
おおぶ文化交流の杜

「愛称：allobu（アローブ）」の概要について

大府市健康文化部文化スポーツ課
文化交流の杜準備室

外観パース 建物南東から



Ⅰ．おおぶ文化交流の杜の基本理念

「allobu（アローブ）」って？
大府市生涯学習プラン2007の「共
に生きあおう大府のまちで」という
言葉から、全ての人、全てのもの、
全ての大府と言う思いが込められ
ています。
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◆基本理念（１／２）

誰もが、様々な知識や情報を得ることができ、質の高い
文化・芸術に触れ、また自ら創造・表現活動を行い、お互
いを認め合いながら交流を図ることで、「市民力」の向上
に寄与し、市民が「ネクスト・ステージ」に飛躍するための
場として、市民一人ひとりが誇りと愛着を持つことができ
る新たな文化交流のシンボル施設

「おおぶ文化交流の杜
～ネクスト・ステージへの架け橋～」
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◆基本理念（２／２）
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Ⅱ．開館までのスケジュール
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◆スケジュール（工事着工～開館）

２４年度 ２５年度 ２６年度

建設工事

ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ･ｸﾗﾌﾞ募集

運営協議会設置
中期事業計画策定
年間運営計画策定

ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ・ｳｪﾙｶﾑｲﾍﾞ
ﾝﾄ開催

開館（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ・ｲﾍﾞﾝﾄ）

運営協議会にて
意見聴取

5月～6月

（予定）

７月開館予定

市民※、有識者、行政、指定管
理者等で構成
※ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ・ｸﾗﾌﾞ代表を含む

図書館ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ及び
文化・学習ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞの
会員を募集



Ⅲ．おおぶ文化交流の杜の施設概要について

外観パース 西側メインエントランス
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◆建設場所（１／２）

アピタ大府店

大府西中学校

建設場所：柊山町六丁目地内
（カーマホームセンター大府店北）
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◆建設場所（２／２）

平成25年1月31日現在
敷地南東側上空から撮影

敷地面積
約２０，０００㎡



◆施設計画（１／２）

図書館
ゾーン

学習支援
ゾーン

交流促進
ゾーン

文化発信
ゾーン

一般図書、参考図書・レ
ファレンス、ブラウジン
グ、児童図書、お話会ス
ペース、ＡＶ、ＩＣＴ、
ふるさと資料コーナー
など

グループ室、対面朗
読室、学習室、サ
ポーター室、会議室
など

レストラン、交流
サロン、ギャラリー
allobu、託児室、情
報ｺｰﾅｰ など

ネ
ク
ス
ト
・
ス
テ
ー
ジ
へ
の
架
け
橋

知ること
学ぶこと

創造すること

交流すること

表現・発信
すること

基本理念 基本方針の
3つの機能 ゾーニングと施設内容

継続すること

図書館
機能

文化・学習
機能

市民交流
機能 こもれびホール、A

スタジオ、Bスタジ
オ、控室など

10
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◆施設計画（２／２）

１ 各ゾーンの面積

ゾ ー ン 名 面積（㎡）

図書館ゾーン ３，６５０㎡

学習支援ゾーン ７５０㎡

交流促進ゾーン １，６２０㎡

文化発信ゾーン １，４７０㎡

廊下、階段、トイレ、機械室等 ２，８６０㎡

計 約１０，３５０㎡

２ 駐車場、駐輪場

駐車場 ３００台収容（うち立体駐車場２０３台）

駐輪場 ２００台収容
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◆図書館機能について（１／３）

１ 図書館機能に関する諸室の規模
図書館ゾーン諸室

（開架部門）
面積（㎡）

一般図書開架コーナー １，３３４

参考図書・ﾚﾌｧﾚﾝｽｺｰﾅｰ １８５

ブラウジングコーナー １２７

児童図書コーナー ４４０

お話会スペース ４４

ＡＶコーナー ５２

ＩＣＴコーナー ６４

ふるさと資料コーナー １５９

学校貸出図書 ６５

ライブラリーエントランス ６６

計 ２，５３６

学習支援ゾーン諸室 面積（㎡）

グループ室１～３ ７２

対面朗読室 ２２

サポーター控室 １６

サポーター室２ ８３

学習室 １４０

計 ３３３

◎図書館ゾーン諸室（開架部門）＋学習支援
ゾーン諸室＝２，５３６㎡＋３３３㎡

＝２，８６９㎡

事務室、作業スペース、自動閉架書庫を始め
管理スペースは含んでいません。
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◆図書館機能について（２／３）

２ 図書館の蔵書規模（最大冊数）

開
架

一般図書開架 １０４，０００冊

参考図書・レファレンス １０，０００冊

ブラウジングコーナー：新聞
：雑誌

３５紙
３３６タイトル

児童図書 ３５，６００冊

ＡＶコーナー ５，８８０冊

ふるさと資料コーナー １４，０００冊

閉架（自動書庫システム） ２３２，０００冊

計 ４００，０００冊以上
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◆図書館機能について（３／３）

