資料編

資料－１－５．富山ガラス工房
①施設の概要
富山はこれまで「薬の富山」として古来より名をはせ、明治期より市内にガラス薬品瓶製造が盛
んであった背景があったことから、新しい教育と芸術文化、産業振興を目指しガラス文化創造に取
り組む。まず全国初の公立ガラスアート専門教育機関「富山ガラス造形研究所」を開校。その後、
作家の育成支援、工芸の発展、活動拠点、情報発信施設機能の場として「富山ガラス工房」をオー
プン。また観光客などの団体にも適応するため、
「第 2 工房」も完成し、現在も更なるガラス工芸
の振興策として富山駅前に「美術館」の計画を行っている。

②視察先として選定したポイント
工芸従事者の人的支援やまた販路支援など、当計画が目指すべき施設の方向性に類似しているこ
とから選定した。

表 富山ガラス工房の基礎情報
正式名称
所在地・連絡先
開館年・月
設立主体
運営主体
ヒアリング先
休館日
開館時間

建築

敷地面積
延床面積
諸室の構成・
詳細面積
事業費

富山ガラス工房
〒930-0151 富山県富山市古沢 152 番地
TEL: 076-436-2600
平成 6 年 3 月
富山市
一般財団法人 富山市ガラス工芸センター
富山ガラス工房 館長 ※所属：一般財団法人富山市ガラス工芸センター
野田 雄一 様
年中無休 （年末年始を除く）
9：00～17：00
※体験 9：00～12：00 / 13：00～16：00
第 1 工房
階数：地上 2 階建 構造：（鉄筋コンクリート造＋鉄骨造 2 階）
第 2 工房
階数：地上 1 階建 構造：（鉄筋コンクリート造＋鉄骨造）
約 16,051.96 ㎡
約 3233.62 ㎡
■諸室構成は、次ページに記載
※詳細面積不明
総事業費
※非公開
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■アトリエ

第２工房

■人のやっている姿を魅せるためのスタジアム
形式での施設づくり

第１工房

■キルン室

■正面には200インチ程度のプロジェクターを設
置。多様なニーズに合わせた施設づくり

■ショップ

■ギャラリーカフェ「クリエ」

■サンドブラスト室
■吹きガラス工房との渡り廊下※天井には地域の人たちが制作したガラスを展示

■VIP対応のための空調管理のできた観覧席
また、プロジェクターの熱保護にも利用。

■見学通路から見る吹きガラス工房

■見学通路のガラスの製造展示

■ガラス加工室

■体験制作室

■学生制作室

■吹きガラス工房

■入口 制作体験用サンプル展示

■バス事業

■制作体験中の展示

■コールド加工室

■その他関係施設
施設名
富山ガラス造形研究所
個人貸工房
学生用宿舎
アーティスト用レジデンス
美術館

概要
1991年にガラスの学校として設立。２年間の修学プログラム。
年に２～３回、外国から著名な作家を招いて授業も展開。
個人独立後は８人が作業可能。33,000円/月。５年契約。
県外からの学生のために宿舎を２０戸設置。
45,000円/月（うち10,000円は市から補助）。
 外国から著名作家を招待用に宿泊型の工房を整備。
 中心市街地に美術館がオープン予定。





③ヒアリング内容


ターゲットは観光客でなく地元客。制作体験や商品購入地元客のリピート率が高く、地元にガ
ラス工芸文化が根付きはじめている。



公共施設を運営者として、施設の条例制限を多く設けると見込みが違った場合、その後の運営
に行き詰まる可能性が想定されるため、最低限の条例の整備を推奨する。



新幹線開通に伴う富山駅舎新装プロジェクトへの制作事業を受託。町に作品が飾られる活動を
積極的に行い、地域に工芸文化を浸透させていることで地域から理解し始められている。



硝子工芸は全国に多いことからここでしかできない制作体験メニューを展開している。



四季を通して、周辺客に繰り返し来場を促すための体験メニューを積極的に実施。



ショップ事業、ガラス作品のレンタル事業をＩＣＴ技術を積極的に取入れ、事業の多角化を図
り販売を積極的に行っている。
（ＩＣＴ関連業務は外部委託し、運営負担を軽減）
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ショップで制作者がバイヤー等と自ら価格交渉できる場（ショップ）を設けている。



