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第 1回 宮前市民館・図書館アイデアワークショップ 中間取りまとめ 

◆気に入っていること・引き継ぎたいこと     
＜気軽に来ることができ、いやされる空間がある＞ 
○気分転換になる 
○休憩できる椅子があり、癒される 
○気軽に市民館を利用できる
○気軽に利用でき、図書館の敷居が低い 
＜飲食スペースがある＞ 
○食堂や持ち込みができる飲食スペースがある 
○飲食ができるスペースがある 
＜様々なイベントや講座があり、多世代交流や地域支援につながっている＞ 
○市民館のイベントが多い
○市民主催のイベントがたくさんある
○季節ごとのイベントが豊かにある 
○市民館は多様なプログラムがあり、好きなものを探せる
○市民館のイベントが地域の方々とのふれあいに繋がる
○みんなが楽しめるお祭りやイベントがある 
○色々な人と交流ができたり、音楽の発表ができるホールがある 
○市民発の企画の講座がおもしろい
○子育てママを支援する活動が多い 
○夏休みに子どもが楽しめるイベントがある 
＜市民が好きなこと・やりたいことを実現できる＞
○市民自身がやりたいことをやっている
○作品を展示、発表できるのでモチベーションがあがる 
＜様々な活動ができる機能を持った諸室が利用できる＞ 
○特別教室のように様々な活動ができる部屋の機能がある 
○市民館の利用料が安くて良い
○料理室が綺麗に保たれている 
＜情報発信の場になっている＞ 
○入り口のところにチラシがいっぱいある 
○ギャラリーがある 
＜カウンターがシンプルでわかりやすい＞ 
○図書館のカウンターがシンプルでわかりやすい 
＜職員の対応が良く、積極的に活動されている＞ 
○市民館のユニホームが統一されていて良い
○市民館のスタッフががんばって活動に参加している
○市民館の職員の対応が良い
＜移転後も現状のホールの座席数を確保してほしい＞ 
○現状のホールの座席数は確保してほしい 
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＜イベントや子どもたちの居場所として利用されている広場機能は確保してほしい＞ 
○イベント時や日常的にも使われている広場機能は残すべき 
○子どもが走り回れ、中高生のダンスができる広場 
＜しずかな空間とにぎやかな空間が分かれている＞ 
○フロアで図書スペースと閲覧席が分かれているのが良い 
○勉強ができる静かな雰囲気が良い 
○図書館に静かで集中して勉強できる空間がある 
○勉強できるスペースがある 
＜職員のレファレンスサービスに助かっている＞ 
○司書の専門性に助かっている 
○読書相談ができる 
○レファレンスの相談員さんが親切 
＜他の公共図書館と連携がとれており、必要な図書を借りられる＞ 
○他館から借り入れができる 
○アリーノなど他の場所でも本を返せる 
○本を借りたり返したりできる 
○県立図書館と連携している 
○本を取り寄せてくれる 
＜子ども向けのコーナーや取組みがある＞ 
○図書館の子どもコーナーが充実している 
○図書館の子どもコーナーが広くて良い 
○子ども向けに読み聞かせをしている 
○200 冊を超える布の本がある 
＜新しい切り口のコーナーがある＞ 
○認知症コーナーなど新しい切り口のコーナーがある 
＜様々な図書を誰もが借りられる＞ 
○利用する機会の少ない、特徴のある専門書がしっかり揃えてある 
○小さい子たちや一般の人まで色々な人が本を読める 
○たくさんの種類の本やCDなどが借りられる 
＜本を探し、借りるまでワクワクする仕組みがある＞ 
○自動貸出機が便利でストレスがなく、ワクワクする 
○パソコンで本を探せる 
○本を手にとって探せる開架式の本が多い 
＜一度にたくさん、長く本を借りられる＞ 
○一度にたくさん借りられる 
○本を借りられる期間が２週間で長くて良い
＜区役所・市役所・図書館が集まっているため、立ち寄りやすく、まとめて用事を済ま
せられる＞ 
○区役所と近く、用事が一気にまとまって片付けられる 
○同じ場所に機能が集まっているから用事が一度に済み便利 
○施設が集まっているため駐車場が広い、多い 
○市民館、図書館の立地やアプローチが同じなので立ち寄りやすい
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＜移転後も交通の利便性を維持してほしい＞ 
○鷺沼に移転しても、宮前平のバスの本数を現状維持してほしい 
○家からのアクセスが良い 
○すぐ立ち寄れる 
＜移転後も今の施設で育まれるコミュニティを継承したい＞ 
○宮前図書館コミュニティは大事なので、移転後も途切れることのないようにしてほしい 
＜その他＞ 
○市民館の活動には男性が少ないが、町内会・自治会活動は活発 

