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弥彦村図書館建設計画

図書館説明資料
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建設予定地 西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 敷地内

敷 地面 積 14.069.48㎡ の一部

用 途地 域 都市計画区域内 区域区分非設定

建ぺい率 70％ 容積率 200％ 防火地域 指定なし

構造・規模 改修部分（本館）

ＲＣ造り２階建て（うち２階部分） 588.26㎡

新築部分（新館）

ＲＣ造り２階建て 384.49㎡

計 972.75㎡

弥彦村図書館

建 設 地

弥彦村役場

計画概要

図書館建設予定
周辺地図

弥彦村役場庁舎

弥彦村役場中庭

本館

新館

※２階部分のみ
弥彦村役場庁舎

図書館建設予定図

役場庁舎



弥彦村図書館建設計画 建物平面図

新館１階

新館２階

本 館

図書館説明資料
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弥彦村図書館建設計画

北側方向から

北側方向から

南側中庭方向から

建物イメージ図

図書館説明資料
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新館

本館 役場庁舎部分

新館

本館

本館 新館



弥彦村図書館建設計画 全体スケジュール（予定） 4

館長公募

検討委員会
・分科会

図書館設計
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他

運営計画　他

選書・図書購
入、図書館シ
ステム

開館準備

広報 SNS
営業　他

令和3年度 令和4年度 令和5年度

令

和

５

年

６

月

オ

ー

プ

ン

予

定

12月 1月 2月 3月

令
和
５
年
４
月
２
８
日
工
事
完
成

3月 4月 5月2月5月 6月 7月 8月9月

令和３年度 令和４年度 令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 6月4月 5月 ７月2月 3月10月 11月

9月 10月 11月 12月 1月3月 4月

10月 11月 12月 1月4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 6月 ７月

工 事 期 間

基本・実施設計業務

入札公告

検討委員会・分科会

基本設計 実施設計 設計図書完成予定

館長決定館長公募・選考

※検討委員会の意見を基本設計に反映

検討委員選任

館長任用期間(令和4年1月1日～令和6年12月31日)

中庭石移設 中庭樹木伐採

検討委員会・分科会

※引き続き、運営面に関して委員会を実施

地質調査 入札

臨時議会

請負契約

工事費等補正

着工

６月議会 ９月議会

工事請負契約 備品費等補正

備品書籍等搬入12月議会 3月議会

愛称募集 カフェ事業者募集シンボルマーク募集

職員募集

     家具         

11月議会

家具入札

選書/配架

            

備品購入

委員公募         ・選書リスト作成

発注事前登録 契約 発注購入

本移設・新本配架システムMARK検討
機器setup 他

LANネットワーク（bsn)

棚工事

NTT東 光ケーブル

登録運用T

書架 備品

工房

停止

openセレモニー検討 2月1名入庁 4月 正1名会計年度11名

決定 準備

2月末図書室閉館

職員研修

業務検討
蔵書点検

選書リスト入力

【P】業務開始
書籍移動準備、古書等の整理、研修、業務検証、本の修復、補修
の研修、ファイリング、マニュアル作成、シフト作成、イベント計画、
open前ルーティーン、防災計画、防犯計画、ルール、POP制作
ディスプレー検討（棚など各種）