立地が悪いことから、最寄駅から専用バスを運行し事業として展開。



集客のために施設 PR のイベントなどを積極的に実施。従事者たちへのモチベーションアップ
にもつながっている。※大型イベントは予算がかかるため独自で協賛者募る。



施設開発は２０年の段階的なものであったため来客導線に無理が生じた。人の流れを有するた
めに、飲食機能を工房（従事者向け）ショップ近くに配置し、販路の拡大の機会を図る。



地元客、観光客の体験に特化したスタジアム型の独立工房を設立したことで、より少ない人数
のスタッフで多くの客に対応できるようになった。その結果、収益向上に貢献。

④本計画で検討すべきポイント
■施設計画
 工芸を暮らしの中に広めるためには施設開発のターゲットは県民とすべき
 運営人員を割かずに展開できる敷地内導線計画と施設ハードの整備
 離島従事者のことも鑑みた制作や研究開発のための施設の在り方
 ショップ＋カフェ＋制作体験＋展示＋情報発信スペースの連携型の施設計画
 立地計画を鑑みた交通インフラの検討

■交流促進機能×販売機能
 従事者と消費者の接点の場として制作者の顔が見えるショップ計画
 E コマースなど積極的な ICT の導入による販売の強化
 制作作業を魅せる工房計画

■展示・情報発信機能
 施設ブランディングの確立のための情報発信機能＋交流促進機能の施設整備

■デザインセンター機能×研究開発機能
 建設・内装工事に利用する新たな市場開発

■人材育成機能
 従事者のモチベーションを意識した従事者向けのイベントの開催

■制作体験機能
 ここでしかできない制作体験メニューの開発

■運営・管理
 また来たくなるための施設のハードとソフト計画
 施設開設時の条例の整備は運営者側も考慮した条例整備の検討
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資料－１－６．3331 Arts Chiyoda（サンサンサンイチ アーツ千代田）
①施設の概要
3331 アーツ千代田は、伝統文化と現代芸術文化に携わる様々な団体が入居し、活動する施設。
施設は、千代田区の廃校となった中学校を利用。事業企画をはじめ、施設の改修及び運営は、区
が公募で選定したアーティスト中村正人氏率いる合同会社コマンド A が改修工事も PPP 方式、民
設民営で行う。
誰にでもひらかれた文化芸術センターとして 1 年を通して様々な展覧会やイベント、
ワークショップを展開。

②視察先として選定したポイント
民の力を借りて作り、運営をしている成功事例施設であること、また文化・芸術に関する従事者
と共に地域住民や社会に活動が消費者に根付きはじめていることから施設ハードの整備計画、運営
計画の両視点の着眼点を参考とするために視察先として選定。

表 3331 Arts Chiyoda の基礎情報
正式名称
所在地・連絡先
開館年・月
設立主体
運営主体
ヒアリング先
休館日
開館時間
建築
敷地面積
延床面積
諸室の構成・
詳細面積
事業費

3331 Arts Chiyoda
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
TEL: 03-6803-2441
平成 24 年 4 月
東京都 千代田区 ※バリアフリーなどの建築改修工事は一部区が負担
合同会社コマンド A ※運営に関する内外装改修については運営者負担
合同会社コマンド A
アドミニストレーションマネジャー
佐々木 浩一 様
年中無休 ※ギャラリー：定休日：火曜日※飲食：定休日：月、土、日
10:00〜21:00 ※ギャラリー～19：00 ※飲食～22：30
階数：地上 3 階、地下 1 階
構造：（鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造）
約 3,495.58 ㎡
約 7,239.91 ㎡
諸室構成は次ページに記載
※各所室面積不明
総事業費
※非公開
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屋上

屋上菜園、多目的イベントスペース

3階

入居団体スペース、シェアオフィス

2階

入居団体スペース、貸し会議室、体育館（多目的スペース）

1階

ウッドデッキ、コミュニティースペース、カフェ、ラウンジ、かえるステーション（キッズ
スペース）ギャラリー等

地下1階

アーティストスタジオ、ワークショップルーム、ライブラリーコーナー

■施設のコンセプトは江戸一本締め（おめで
たい席で感謝の意を表す風習としての拍手の
リズム）を表すロゴを開発し、施設ブラン
ディングに貢献。
■１Ｆ施設総合受付
■コミュニティスペース