３ 図書館 内観パース

ブラウジングコーナー
ＡＶコーナー 一般図書開架



◆文化・学習機能について（１／３）

15

文化発信ゾーン諸室 規模 施設の概要

こもれびホール
315席の固定席の
ホール
※舞台：最大で310㎡

コンサート、演劇、講演会等多様な
ニーズに対応可能
音響のよさと「杜」のイメージを両立

Aスタジオ 88㎡
ダンスや演劇の練習室、公演前のリ
ハーサル室

Bスタジオ 40㎡
個人用、少人数グループ演奏用の
練習室

控室１～４
15名用×2室

5名用×2室
４つの控室に囲まれたエリアにロ
ビーを設置

１ 文化・学習機能に関する主な諸室の規模

学習支援ゾーン諸室 規模 施設の概要

会議室 200㎡
約100人の講座利用が可能
可動間仕切り壁によって３分割可能



◆文化・学習機能について（２／３）
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２ こもれびホール 内観パース （音響反射板設置時）



◆文化・学習機能について（３／３）
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３ ホワイエ 内観パース

Aスタジオ

レストラン

こもれびホール

交流サロン



◆市民交流機能について（１／２）
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１ 市民交流機能に関する主な諸室の規模
交流促進ゾーン諸室 規模 施設の概要

ふれあいの路 770㎡
ホワイエ、図書館、イベント・展示スペース等
多彩な空間が顔を出すワクワクする空間

交流サロン 166㎡
自由に打合せや情報交換に利用できるオー
プンスペース

ギャラリーａｌｌｏｂｕ 205㎡
作品展示、ミニコンサートなど開催
ふれあいの路との一体利用も可能

託児室 50㎡
「北の杜」に隣接した緑を望める場所に配置
トイレ、流し台有り

情報コーナー 63㎡
利用者が使用可能なパソコン、電光掲示板
を設置（情報発信・収集の場）

レストラン
236㎡

（うち飲食ス
ペース141㎡）

傾斜地「木もれびの丘（仮称）」に隣接し、緑
の中で憩える安らぎ空間を創出
ホワイエ、テラスと一体となった利用も可能



◆市民交流機能について（２／２）
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２ ふれあいの路 内観パース

学習室

Ａスタジオ 読書の杜
（図書館）

会議室

交流サロン



Ⅳ．施設の管理運営について

図書館
ギャラリーａｌｌｏｂｕ

交流サロン

交流サロン

内観パース ふれあいの路北側
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◆施設の管理運営

１ 開館時間、休館日

図書館機能 文化・学習機能、市民交流機能

開館時間 ９：００～２０：００（予定） ９：００～２２：００（予定）

休館日 ①年末年始：６日間
②館内整理日：１回／月
③特別資料整理期間：５日間／年
（蔵書点検）

※①～③はいずれも予定

①年末年始
②定期点検期間

管理運営者 指定管理者である「おおぶ文化交流の杜株式会社」が以下に示す施
設の管理運営業務を行います。
①図書館機能に関する業務
②文化・学習機能に関する業務
③市民交流機能に関する業務
④イベント企画型サービスに関する業務
⑤施設の維持管理業務
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１ 図書館機能関係

企 画 名 内 容

市民向け講座
①文章講座（年6回程度）
②郷土の歴史講座（年4回程度）
③子育て支援講座（年4回程度）

図書館でつながる！
市民文化交流ｲﾍﾞﾝﾄ

主に図書館内の交流空間を活用して開催
①多様な市民が「本」を通してつながるｲﾍﾞﾝﾄ
（年1回開催）

②昔話、読書ｻﾎﾟｰﾄ、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ本特集、各国
文化紹介及び関連本特集（毎回1テーマ）

図書館子どもまつり
講演会、絵本の読み聞かせ、おはなし会、紙
芝居（年1回開催）

おおぶ調べる学習コ
ンクール

学校との連携を通じて「調べ学習」を根付かせ、
大府の子ども達の知力・学習力を高める

◆イベント企画型サービス案（１／３）
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◆イベント企画型サービス案（２／３）

２ 文化・学習機能及び市民交流機能関係

企画名 位置づけ 企画名 位置づけ

サポーターズ・クラブ
養成講座

育成型
アウトリーチ活動
「おおぶアートデリバリー」

普及型

アートマネジメント講座 育成型 ふれあいの路コンサート 創造・鑑賞型

市民企画公募事業 創造・公募型
おおぶミュージックコレク
ション

創造・鑑賞型

カルチャーフェスティバ
ル（市民文化祭）

創造・参加型 トークライブ 鑑賞型

ワークショップシリーズ 創造・参加型 カルチャー講座 学習型
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３ 自主企画のプログラム

カテゴリー 対 象

ＰＯＰＳ・クロスオーバー 一般向け

大衆・古典芸能 一般向け

コンサート・演劇 子ども・親子向け

クラシックコンサート 一般向け

◆イベント企画型サービス案（３／３）

・市民の文化・芸術の鑑賞機会を提供するため、多様なジャ
ンルの事業を企画します。

・次のカテゴリーの自主事業を実施します。（年４回開催予定）



おわり