新館移設・移動

移設・本配架

開館ロープレ

HP制作準備

openイベント企画・準備

広報計画・紙面作成

SNSアカウント

地域広報制作

ボランティア・棚登録開始

事前登録受付開始

ディスプレー検討



読書が健康長寿に関連 ⇒ 図書館が急務

• 高齢者のための施設だけではない ⇔ 福祉分野等

• 教育施設・生涯教育だけではない ⇔ 図書館法図書館

• 今後の人口動向や財政等リソースを判断

村民のための集い学ぶ交流拠点・「独自」の図書館

スタート
地 点

村民と協議
検討委員会

弥彦村に合う図書館

⇒ 地域課題解決型

庁 舎 活 用

中 庭ウッドデッキ

天然木家具

東 屋 砂 場

独 自 空 間

レンタルブース工作室

にぎわい空間

スケルトン棚

お話OK

交流快適空間

BGM飲物OK

工作室 学 習 室 講 座 室

イベント

らいわ弥彦
独自の視点
で 取 組 み

図書館
造ります！

ど ん な 図 書 館 か ？

コンセプト

健康長寿

世代間交流

非認知能力
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弥彦村長



弥彦村図書館建設計画

「弥彦村立図書館の目指すもの」

弥彦村は「非認知能力を伸ばす教育による教育立村」「健康長寿」「世代を超えてつながる村」を3大課題と

しています。

「非認知能力」は聞き慣れない言葉ですが、「目標や意欲、興味･関心をもち、粘り強く､仲間と協力して取り

組む力」を指し、学力とは異なる「生きる力」です。子ども達が非認知能力を育むには、堅苦しくなく、さまざまな

本を読み、友達と自由に動き回れる遊びの場が大切です。

「健康長寿」お年寄りが元気に明るく暮らす村。その元気の源は好奇心です。何才になっても、新しいことに挑

戦し、ワクワクしたい。そのためには「運動より、食事より、読書習慣」が大切です。

孫と共通の話題をもつための新刊書、見るだけで楽しい画集や写真集、じっくり読みたい古典など、さまざま

な読書機会を用意します。育児不安を抱えるお母さんの悩みに、おばあさんが付き合う。お年寄りに高校生が､

スマホやパソコンの操作を教える。新しい農業のあり方を世代を超えて考える。ちがう高校へ通う中学時代の仲

間が偶然出会い旧交を温める。

図書館は、「世代を超えたつながりが生まれる場」でありたいと思います。

コンセプト 6



弥彦村図書館建設計画

「弥彦村立図書館の建物と中庭」

図書館は、村役場庁舎車庫の2階を改修して、案内カウンター・閲覧室･書架･パソコン室などを作ります。さ

らに、車庫の西側北寄りにエントランス棟を設け、ロビー･階段･エレベーター･トイレなどを設けます。その南に

は､広々としたウッドデッキを設け、芝生の中庭へとつなげます。

小さな子どもとパパやママは､靴を脱いで楽な姿勢で絵本を読み聞かせることができます。それに疲れたら、

ウッドデッキに出て､塩むすびのランチ。中庭を走り回る子どもを見守る午後の時間は最高です。

中学生･高校生に自習室は必要でしょう。家に帰ると眠くなってしまいますから。仕事帰りに、新聞や雑誌、新

刊書をめくってみたいと思ったら立ち寄ってください。気楽に話していただいて結構です。休日に、一日ウッド

デッキで読書三昧もいいと思います。図書館をどう使うかは、皆さんが決めることです。

「弥彦村立図書館長への期待」

「レトロな駅舎の本が並んでいる。そうか、弥彦駅は今では珍しくなってしまった和風の建物だもの。興味を

持った人が話しかけてくれるのを待っているのかな」そんな来訪者との出会いを大切にする、ユニークな集書

活動ができる館長がいたら、楽しい図書館になります。

新しい図書館の理念を作り、自然体で実現する。そんな図書館長を期待します。子育て中のお母さん、昔の

卒業生に会いたい元先生、村の歴史に興味があるお父さん、図書館長にふさわしい方は様々です。 村立図

書館という名前が堅苦しいと思ったら､愛称を付けていただいて結構です。館長がおおげさなら、これも愛称

にしましょう。図書館司書の資格は必要ありません。必要なのは、魅力的な図書館を作りたいという志です。

コンセプト 7



弥彦村図書館建設計画

世代が
繋がる

弥彦村
図書館
