目 屋外 

名称 屋外広場(芝生や丘) 

優先度 ◎ 

規模 

共用 

機能 
 

及び 
 

施設デザ
イン 

現在、実施されているイベント等が継続可能な空間とするとともに、さまざまな屋外イベント（食育、子育て、スポーツ、読書等）を新
たに行い、賑わいを創出すること。 
 
子ども向け遊具や大人が使える健康器具（△）等、多世代が野外で簡易な運動を行える空間を整備すること。 
 
ベンチや木陰を作るなど、親子で滞在できる空間を整備すること。 

【参考値】 
現在行っている行事 
５月 大野市民センター祭り 105団体720食（筏津対象エリア全域） 
９月 おおのときめきフェスタ 8店舗3,000人（筏津対象エリア全域） 
１０月 おおの健康福祉フェスタ 38団体1,500人（筏津対象エリア全域） 
１１月 文化祭 1,500人（筏津対象エリア全域） 
１１月 ＰＴＡコンサート ※上記文化祭に含む（福祉保健センターホール） 
１１月 秋だ！はじゃけろ！大野day！ 162人（体育館） 

＊ 配置や面積などは今後協議する。コーナーごとに分割されている必要はなく、複合的に融合化も必要。 

体育館・屋外広場 サービスと機能の考え方 

４ 

別紙 ※◎優先度非常に高い機能 ○優先度高い機能 △設置を検討する機能 



  

生
涯
学
習
機
能 

・自主グループ（定例文化活動団体）活動 

・地域団体（地域コミュニティ・市民活動団体・地域
企業等）活動 
・各種講座、講演、教室等 
・各種団体会議 
・各種文化・芸能イベント等 

市民センター 図書館 体育館 子育てリビング 

・各種文化・芸能イベント等 ・各種資料収集、検索（レファレンスと生涯学習機
能、スポーツ機能との連携） 

・利用者交流スペースの開放 

  

ス
ポ
ー
ツ
機
能 

・登録団体活動（体操、ダンス、ヨガなど）※一定の
空間（高さ、広さ）で活動可能な種目 
・各種スポーツ教室・講習会・講演会等イベント 
・各種団体会議 

・定例活動団体支援 
  ・一般団体(各種競技団体・クラブ）活動 
  ・スポーツ少年団活動 
  ・障がいスポーツ活動 
・一般開放事業（個人利用開放事業） 
・各種スポーツイベント 
  ・スポーツ教室、練習会など 
  ・各種大会イベント 

・各種資料収集、検索（レファレンスと生涯学習機
能、スポーツ機能との連携） 

・利用者交流スペースの開放 

  

子
育
て
支
援
機
能 

・登録団体活動（体操、ダンス、ヨガなど）※一定の
空間（高さ、広さ）で活動可能な種目 
・各種スポーツ教室・講習会・講演会等イベント 
・各種団体会議 

・中遊び（自由遊び）場としてのフロア（サブホール
的施設は自由利用に加え遊具、玩具等を配置）開
放 
・子どもスポーツ体験活動やイベント事業 

・子育て支援センター整備（屋内遊び場・遊具） 
・大野支所で実施するネウボラと連携 
・子育てサロンへの開放 
・託児（一時保育）サービス事業 
・子ども図書コーナーの整備 
・読み聞かせ事業 

・シェアキッチンサービス（ミルクや離乳食などの過
熱、簡単レシピ教室の開催など） 
・授乳室開放サービス 
・子ども用トイレ（トレーニング）整備 
・親子交流、母親スペースの開放（フリースペース） 

  

子
ど
も 

応
援
機
能 

(

児
童
生
徒) 

 

・ティーンズスペース（勉強スペース）開放 ・スポーツ体験活動開放（サブホール的施設の開
放・・・自由利用） 

・遊び場、交流の場の開放（屋外施設・・・自由利
用） 

・児童生徒交流スペースの開放（フリースペース） 

・子ども図書（館）事業 
  ・育児図書、幼児・児童等向け図書（児童図書、 
   絵本など）整備 
  ・マンガ図書整備 
・お話し会 
・障がい児等環境推進 
・生徒等学習の場の提供 

  

-

保
健
機
能 

・乳幼児健診事業 
・ブックスタート事業 
・子育て相談事業 
・介護予防、健康増進事業、多世代交流事業 

・乳幼児健診 
・介護予防、健康増進事業、多世代交流事業 

・乳幼児健診 
・ブックスタート事業 
・介護予防、健康増進事業、多世代交流事業 

・ブックスタート事業 
・乳幼児健診事業 
・介護予防、健康増進事業、多世代交流事業 

  

そ
の
他 

・防災機能 
  ・避難所機能（支部機能） 
  ・備蓄機能 
 

・屋外遊び場（屋外広場・遊具等）の整備、開放 
・民間サービスの提供 
  ・コンビニエンスストアでの飲食物の販売 
  ・スポーツ用品等の販売 
  ・その他物品の販売 
  ・軽食（喫茶）の提供 
・防災機能 
  ・避難所機能（指定緊急避難場所） 

  

食
育
機
能 

・食育講座など 
・調理実習 
  ・離乳食講座 
  ・家庭料理教室、簡単レシピ教室等の講座・教 
   室など 
・栄養指導、講座 

  

ロ
ビ
ー 

ホ
ー
ル
機
能 

・各種芸能活動発表 
・音楽会、コンサートの開催 

・自主活動、児童生徒活動（クラブ活動）
の発表 
・各種講演会等の開催 

５ 

・移動図書館の拠点 

別紙 