◆改善したいこと    
＜施設が暗い印象で、ワクワクしない＞ 
○子どもにとって楽しめる雰囲気がない 
○施設全体が暗い印象で、わくわくしない 
○照明や窓が暗い印象がある 
○ロビーが暗い 
＜諸室が閉鎖的で、活動している様子が見えず、もったいない＞ 
○特別諸室での活動が外から見えないことがもったいない 
＜みんなが集えるスペースが狭く、少ない＞ 
○コミュニティスペースがやっとできたが、狭い 
○フリースペースなどみんなが集える場所が狭く、少ない 
＜現状ある様々なスペースや諸室の数が少ない＞ 
○勉強するスペースが少ない 
○会議室の数が少ない 
○大会議室がホール付属機能になっており、大ホールを予約されると使えなくなる 
○教室の数が少なく、予約ができない 
○図書館の閲覧席が少なく座りづらい 
○会議室が少なく、普通すぎる 
○23 万区民が使うには施設規模が小さい
○勉強スペースが少なく、使いづらい 
＜やりたいことを実現できる場所がない＞ 
○小学生のスポーツクラブが練習できる場所がない 
＜施設や設備の老朽化で使い勝手が悪い＞ 
○料理室の使い勝手が悪い 
○エレベーターが 1つで少ない 
○トイレの老朽化 
○市民館のトイレが狭い
○トイレが暗くて怖く、防犯上不安なため行きづらい 
＜開館時間が短く、働く世代が来られない＞ 
○働く世代が来やすい開館時間でなく、来たくなる工夫がないので、置き去りにされている 
○図書館の開館時間が短い 
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＜ネットサービス不足＞ 
○施設の予約がネットでできない 
○新刊リクエストができない等、ネットサービスの不足 
＜各種手続きが煩雑で分かりにくい＞ 
○図書の寄贈等の事務手続きが煩雑 
○図書館の利用証と市民館の登録が分かれている
＜開かれている活動の情報発信不足＞ 
○市民館で何をやっているのかわからない
○開かれている講座の情報が入ってこない 
＜図書が古い＞ 
○本が古い 
＜旧態依然の使い方でラーニングコモンズ（学習空間）として使いづらい＞ 
○旧態依然とした使い方にとどまっており、ラーニングコモンズとして使いにくい 
＜宮前区のみどりの豊かさが伝わってこない＞ 
○宮前区の緑の豊かさが伝わってこない 
＜アプローチや人と車の動線計画が悪い＞ 
○駐車場とバスで来た人の動線が分かれていないので危険 
＜駐車場や駐輪場の収容台数が少ない＞ 
○駐車場の収容台数が少なく、駐輪場は日常的に足りない 
○所要時間に対して、駐車料金高い 
＜交通の利便性に地域差があり、移転後も心配＞ 
○バス便に地域差があり、移転後に利便性があがるのか心配 
○区全域からのアクセスが良くない 
○立地上の利便性が悪く利用回数が増えない 
＜移転後の施設周辺の渋滞が心配＞ 
○新しい計画敷地は道路が狭い 
○鷺沼に移転した際の駅周辺の渋滞が心配 
＜その他＞ 
○他区より宮前区内の図書館が少ない 
○うるさい時もある 
○施設がない地域では、市民活動が広がりづらいと感じる