（仮称）

非認知
能力

健康
長寿

交流空間

地域

読書習慣

教育

行政

生きる力

３つのコンセプト
（図書館によって目指す理想像）

世代間を超えてつながる村

非認知能力を伸ばす教育による教育立村

読 書 で 健 康 長 寿

村民が集い学ぶ 『新しい地域交流拠点』
となる図書館を目指します

役場庁舎 中 庭 ウッドデッキ

コンセプト イメージ 8



弥彦村図書館建設計画

弥彦村図書館の目標と取り組み

「非認知能力を伸ばす教育による教育立村」「健康長寿」「世代を越えてつながる村」の実現に向けて、

図書館がどのように実践するのか取り組みについてご提案します。

（１） 工夫して遊ぶ子を応援します （非認知能力を伸ばす！教育立村）

「非認知能力」とは「目標や意欲、興味・関心をもち、粘り強く、仲間と協力して取り組む力」を指し、 学力とは異なる

「生きる力」です。

・ 子どもの「なぜ？」「どうして？」「してみたい！」

科学やプログラミング、自然、芸術など、興味の

入り口となる児童書や専門書など、トレンドと

人気や長く愛される本を揃えます。

・ すぐに本の世界に集中できるよう、子ども目線

に沿ったレイアウトを工夫します。

・ ピタゴラスイッチ（NHK教育テレビ）のような、

世界観や話題性のあるテーマ等を中庭や館内を

活用しイベント等を定期的・継続的に行います。

ピタゴラスイッチ 関連アプリ
小学館Webサイトより引用

コンセプト実現への具体的な取組

【館長プラン】

★工作室（ラボ）で造る！
工作室で「子ども＆大人の教室」で村の匠の皆さ
んから手伝ってもらいモノづくりを学びます。

★叶えるプロジェクトします！
「叶えるプロジェクト」図書館での学びや遊びは
自由！ルールは「全てを尊重する」、プロジェクトの
立ち上げ、テーマの選定、アドバイザー、ボランティ
アと共に半年程度取組、最後は発表、様子を
YouTubeライブで公開するなどして、世界の入り
口に立ちます！

9



弥彦村図書館建設計画

弥彦村図書館の目標と取り組み

（２） いつまでも学び続ける人を応援します （健康長寿）

お年寄りが元気に明るく暮らす村。その元気の源は好奇心です。

「何才になっても新しいことに挑戦し、ワクワクしたい」読書習慣と

興味や関心を高め、生きがいにつながります。

・ 古くから伝わる絶品の郷土料理、汗水流して作るお米、

お花や木の名前、祭りで笛・太鼓！もっと上手になりたい、

また思い出してやってみたい、孫に教えられたらいいだろうな。

ライフワークにしていた大河ドラマの世界を更に深めたい。

やりたいことを更に充実させ、またそっとふたを開けてもらい

ながら趣味や歴史、実用書、農業の本を充実させます。

ロビーやスケルトン棚等を活用し、作品発表の場を常設します。

Amazonサイト等より引用

【館長プラン】
★移動イベント企画
やひこの観光イベントや施設に本を持って伺い
出張朗読イベントやお話会などを行います！
（桜井の里や各公民館等、各イベントなど）

★自分史＆自分の本づくり
あなたの歴史を表にしたり、本にしたり！
図書館の講座室で、その時期の資料を集めたり、
写真を持ち寄ってつくりませんか！

コンセプト実現への具体的な取組 10



弥彦村図書館建設計画

（３） 孫とじじばばは大人のつきあいをしようぜ （世代を超えてつながる村）

孫と共通の話題をもつための新刊書、見るだけで楽しい画集や写真集などさまざまな読書機会を

用意します。

・ 先人の知恵が満載の、生活の知恵袋のような実用書

には、現代にアップデートした内容が沢山あります。

一緒に学んだり体験の場で、世代間交流を深めます。

・ 中学生や高校生のお孫さんやボランティアさんから、

図書館でスマホ教室やPC教室、趣味の畑の作物もす

ぐにSNSにアップしPR！

若年層へは栽培のコツを伝授、それぞれ得意をシェア

し、文化・慣習の伝承による交流を進めていきます。

Amazonサイト等より引用

【館長プラン】

★パソコン＆ネットワーク体験
年配者や使い方に不安のある方、自宅に機器が無い方
への体験を行います。国会図書館のデジタルライブラリー
に接続し、コンテンツを見たりできるようにします。（４） 親になって気づくじじばばの知恵が親子を育む