■１Ｆアート雑貨ショップ

■１Ｆ喫煙所
ギャラリースペース

■１Ｆ企画展用ギャラリー·イベントスペース

■１Ｆ
各種パンフレット紹介コーナー

■１Ｆ
学校を活かした家具什器関連

■２Ｆ·３Ｆ：テナントスペース 中学校の空間をそのまま活かした共用部やテナントファサード

■Ｂ１Ｆ：ライブラリー

木工室

■ＲＦ：屋上菜園、多目的イベントスペース
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③ヒアリング内容
【施設計画】
 ハード先行の事業ではなくソフト事業から計画した施設。運営に関する事業者コンペ時にハード
改修計画も含めた提案を行い、施設の改修段階から PPP 方式で区と一緒にやることができた。
 運営方法は指定管理者制度ではなく、不動産契約と協定書のみ。契約形態に自由度が高かったこ
とで施設の使い方について、運営者側主導ですばやくニーズに合わせて変えていけることで民間
委託のメリットが発揮できている。


地域の方々に親しみを持ってもらうために、ロゴ・呼称を開発。3331 は、地元の神田一本締
めの手拍子のリズムから命名。



年間の入館者数は 60 万人（2012 年実績）
。当初は人が集まる立地ではなかったが、当施設が
できたのでギャラリーが近くに引っ越しをするなど地域が活性している実感はある。



時間帯別のニーズを鑑みた飲食の提供、イベント協力をしてくれる柔軟性の富んだ飲食テナン
トを組み込んだことで、施設の従事者及び周辺からもひろく集客をすることができている。



建築リノベーション時に、壁は取り払い大きく使える空間の整備と運用観点から仮設の壁で空
間を構成したことでニーズにあった空間を自由に作り出すことが出来ている。



利用者ニーズに合わせ、キッズスペース、授乳室など利用者視点で再整備を行っている。



集客のためにイベント的に海外の有名芸術従事者を呼び、話題化を図ることを仕掛けている。



年間の入館者数は 60 万人（2012 年実績）
。当初は人が集まる立地ではなかったが、当施設が
できたのでギャラリーが近くに引っ越しをするなど地域が活性している実感はある。



レンタルアート工房があるが、作業工程が長いため、付近に宿泊施設を追加で用意した。



施設にはガラスを多用し、人が動いている姿を魅せる施設計画としたがそうすることでいつだ
れがきても活気にあふれている施設を表現することに成功した。

【管理運営】
 フロアごとにテーマを決めテナントを募集している。公共施設なので、テナントの入居にあたっ
ては運営者と区と２段階の審査としている。
 民間による運営であるが効率も求めた運営としているが、収支は何とか黒字。
 賃貸借契約は５年契約。契約が 10 年間あれば施設への投資収も考えられるが、５年では思い切
りのよい活動が難しく、これ以上の投資、収支が見込むことが難しい。
 職員は 25 人。15 人が社員で、10 人がアルバイト。
 「伝統文化と現代美術が出会う場」として神田祭り（神田神社）や山王祭り（比叡神社）地域と
のコラボレーションも積極的に行い、地域への浸透を図り、ファンづくりに成功。
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④本計画で検討すべきポイント
■施設計画
 地域に愛されるための施設名称・ロゴの開発＝施設のブランディングの確立
 開館後のニーズに合わせた拡張性をもった余裕のある施設計画
 人の動きを見せる＝魅せる施設計画
 ターゲットをより多く獲得するための女性視点も持ったホスピタリティのある施設機能の整備
■展示・情報発信機能

 従事者の販路開拓支援策として常設型の発表の場の整備（レンタルボックスの導入）
 イベント企画は厚みを持たせるために施設全体で一体になって展開できるようなハードとソフト計画
■運営・管理

 運営受託者との契約
 利用者も喜ぶ運用事業者視点も踏まえた施設の条例整備
 地域と共生する施設運営姿勢
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資料－１－７．産業観光プラザ すみだ まち処
①施設の概要
「産業観光プラザ すみだ まち処」は、人気放送作家でもある小山薫堂氏プロデュースした当地
の魅力を引き出すための施設。スカイツリーの観光客を主にターゲットとしたすみだ区の観光、工
芸や産業製品の展示・販売、食体験など幅広く扱う情報発信施設。すみだの魅力を伝え、区内各地
域を回遊するための各種施策も提供する。

②視察先として選定したポイント
観光を切り口に産業・工芸品の販売一般、イベントの実施、工芸の実演コーナーなどがあり、一
般の利用者目線でわかりやすい施設構成と各種展示、ICT などの様々な施策が凝らされている施設
であることから視察先として選定。