◆アイデア、期待すること                         
①地域とつながる開かれた場所のあり方 
＜自由に、気軽に、みんなが集まりやすい場＞ 
○気軽に、ちょっとした時間に自由に使えるフリースペース 
○コミュニティの広場を増やす 
○屋外にベンチやテーブルを増やし、人が溜まることができる場所が欲しい 
○人がたくさん集まる場所になったら良い 
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○若い人が来るようなおしゃれなカフェで過ごしたい 
○市民館、図書館で食事ができるフリースペース
＜利用者同士で話せて、悩みを相談できる、多世代で交流できる場＞ 
○自然と知らない人と話せるような雰囲気になる空間があると良い 
○市民の悩みを気軽に共有できる場所になる
○市のことも相談できる 
＜バリアフリー・ユニバーサルデザインで、どんな人でも使いやすい場＞ 
○高齢者や体の不自由な方のためにバリアフリーな施設に必ずしてほしい 
○当事者に新しい施設の検討に入ってもらい、ユニバーサルデザインの思想を盛り込む 
○障がいを持つ子どもが小さなころから様々な人と関わることができ、学ぶことができる場に
したい 
○トイレを綺麗にしてほしい 
○外国人でも使いやすく日本語を翻訳できると良い 
＜親子でも、子どもだけでも行きたくなる安全で楽しめる場＞ 
○お母さんが来ることができるように託児室があると良い
○子ども向けイベントをもっと増やしてほしい 
○日常的に子どもを遊ばせられて、親の憩いの場になることで、子連れで過ごしやすい施設に
したい 
○子育て支援センターを入れて、子どもたちが安全に集まれる場所にする 
○遊具があって遊べるスペースがあるとよい 
○子育てグループが子どもと一緒に使えるような調理設備がほしい 
○小学生スポーツクラブが練習できる 
○まち中で子どもたちが普段学校で学んでいることを大人に向けてプレゼンする 
○食育の一環で子どもが使える料理室に整備する 
○無料で体育館のように気軽に遊べるところがほしい 
○大人だけでなく、子どもも楽しめるギャラリーにしたい 
○中高生が音楽やダンス専用のスタジオがあり、練習できる部屋があると良い 
<市民活動を支える仕組みや場> 
○子ども食堂が開催されている 
○もっとシニアが活動に関われる仕組みづくり 
○市民の知識や趣味や関心を活かして、人々がつながる場づくり
○退職後の男性も市民活動に参加できる仕組みがあると良い
○地域の読書団体や活動を支える環境が整っていると良い 
○みんなが使えるコーヒースタンドやキッチンカー等の備品貸出を市民館で管理し、月 1でマ
ルシェ 

②文化・教養・ビジネスを生み出す場のあり方 
＜新たなビジネスやアイデアが生まれる場＞ 
○フリーWi-Fi にしてほしい 
○販売可能なスペースでママさんたちが物販活動できるようにしたい 
○働く人が利用できるように、開館時間を夜遅くまで延ばしてほしい 
○事業を始められ、副業もサポートしてくれる、コワーキングスペースがある 
○趣味や好きなことでちょっと稼げるショップを開けると良い 
○会議室を市民のアイデアが実現できるクリエイティブな空間にしたい
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○市民館講座をネット配信したり、市民館の情報もサイトでわかりやすく伝えたり、家にいて
も楽しめるコンテンツがあると良い 
○市民館講座のマンネリ化を感じるので、更新が必要 
○図書館が遠い人もネットでサービスを受けられると良い 
○電波が入ってネット環境が整っている 
○区民のアイデアを出し合い、見える化し、つながる市民館
＜アイデアや知識をみんなで共有し、実践できる場＞ 
○子どもが宿題をできる作業スペースがあって大人も教えられる場がある 
○図書館で学んだことをすぐに実践できる場所になると良い 
○ワークショップや様々なことを体験できるイベントが増え、より交流できると良い 
○時代に合った、図書という言葉に縛られない場ではなく、みんなで学ぶ場にしたい 
＜多世代が日常的に芸術・文化に触れられる場＞ 
○訪れた人が楽器に触れられるよう、入り口にフリーピアノを置きたい 
○広場にフリーピアノがある 
○落書きができるスペース 
○映像を見られるコーナー 
○市民館のホールで映画や芝居を定期的に開催してほしい
○音楽のまちとして、専門家の意見をきちんと取り入れたコンサートホールにしてほしい 
○音楽の練習や発表ができる防音の諸室がホール以外にもほしい 
○響育として、子どもたちに響を体験できるイベントや機能を整備してほしい 
○ホールでプロのコンサートができるよう整備してほしい 
○規模の異なるホールをいくつか用意し、様々な用途で使える 
＜司書やコンシェルジュがサポートしてくれる場＞ 
○コンシェルジュが市民館と図書館のつなぎ役となる
○図書館の人のオススメや人気ランキングがあるとよい 
○オススメの本をチャートで教えてくれる 
○ネットで区や施設内の活動の情報を調べることができる 
○プログラムを情報発信し、案内するコンシェルジュがいる 
○コンシェルジュが帰国子女、留学生、外国人向けに案内をしてくれる 
○市民館のユニフォームをもっと良くしたい