（世代を超えてつながる村）

育児に不安を抱えるお父さんやお母さんの悩みは、

経験豊かなおばあさんが手を差し伸べられるような、

寄り添う空間と情報の場を提供します。

コンセプト実現への具体的な取組 11



弥彦村図書館建設計画

（５） 趣味と学びをとことん応援 世界を広げよう （世代を超えてつながる村）

古来の習い事系や、収集、研究、芸術や音楽、スポーツなど、多種多様な趣味が世界を広げ、日々の生活

に潤いを与えます。そのアクティブな学びと好奇心を応援し、希望に沿った趣味の本や雑誌を揃えます。

・ 各世代の趣味や学ぶ意欲を図書館はしっかり応援し

リファレンスを充実させます。

・ 育児休暇中こそ、復帰後のスキルアップを図るため

FPの資格取得、趣味の仏像巡りで歴史を振り返りたい

撮り鉄の画像を動画にしてYouTubeにあげたい、、

休んでいたお花のお稽古、再開前に勉強したい・・・

PC教室も企画、とことん世界を広げましょう。

（６） 未来をみつめて希望にする （全般）

人生＝キャリアを考える、その重要性はますます高まって

います。３年先、10年先のキャリア（人生設計）をみつめ、

描くことは、生きる喜びや希望にもつながるでしょう。

ライフキャリアプランを描いたり、自身の人生を振り返ったり

見つめなおし、今後の人生に活かす、そんな機会を提供します。

【館長プラン】

★村民の学習を応援
資格取得、語学、自己啓発、人生

の目標探し等講座室を使って、定期
的な学習会や「市民大学」を実施し
ます。学習の成果もオープンにします。

コンセプト実現への具体的な取組 12



弥彦村図書館建設計画

新館 １階

新館 ２階

非認知能力を
伸ばす

本 館

健康長寿
世代を超えて
繋がる村

学習・閲覧

新館1階は0歳から100歳
スペースです。幼児スペー
スやソファー、ウッドデッキ、
中庭等で過ごせます。本や
趣味の作品等を棚で展示
します。また職員を配置し、
見守りや本の貸出も1階で
可能です。

新館2階はキッズ～小
学生のスペースです。
読書や学習の他、工作
室で木工等の体験が
できます。靴を脱いで寝
転んで自由に本を読む
ことができ、 。休憩ス
ペースも靴を脱いで
ゆったり過ごせます。

