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大字別府字 野口原 3018 番地 1 ほか

・駐車場は、現在周辺施設の臨時駐車場と

して利用されている。

ビーコンプラザのイベント時や市役所行事

等開催の折には稼働率が高い。

別府公園
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(272,936x12%)-23,379

うち便益施設約 2.093 ㎡
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（国登録有形文化財）

その他の項目

1. 建設計画
1-1 建設予定地の位置と規模

□建設予定地の概要

□建設予定地の詳細（2019年1月現在）

・近隣に文化施設、教育施設及び公共 施設等が立地し、周辺施設との連携や利用者の回遊が期待でき、学生から観光客、別府市民まで幅広い利用者に対して利便性が良い

・別府公園内に位置し、豊かな公園の環境を活用することが可能であり、図書館が立地する環境として優れている

・近隣に多くの緑地や公共施設等が存在し、別府市のシンボル景観拠点らしい、これからの別府を代表する景観をつくっていくことができる

※建物種別によってはこの限りでは無い
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300m

野口原総合運動場

翔青高校

青山中学校

境川小学校

トキハ

インダストリー

ダイレックス

マルショウ

ドラッグ

コスモス

明星小学校

明豊中学・高校

別府市役所

スターバックスコーヒー

（建設中）

市民体育館

別府市美術館

しいきアルゲリッチハウス

京都大学

地球熱学研究施設

ビーコンプラザ

別府公園

新鮮市場

山の手中学校

山の手保育園

山の手小学校

別府駅

マルミヤストア

マックスバリュ

別府アリーナ

おじいさんのもり

児童図書館

文化施設

凡例

教育施設

公園

スーパー等

市民体育館市民体育館

しいきアルゲリッチハウス

別府市美術館別府市美術館

地球熱学研究施設地球熱学研究施設

京都大学京都大学京都大学京都大学

スターバックスコーヒー

山の手保育園山の手保育園

新鮮市場

　

文化施設の集積 /知の拠点

別府のシンボル景観拠点

緑のネットワーク

別府駅へルート

通学路

緑の歩行路

公園路

市役所との連携

文化ゾーン周辺マップ

1. 建設計画
1-2 場所の特性、連携性

○創造的な知の拠点

新図書館が周囲に点在する文化施設や研

究施設、大学とネットワークを形成し、知の

拠点となることを目指します。

○別府のシンボル景観拠点

既存の周辺環境を尊重し、複数の公共建築

と別府公園が形成している別府のシンボル

的な景観を共につくる役割を果たします。

また、現状の緑豊かな景観も引き継ぎます。

○別府の情報発信拠点

複数の文化施設、教育施設及び公共施設等

が集まっており、国内外との交流やふれあい

の拠点、多様な情報を受け入れ、別府の情

報を発信する拠点となることを目指します。

別府のまちを凝縮した多様性をもつ文化拠点となる公共空間

隣接する別府の資産とネットワークをつくることができる新図書館の立地的条件

・ビーコンプラザとの連携

・別府市立美術館やしいきアルゲリッチハウスとの連携

・別府市役所との連携

・別府公園との連続

○地域のネットワーク

周辺には住宅地が広がっており、地域の方

々が主体的に活動できる場や幅広い年代が

気軽に関わることのできる場を計画します。

○緑のネットワーク

別府アリーナ-別府公園-野口原総合運動場

-実相寺中央公園へと続く緑のネットワーク

の中心に位置しているので、可能な限り既存

の樹木と緑地を保全します。

○歩行者ネットワーク

既存の歩行者ネットワークに、安全性確保を

最優先にバリアフリーにも配慮した歩行空

間を加え、歩行者の回遊性と利便性を向上

させます。

文化
施設
の集
約・
知の
拠点

文化
ゾー
ンと
して
の再
編

別府公園

別府市美術館、しいきアルゲリッチハウス（イベントやワークショップなどで連携する）

ビーコンプラザ

駐車場
新図書館

既存施設などと現状で不足している機能

や用途を流動的でフレキシブルに連携する

通学路・バス停など

日常の市民動線

バス停

明豊中学・高校

翔青高校など

借
景

連携

別府市役所

行政サービスとの連携

/待合時間の活用など

2



2. 施設計画
2-1 新図書館の整備方針

基本理念

人と人がつながる 自分自身を向上させるよりどころとなる 未来をつくる 変化に対応する

・コミュニティづくり
・本を通じて、人からアドバイス
　を得られる
・人と人の活動、織り成す場に価
　値がある
・世界と繋がる
・だれもがアクセスできる

・地域の歴史・文化を残す
・別府の根っこを残す
・文化･郷土資料の保存
・別府を誇りに思う
・不易流行
・活字文化をまもる
・普遍的機能を持つ
・わくわくする
・サードプレイス
・暇つぶし
・普遍的機能を持つ
・遊び心がある場
・人を受け入れる場