③知的情報を収集・発見し、深め集積する場のあり方 
＜静かな空間とにぎやかな空間が上手に共存している場＞ 
○落ち着いて、リラックスできる場所がほしい 
○静かなところが確保されるといい 
○にぎやかなスペースも静かなスペースも両方あると良い 
○静かに読む場とワイワイする場と機能を分ける 
○図書館の中に会話ができるコーナーがあると良い 
○音を気にせず、交流できるスペースがある 
＜学べて、知識が広がる場＞ 
○社会の流れに沿った特設コーナーでさらに知識を広げられる 
○勉強スペースを大きくしてほしい 
○閲覧席に資料を広げられるスペースがあると良い 
＜ゆったり、自分に合った、本の読み方ができる場＞ 
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○飲食しながら、本を読みたい 
○閲覧席がゆったりソファーなどあると良い 
○寝転がりながら本が読めるスペースがある 
○電子図書が自分の端末で読める仕組み 
＜宮前区独自の地域や歴史の資料が保存・収集されている場＞ 
○地域の歴史的資料を保存する 
○宮前区独自の資料を集めて欲しい 
＜新たな貸出・予約機能サービスが提供されている場＞ 
○ドライブスルー返却やネット予約など、最先端で本の貸出や返却の工夫を検討してほしい 
○ドローンやネット予約など、新しい貸し出しを検討する 
○自動貸出機増やしてほしい 
○施設の予約をWebでできるようにする 
○予約なしでも部屋を使えるとよい 
○電子書籍も導入し、本の種類や数が多い図書館本来の姿を守る 
＜既存の図書館サービスの見直し＞ 
○探していた本と関連する本の並びに新しい本と出会える、わくわくするような工夫欲しい 
○自分が読んだ本の記録ができる「読書通帳」をつくり、本を紹介し合えると良い 
○リサイクルとして古い本を持って来られるサービス 
○登録がスムーズにできるような工夫をしてほしい 
○ブラウジングコーナーで雑誌を読めると良い 
○より多くの椅子がほしい 
○読み聞かせ用の質の良い本を充実させてほしい 
○本を借りなくても使える読書コーナーがあると良い 
○毎日図書館が開いている 
○新しい本の紹介をしてほしい 
○人気の本は複数置いてほしい 
○借りられる期間を増やして欲しい 
○CDも本のように見て選びたい 
○マンガや歴史マンガを増やしてほしい 
○カテゴリー分けを工夫して本を探しやすくしてほしい 
○小説の数を増やしてほしい 
○人気の本は冊数を増やしてほしい 
○市民による本の紹介、レビュー、感想を検索画面やポップとして掲示する

④新しい施設のあり方 
＜愛着が湧き、利用したくなる施設＞ 
○みんなの愛着が湧くような、ステキなネーミングやシンボルを設置する 
○どんな人も楽しく過ごせる区民が自慢できる施設
○明るく斬新な建物デザインでランドマークや観光資源になる 
○多くの区民が利用したいと思える施設
＜公共機能・民間（商業）機能の連携を図り、やりたいことをまとめて実現できる場＞
○区役所の会議室も貸会議室として利用できるように連携する 
○商業機能、行政機能が一体的で充実し、一括でやりたいことができる今までにない市民館
○市民館・図書館と関連している誰もが利用できるようなスペースが周辺にもできるとよい
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○飲み物やお菓子を買える売店やSuica 対応の自動販売機があるといい 
＜宮前区のみどりを介してつながる人の活動や空間＞ 
○宮前区のみどりを取り入れてほしい 
○区役所・市民館・図書館の施設内や通路にもみどりを置いて、一体的にみどり豊かな施設に
なる 
○区民農園や区の畑があると良い
○みんなで花や木などを育てられるようにしてほしい 
＜様々な使い方ができる広場＞ 
○広場にも勉強できるスペースや飲食スペースができると良い 
○芝生のある屋内広場を設ける 
○気軽に立ち寄れ、スポーツができる体育館や広場があると良い 
＜明るくワクワクする施設のデザイン＞ 
○明るく、わくわく入りたくなる動線や部屋の設えにしてほしい 
○閉じたり開いたりできる、大小さまざまなスペースがほしい 
○明るく気軽に立ち寄れる雰囲気や施設になったらよい 
○はじめて来る人にも場所が分かりやすい、建物が良い 
○ゆとりのあるスペースにしてほしい 
○日光が入り、明るくもっとオープンなロビーになると良い 
○全国から注目されるおしゃれな図書館にしたい 

⑤その他 
＜今までにない新たな施設機能のアイデア＞ 
○今までのサービスの継承だけでなく新しいことも考えていきたい 
○温泉、温水プールの機能があると良い 
○再開発ビルの最上階に展望台があると良い 
○再開発ビルに宿泊できるゲストルームがあると良い 
○川崎の水辺の生き物を展示するプチ水族館 
○大きい望遠鏡で星を見ることができたら良い 
＜安心安全でアクセスの良い施設＞ 
○駅前から歩車分離で安全を確保し、人も自転車も雨に濡れずに移動できるようにしたい 
○区役所と市民館をつなぐ橋があると良い
○歩いていけるアクセスの良い施設になると良い 
＜その他＞ 
○アリーノの図書館をもっと広くして欲しい 
○たまプラに依存しない川崎で完結できる施設にしたい 
○図書館の 7つの理念をより広めたほうが良い 