カウンタースペースは
検索PCを設置。
またスクリーンも設置し
アーカイブ視聴や交流
企画なども検討してい
ます。
普段は新聞雑誌を楽
しむスペースです。

学習室スペースを2室

用意。読書会や地域の

活動での利用ができる

ようにします。レンタル

ルームは、鍵付きの棚を

貸し出し、仕事やオンラ

インミーティング、AV視

聴や相談室など多目的

に利用できます。

全館Wi-Fi使用可
情報交換が可能です。

本館は図書・学習ス
ペースです。一般書籍、
雑誌や新聞もここで読
めます。閲覧席はテー
ブルやカウンターを用
意し、勉強や仕事での
利用も可能です。

各スペースとコンセプト（全館） 13



新館 １階
０歳から100歳の
交流スペース

幼児スペース

遊んだり、寝転んだり。自由に遊べ

るみんなの読書スペースです。

調理室

事業者が入り、飲物等を

提供する予定です＊

新館は図書館の玄関口のある棟です。

入口からサッシュとスケルトン棚を通して

中庭とウッドデッキの風景が広がります。

本を読んだり、おしゃべりしたり、誰もが

気軽にくつろげる自由空間です。

１階のカウンターにはスタッフがいて、

本の貸出も可能です。

ウッドデッキ

本を読んだり会話を

お楽しみください。

東屋もあります。

駐輪場

駐車場

出入口 出入口
ソファー

コーナー

自動販売機

ロッカー

誰でも
トイレ

授乳室

インフォメーション

カウンター

中庭

天然芝生を敷き詰めます。

砂場でお子さんも遊べます。

エレベーター

砂場

各スペースとコンセプト（各館）

非認知能力を
伸ばす

健康長寿
世代を超えて
繋がる村

スケルトン棚

手作りの60cmの

スクエアのフリーな棚

（※他に階段脇に有り）

風除室

14



新館 ２階
キッズスペース

本館への

渡り廊下

読書スペース

靴脱ぎでゴロゴロしながら

本を読んだり宿題をしたり。子どもの

豊かな発想を伸ばします。

新館１階から階段またはエレベーター

あがると、キッズスペースです。

靴を脱いで本を自由に楽しめます。

右のカーブの部屋では読み聞かせも。

工作室では、木工、手芸、絵画などを

楽しめる空間を用意しました。

手洗い

１階風除室の屋根

休憩スペース

中庭を眺めながら、

ちょっとベンチで一息。

誰でも
トイレ

読書スペース

ベンチに腰掛けて本を読ん

だり、絵をかいたり、とにかく

自由に過ごせます。

読み聞かせコーナーにも。

工作室

小物や素材を常時置いて、

自由に作品ができるような

そんな「ピタゴラスイッチ」な

工作室を計画中です。

靴脱ぎ休憩スペース

りラックスしながらお話や本が読める

自由なスペースです。

エレベーター

学習・閲覧

各スペースとコンセプト（各館）

非認知能力を
伸ばす

健康長寿
世代を超えて
繋がる村

information

ボード

15



図書館説明資料

16

本館（２階）
図書スペース

書架

読みたい本がすぐ手に取れるように。

そんな本棚をプロデュースをして、

お待ちしています。

開架書庫30,000冊が可能（全館）

本をじっくりと楽しんだり学んだりす

るスペースです。書棚の本を窓際の

閲覧コーナーやテーブルで思うままに。

学習室と講座室は、更に集中して勉

強をしたい方向けです。また、セミナー

やワークショップなども。レンタルブー

スではオンラインミーティングなど、

様々な活用が可能な空間です。

事務室

学習室

静かな空間で

集中できます。講座

室との間仕切りは

可動式です。

EXIT

読書スペース

ベンチに腰掛けたり、

自由に過ごせます。

読み聞かせにも。

レンタル

ブース
1～2人用の個
室タイプ。仕事
やオンライン
ミーティングに
最適。ロッカー
を貸出（有料）
し、様々な活用
が可能です。

集積書架
約20,000部を収納貴

重資料棚も設置。

職員ロッカー室 新館への

渡り廊下

インフォメーション

カウンター

検索コーナー
コピー機

講座室

学習室兼用、可

動式の机でセミナー

も実施します。

靴脱ぎ閲覧
コーナー

Book
タワー

スケルトン棚

60cmの四角形の

フリー棚

各スペースとコンセプト（各館）

学習・閲覧
非認知能力を
伸ばす

健康長寿
世代を超えて
繋がる村

16



弥彦村図書館建設計画

をつなぐ

本 と ヒ ト と コ コ