・潜在的欲求に気づく
・思考力を育てる
・自分自身を育てる
・人が育つ、心を耕す
・議論できる
・本質を探しに行く
・知が醸造される
・育つ場「議論、体験、作業」
・成長する
・教育機能
・情報提供機能
・言語力を養う

・知識を得る方法を知る
・世界と繋がる
・可変・フレキシブル
・知識をネットワークして発信
　する
・情報を次のアクセスに
　つなげる
・未来の納税者を育てる
・事業創造の場
・知に集まる人に、多彩な出口
　が用意されている
・産業創造のエンジン
・本がない図書館
・絵がない美術館
・デジタルファースト

・時間軸で多様な使い方、役割
　が変わる
・5、10年後も自在に変わる
・今までにない使い方ができる
・劣化しない
・市民の欲求によって変化する
・偶発的な第三者との対話

stepA_別府に新たに整備する公共空間として stepB_別府公園に創る公共空間である文化施設として

A-1)別府の歴史や風土、産業を尊重する

A-2)全ての人が利用しやすいボーダレスデザインとする

A-3)別府の暮らしの楽しさを発信する

A-4)別府に住んでいる人が別府のいいところを知る、発見する

A-5)別府市民の「よりどころ」をつくる

A-6)メンテナンスがしやすく効率的な維持管理ができる

A-7)森林資源に恵まれた大分県産材の活用に努める

A-8)別府のシンボルとなる景観拠点の発展に貢献する

A-9)利用者の安全を確保する

A-10)温湿度、照明、採光、音響等の利用者環境を快適に保つ

A-11)長寿命で省資源な持続可能性に配慮する

A-12)職員が働き易い環境とする

B-1)そこへ行くとゆっくりできるサードプレイスとなる

B-2)公園とつながり、広がりを持つようなオープンな空間とする

B-3)学生や子ども、親子連れ、高齢者、留学生、観光客など、

       多様な人が集い交流がうまれる空間とする

B-4)別府公園が持っている歩行空間と連続し、

　　施設での行動が公園に向けて広がる

B-5)時間帯によって変化する使い方や利用者に対応する

B-6)何でもない空間、何もない空間、余白がある空間をもつ

B-7)個人的なプライベートな空間と、

       パブリックな公共空間の中間をつなぐ空間をもつ

B-8)時間軸でフレキシブルに変化できる多機能性をもつ

B-9)別府公園、市立美術館、アルゲリッチハウス、ビーコンプラザ、

　　市役所などの公共空間の活動と連携するできる空間をもつ

B-10)公図書館機能が公園と一体化し、公園全体が図書館になる

C-1)全ての人が知識や情報にアクセスできる、または、

　　アクセスするチャンスを得ることができるネットワーク機能をもつ

C-2)交流や情報交換を行いながら、

　　郷土資料を発掘する活動を行うことができる

C-3)別府の資源、地域の財産を学び、再認識できる

C-4)地場産業である観光について学ぶことができる

C-5)新しいネットワークをつくり、起業のアイデアを実現できる

C-6)町のいろんな活動をサポートする

C-7)学習や自己啓発をサポートする

C-8)子育て支援や教育機能をサポートする

C-9)地域の医療施設と連携し、医療・福祉をアシストする

C-10)議論する、体験する、作業することができる

C-11)公園の様子を見ながら本を読むことができる

stepC_文化拠点である図書館として

□新図書館の施設整備方針

>>> >>>
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新図書館機能のダイアグラム
2. 施設計画
2-2 新図書館の機能