表 産業観光プラザ すみだ まち処の基礎情報
正式名称

産業観光プラザ すみだ まち処

所在地・連絡先

〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ５Ｆ
TEL：03-6796-6341

開館年・月

平成 24 年 5 月

設立主体

東京都 墨田区

運営主体

一般社団法人 墨田区観光協会

ヒアリング先

産業観光プラザ すみだまち処 館長 ※所属：一般社団法人墨田区観光協会
佐藤 賢吾 様

休館日

年中無休

開館時間

10：00～21：00 ※オープン時間はコーナーによって異なる。

建築

主体構造 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 免震システム 制振デバイ
ス （ビルインテナント形式）

敷地面積

約 36,900m²

延床面積

約 230,000m² 商業施設面積約 31,600m²

諸室の構成・
詳細面積

5F 総面積：650.52 ㎡
・観光案内カウンター 約 26 ㎡
・店屋
約 95 ㎡
・墨だの街歩き（伝統工芸コーナー含む）
イベントコーナー
約 67 ㎡
茶屋
約 90 ㎡
その他事務室・廊下等 約 300 ㎡

事業費

総事業費
＜内訳＞ 計画
設計
工事

約 72 ㎡

約 31,000 万円
約
500 万円
約 4,500 万円
約 26,000 万円
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■すみだのものづくり物販（店屋）

■すみだの歳時（イベントコーナー）

■観光案内カウンター

すみだの誇りともいえる地場製品、すみだブランド

四季折々の産業・観光振興を目的とし

四季折々の産業・観光振興を目的とし

認証「すみだモダン」。

た様々なイベントを開催。

た様々なイベントを開催。

■すみだの特産飲食（茶屋）

■すみだの観光＋伝統工芸実演コーナー

■アプリで観光客をサポート

食が生まれた背景をご紹介しなが

（すみだのまちあるき）

館内を“すみだの街”に見立てて、iPhoneを使った

ら味の体験

“まちあるき”に役立つ産業・文化・歴史・観光

バーチャルな街歩きができる。

等の情報を総合的に案内。

案内役はすみだの路地裏の猫たち。
施設内各所に猫の足跡をちりばめる
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③ヒアリング内容


観光客が多く来ることを利用し、ものづくりの墨田への積極的なまちあるきを促し、現地まで
の回遊を促す拠点施設となっている。（専用観光案内冊子の発行、インフォメーションカウン
ターで多言語対応など）

 伝統工芸実演コーナーがあり、墨田区伝統工芸保存会の方が 365 日週替わり制で実演。伝統工芸
の PR を主目的にしているので、職人の方々も売上度外視で協力してくれている。職人としても、
技を披露する場、購入者と直接触れ合える場ができてよかった、という声も多い。
 この場で伝統工芸の実演を見学し、現地の工房まで訪ねていく観光客もいる。ここだけで終わら
ない PR の場所となっている。
 墨田区が産業振興や観光振興の観点からすみだの地域ブランド戦略を積極的に推進するために、
「すみだブランド」認証プログラムを設立。現段階では 22 メニュー68 商品。
 ブランドの審査は産業経済課が主管。有識者や百貨店の社長からなる審査会を組織して「新しく
もあり懐かしくもあり」というコンセプトに合致しているかを審査する。
 優れた技術を持った職人（個人）を認証する制度として墨田マイスター制度がある。
 墨田ブランドになった商品については、年４回、都外の百貨店等への出展事業を展開。
 来客の比率は、外国人が１割、女性が多い。年代は 30 代以上が中心。墨田ブランドは年配者に
よる購入や、結婚式の引き出物、プレゼント等の需要が中心。
 販売している商品は、買取り７割と委託３割で運営している。

④本計画で検討すべきポイント
■展示・情報機能
 広く集客をかけるために、観光を切り口にした各種工芸品の制作現場の地を情報発信。各工房現
地までの観光導線も意識した計画を施し、産業振興だけでなく観光業と一体になった情報発信を
行う
 消費者を意識したイベントや催事への参画
■販売機能

 工芸品の価格帯を考慮し、積極的な祝い事などのギフト需要を取り組む販売計画
■デザインセンター機能

 工芸販売の場を当地ブランド認証制度導入し、県のブランド＝工芸ブランドの確立を目指す
 魅せる技の場の整備による従事者と消費者との交流促進のための施設づくりを計画
■運用・管理

 観光協会等と協業し、沖縄県全体の活性化を図れる運用体制の整備
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