（村民） （図書館）（情報）

弥彦村独自の『交流拠点図書館』に！

「コンセプト実現」のための「基本運営方針」

コンセプト実現のための運営方針 17



弥彦村図書館建設計画

18

弥 彦 村 図 書 館 コ ン セ プ ト 実 現 に 向 け た 基 本 方 針

運営の考え方
（ 運 営 方 針 ）

① 読書や学習、遊びに寄り添い支える図書館
② 笑顔とおもてなしの心地よい図書
③ 弥彦村の資源とヒトをつなぐ図書館

運営基本方針チャート

世代間を超え てつなが る村

非認知能力を伸ばす教育による教育立村

読 書 で 健 康 長 寿

18



弥彦村図書館建設計画
19

① 弥彦村図書館の愛称が決定しました！

Out Mount furniture

弥彦村の木工工房

https://outmount.jp/furniture

「らいわ弥彦」

トピックス

② 弥彦村オーダーメード家具事業者が決定しました！

③ らいわ弥彦ブックセレクトWG 12/23 キックオフ！

ブックディレクター 山口博之さん
good and son 

http://www.goodandson.com/



弥彦村図書館建設計画

全体運営 方針や内容 詳細

開館時間
開館時間：9時30分～20時頃を目安
休館：毎週１日、第４金曜

休館日は近隣施設との重複を避けるため、火曜日を設定。閉館時間は学習室ニーズを踏ま
え検討する。

職 員

計9～10名程度（館長1、専任3、非常勤5
他）2交代制

20時閉館を前提に2交代制と想定し職員数や配置を検討。３フロアの館内レイアウトも考慮
し人員数を想定。正規職員と会計年度任用職員を採用。

採用時期：令和５年2月以降 採用募集開始11月（業務はマニュアル作成、研修、選書、移転スケジュール作成等）

貸出、機器操作、
窓口対応

機器：1階C１台、本館２台
要員：1階C１名、本館１～２名は常時

会員登録、貸出対応、問合せ対応、複写（コピー）対応、案内対応

館内巡回、整頓 書棚整備、各室内整備、職員の安全確認等
館内の状況を把握し、利用者見守りや必要に応じて声掛け、棚やテーブル、椅子の整頓等、
全員で対応する。

1階カウンター キッズ見守り、貸出業務、授乳室管理、窓口
1階は見守り中心、キッズコーナーの整頓、衛生管理、中庭やウッドデッキ等の管理
貸出業務 ※登録業務は検討

2階カウンター 貸出業務、コピー依頼、問合せ対応 新館2階、本館をカバー、特に午後3時以降の新館2階は工作室等の対応も含む。

図書貸出業務関係

選書提案、本発注、新館受入
職員担当制、選書会議等の開催、検討する。開館時の選書は、別途検討する。
オープン時は、選書や配架の専門家を活用し、魅力的な書架を創作する

書棚管理、寄贈受付、除籍、補修 作業は原則全員で行う。

OPAC、システム登録、利用統計等 機器の操作は全員可能なように研修

運営基本方針 詳細 （案）

村民全てが快適に利用できるため館内運営の方針について内容や詳細を各項目別に示しました。

①全体運営について

21



弥彦村図書館建設計画

全体運営 方針や内容 詳細

バリアフリーサービス 高齢者、障がい者への図書館案内業務 図書館を全ての村民に利用してもらうためのサービス計画策定、職員研修、情報共有

警備 警備、防災、外部環境
全員で情報共有。根幹的な部分は館長の役割。定期的な防災訓練等の徹底
マニュアル作成（他機関との調整要）

広報活動 図書館だより、HP、SNS
担当制、webは全員が可能にする。広報は館内のペーパー含む
館内ディスプレイやサイネージのコンテンツ制作など

館内美化を含めた
企画レイアウト

レイアウト、ディスプレー展示、掲示板等 職員担当制で、全員で検討を原則とする。

環境整備 中庭、テラス、駐車場整備・維持管理
中庭は、現在メンテナンス業者に依頼
駐車場整備は位置を決める。役場職員に協力してもらう。

総務・管理業務 全体統括、全体計画、設備等管理、資料ファイリング
館長及び役場職員担当者等が中心。
資料ファイル等は他職員もOK

職員コミュニケーショ
ンツール運用

職員間の情報共有ツール運用
開館時間内、時間外における情報共有を迅速かつ効率的に行うツールは、ルールにより全
員で確実に活用することが必要。チームワークやモチベーションを高めるにも効果的。

教育研修 職員研修の実施
図書館運営やサービスに必要な知識、接遇を中心に研修を実施。その後も継続的に公的
民間の研修機会を積極活用し、「自らが成長する図書館」を実践する。