□新図書館機能のダイアグラム

学びの場

交流の場

育む場

○新図書館の機能

これまでの委員会より、

新図書館は3つの特徴的な性質の場が混ざり合い、

それらをつなぐサードプレイスにより構成される。

新図書館は、「交流の場」、「学びの場」、「育む場」と

いう3つの場を包含するサードプレイスとしての図書

空間が、個人的でプライベートな空間とパブリックで

公共的な空間の中間領域でつなぐことで、「障害が

ある人もない人も、年を取った人も、子どもも、みんな

が分け隔てなく豊かに生きられるための社会をアシ

ストをすることができる。

○新図書館を構成する４つの場

・交流の場

公園とつながる広がりを持つオープンスペースに多

様な人が集うことにより、新たな交流や情報交換を

生んだり、知恵や経験を共有することができ、別府の

暮らしの楽しさを発信できる。

・学びの場

郷土資料の発掘や地場産業の学習を通して別府の

資源や財産をしっかり再認識することができる。

また、生きる知恵を得るために、情報の検索や知りた

い情報につながることによって自己啓発を行うこと

ができる。

・育む場

乳幼児スペースや児童教室を設け、子育支援を行う

ことができる。

高齢者の居場所を作り、健康寿命の向上に貢献する

ことができる。

新しいネットワークをつくり、起業のアイデアを実現

し別府の新たな産業を生み出すことができる。

サードプレイス

(図書空間)

A-3)別府の暮らしの楽しさを発信する

B-2)公園とつながり、広がりを持つようなオープンな空間とする

B-3)学生や子ども、親子連れ、高齢者、留学生、観光客など、

       多様な人が集い交流がうまれる空間とする

B-9)別府公園、市立美術館、アルゲリッチハウス、ビーコンプラザ、

　　市役所などの公共空間の活動と連携するできる空間をもつ

C-2)交流や情報交換を行いながら、

　　郷土資料を発掘する活動を行うことができる

A-4)別府に住んでいる人が別府のいいところを知る、発見する

C-1)全ての人が知識や情報にアクセスできる、または、

　　アクセスするチャンスを得ることができる

　　ネットワーク機能をもつ

C-3)別府の資源、地域の財産を学び、再認識できる

C-4)地場産業である観光について学ぶことができる

C-7)学習や自己啓発をサポートする

C-5)新しいネットワークをつくり、起業のアイデアを実現できる

C-6)町のいろんな活動をサポートする

C-8)子育て支援や教育機能をサポートする

C-9)地域の医療施設と連携し、医療・福祉をアシストする

B-5)時間帯によって変化する使い方や利用者に対応する

B-6)何でもない空間、何もない空間、余白がある空間をもつ

B-7)個人的なプライベートな空間と、パブリックな公共空間の中間をつなぐ空間をもつ

C-11)公園の様子を見ながら本を読むことができる
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新図書館機能のダイアグラム（スペースver）

学びの場

交流の場

育む場

サードプレイス

(図書空間)
・一般開架書架

・コンセプト書架

・大活字本コーナー

・点字/録音図書コーナー

・行政資料コーナー

2. 施設計画
2-2 新図書館の機能

□新図書館機能のダイアグラム

・グループ学習スペース

・乳幼児スペース

・ティーンズ書架

・ティーンズ交流スペース

・ティーンズグループ学習室

・エントラス　

・物販

・公園広場

・スタディルーム

・閲覧スペース

・郷土資料開架書架

・郷土資料展示コーナー

・閉架書架

・閉架書架作業室

・レファレンス/情報コーナー

・サービスカウンター

・児童書架

・児童閲覧スペース

・授乳室/子ども用WC

・多目的スペース

・貸しギャラリー

・貸しスタジオ

・子育て支援施設

・まちづくりNPO

・コワーキングスペース

・雑誌/新聞コーナー

・視聴覚/情報コーナー

・談話スペース

・オープンプラットフォーム

・カフェ

・公園散策路

・オープンテラス
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2. 施設計画
2-2 新図書館の機能

□新図書館の施設整備リスト
※基本・実施設計の際に各諸室について、更に詳細な検討が必要である

※赤文字部分は未定値である

※施設の面積については蔵書数を決定後に再検討を行う

NPO
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・デジタルファースト

・本の無い図書館（紙がない図書館）

・蔵書は町づくりや政策を発信するための装置

・市立ならではの文化・郷土資料などが大事

・ 悪い図書館は蔵書をつくり、普通の図書館はサービスを

　つくり、いい図書館はコミュニティをつくる

・重要なのは蔵書数ではなく、いかに情報にアクセスできるか

・図書館は本を集める・並べるのが目的ではない

・時代の変化に対応する本の蔵書数や方針を決めるべき

・紙ペーパーとは違う、情報の検索の機能も考えていかないと

① 現・別府市立図書館の蔵書数

2. 施設計画

2-4 新図書館の目標蔵書数

⑦

これまでの委員会での蔵書に関するキーワード

約 228,315 冊

② 新図書館と類似する規模や用途の図書館

③ 新図書館等が目標とする蔵書数

??? 冊