ボランティア 協働、協創と、ボランティアの自己実現支援
募集や説明会の実施、またリーダー養成し登録制度を設け、キャリアを積み上げ、更に図書
館への参画を促し、学びを形にする。

サークル 図書館使用、広報連携等
ボランティア同様サークル連携や支援をする。相互交流の機会を設け、コーディネーター等の
養成も行う。意見交換会等の実施。

外部連携 県立図書館、周辺図書館との相互貸借等
協定締結自治体との連携や、産学民等、積極的な発信を提案。これまでにない連携を創
出する。

その他 開館準備、オープンイベント等
本の運搬、駐車場等確保について
イベントのメインキャラクターの選定など計画、準備

運営基本方針 22



弥彦村図書館建設計画

②イベントや企画について

実施計画を立て、事業を進めます。検討委員会での案やコンセプトに沿ったものの中から、施設を有効活用して、村民が集い学ぶ交流図書
館を目指します。また、時流にあったものやデジタル的な要素、図書館の資料を活用できるよう、利用者と共に考えながら実践していきます。

全体運営 内容 案の経緯や補足事項

企 画
本を中心としたイベントを企画
（読み聞かせ、朗読、他）
その他、公募企画など。

担当者により年間計画を立てて、輪番制とし交代で運営。
読み聞かせ月１回、朗読等月１回程度
イベントへの参加と出店

講 座
公民館や他の関係施設との連携等もふまえ計画
図書館独自講座の企画立案

年間計画等で内容を検討し実施
工作室での講座、遊び用具の制作等。
講座室の活用。既存の図書館にとらわれない講座の選定

キャリア支援
ビジネス支援

村民へのライフキャリア支援のための講座やキャリアコ
ンサルタントによる実際のワークの実践
ビジネスコーナーを設置

講座室やレンタルブースを活用して実施。有資格者を一部ボランティアでガイダンスや面
談等を実施。起業支援を実施する。

産学官民連携
村民と民間企業、大学との連携による長期、短期
企画の開催

村内外企業の連携推進、村民の学習機会、村内回帰人材の育成など、村内人材の
活用や学びの場を創出する。

その他イベント 館内、中庭やテラスを活用したイベント等 アトリエやプチコンサート、各芸術部門の発表会などを含む。

アイディア持込 村民がアイディアを持ち寄り実施する。 図書館で可能な限り支援する。委員会の立ち上げも視野。

23



弥彦村図書館建設計画

③各スペースの運用について

図書館に設けた各スペースを柔軟にかつ効率的に活用できるように運用します。

全体運営 内容 案の経緯や補足事項

カフェスペース 事業者をプロポーザルで募集
飲料や軽食サービス等の事業者を想定。物販も可能であれば尚可。賃料や入居条件を検討し、
10月以降に募集を行う。

工作室
利用の規定、安全管理、鍵の運用など。
細かい点について配慮し徹底。

利用規定を策定する。工作素材を随時寄付により募集し保管。ある程度自由に利用できるよう
にする。また、部屋の一括貸出やイベント利用の場合の料金設定を検討する。

学習室・講座室
貸出可能。但し1部屋は学習室として確保
利用状況を見ながら柔軟に対応

利用規定を策定する。団体利用は一部有料にする（予定）年会費制も検討し村民が利用し
やすいように配慮する。（登録団体を優遇するなどの措置）商用利用も検討する。

スケルトン棚 スケルトン棚の一部を利用者に貸出 棚の貸出。（規定を設ける）原則有料とする。（3ヶ月、年間等）

レンタルブース 貸出、予約制（web上での手続き）
利用規定を策定する。個人利用、SOHO利用など、多目的利用が可能だが、有料貸出は利用
目的などの申告制とする。決済方法、セキュリティなどにwebや電子マネー等を活用したい。

Wi－Fi設備
全館Wi－Fi網の設置
料金は無料。接続可能時間は検討

2段階方式。館内全体とレンタルブースでデータ量を変化させるなどして、利用者の利便性の向上
を図る。
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