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第 1 回 宮前市⺠館・図書館アイデアワークショップ 中間取りまとめ 
 
共通の視点 

●「宮前区ならでは」の特徴や取り組み、価値創造の可能性を考えよう 

● 多世代、障がい者、外国⼈など、「多様な⼈」が集まれる環境を考えよう 

●「市⺠館・図書館の融合」や、「⺠間施設との連携」による可能性を考えよう 

●「市⺠参加」や、「担い⼿」を育てる仕組みを考えよう 
 
 
テーマ 

１・２グループ 地域とつながる開かれた場所のあり⽅ 
●これまで訪れなかった⼈も⾏きたくなる、「気軽」に⽴ち寄れる市⺠館・図書館を考

えよう 
●多様な⼈の「居場所」になる市⺠館・図書館を考えよう 
●この施設があることでまちが元気になる、「地域の活動の拠点」となる市⺠館・図書

館を考えよう 
●まちへ広がり、つながる、「まちじゅう市⺠館・図書館」を考えよう  

 

３グループ ⽂化・教養・ビジネスを⽣み出す場のあり⽅ 
●多世代が芸術や⽂化に取り組み、豊かな⽇常を送ることのできる市⺠館・図書館を考

えよう 
●いろいろな知恵やアイデアが集まり、混ざり合い、新たな取り組みやビジネス、イノ

ベーションが⽣まれる市⺠館・図書館を考えよう 
●市⺠も運営に主体的に関わり、学びやチャレンジ、共創を応援することのできる市⺠

館・図書館を考えよう 
 

４グループ 知的情報を収集・発⾒し、深め集積する場のあり⽅ 
●⼈⽣を豊かにする学び、⽣涯学習の拠点となる市⺠館・図書館を考えよう 
●地域の歴史、資料、多様な情報が集まる市⺠館・図書館を考えよう 
●市⺠館・図書館の融合や、⺠間施設との連携による新たな可能性を考えよう 
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◆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 
○気軽に市⺠館を利⽤できる 
○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＞ 
○市⺠館のイベントが多い 
○市⺠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 
○市⺠館は多様なプログラムがあり、好きなものを探せる 
○市⺠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 
○市⺠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 

＜市⺠が好きなこと・やりたいことを実現できる＞ 
○市⺠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 
○市⺠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＞ 
○市⺠館のユニホームが統⼀されていて良い 
○市⺠館のスタッフががんばって活動に参加している 
○市⺠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 

＜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 
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＜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、⻑く本を借りられる＞ 
○⼀度にたくさん借りられる 
○本を借りられる期間が２週間で⻑くて良い 

＜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 
○市⺠館、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＞ 
○市⺠館の活動には男性が少ないが、町内会・⾃治会活動は活発 
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◆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 万区⺠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 
○市⺠館のトイレが狭い 
○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 

＜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⺠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＞ 
○市⺠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 
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＜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、市⺠活動が広がりづらいと感じる 
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◆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 
○若い⼈が来るようなおしゃれなカフェで過ごしたい 
○市⺠館、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 
○市⺠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 

<市⺠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 
○市⺠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 
○退職後の男性も市⺠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⺠館で管理し、⽉ 1 でマ

ルシェ 
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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 
○会議室を市⺠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 
○市⺠館講座をネット配信したり、市⺠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 
○市⺠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 
○区⺠のアイデアを出し合い、⾒える化し、つながる市⺠館 

＜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 
○市⺠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⺠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 
○市⺠館のユニフォームをもっと良くしたい 
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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＞ 
○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 
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○⼈気の本は冊数を増やしてほしい 
○市⺠による本の紹介、レビュー、感想を検索画⾯やポップとして掲⽰する 
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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⺠が⾃慢できる施設 
○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 
○多くの区⺠が利⽤したいと思える施設 

＜公共機能・⺠間（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⺠館 
○市⺠館・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 
○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・市⺠館・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 
○区⺠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 

 

  



 

 12 

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 
○区役所と市⺠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 
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第 1 回 宮前市⺠館・図書館アイデアワークショップ 記録 

１グループ 

◆気に⼊っていること・引き継ぎたいこと                   
○⾷堂や持ち込みができる飲⾷スペースがある 
・コミュニティスペースが持ち込みで⾷べられる場所がある 
・安くて、⼦どもメニューもある⾷堂がある 

○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 
・料理室、ホールなどの特別室を残したい 
・和室、⼤会議室、児童室がある。特に、和室は乳幼児連れのイベントのため多くても使える

ので良い 
・いろいろな設備が使える 

○現状のホールの座席数は確保してほしい 

○勉強ができる静かな雰囲気が良い 
・静かな雰囲気 

○市⺠館のイベントが多い 
・イベントが多い 

○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 
・区役所と市⺠館、図書館の間の広場はとても⼤切 
・広場で若者がダンスをしていたり、広場は余⽩があるので良い 
・区⺠祭でも使⽤される、区役所の⼤きなガラスと広場を残したい 
・広場のガラスが良い 

○司書の専⾨性に助かっている 
・図書館の専⾨の司書の⽅の存在は⼤切 

○区役所と近く、⽤事が⼀気にまとまって⽚付けられる 
・区役所の隣 
・区役所とスーパーが近い 

○市⺠館のユニホームが統⼀されていて良い 
・ピンクの T シャツの市⺠館のユニホームが良い 

○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 
・宮前平のバスを減らさないで欲しい 

○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 
・宮前区には図書館が２つ欲しい 
・宮前のコミュニティをなくしてはいけないと思う。鷺沼と宮前平に市⺠館の本館と分館を作

ってほしい 
 

資料５
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◆改善したいこと                               
○コミュニティスペースがやっとできたが、狭い 

○勉強するスペースが少ない 
・勉強スペースが少ない、狭い、暗い 

○フリースペースなどみんなが集える場所が狭く、少ない 
・みんなが集える場所やフリースペースが狭い 

○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 
・体育室などの特別諸室での活動が外部から⾒えないのがもったいない 

○駐⾞場の収容台数が少なく、駐輪場は⽇常的に⾜りない 
・駐⾞場の収容台数が少ない 
・駐輪場の坂道が多い 
・電動付き⾃転⾞が増えている 
・駐輪場少ない 
・⾬の⽇は⾞が多くなるので来やすいようにしてほしい 

○所要時間に対して、駐⾞料⾦⾼い 
・⽤事の所要時間に対しての駐⾞料⾦が⾼い 

○会議室の数が少ない 
・会議室の数を増やして 

○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 
・⼤会議室はホール付属施設なので、⼤ホールを抑えられると使えなくなる 

○トイレの⽼朽化 
・トイレが暗く汚い 

○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 
・交通⼿段であるバス便を増やして欲しい 
・市⺠館・図書館に⾏くバスが１時間に 1 本しかない 
・鷺沼に⾏くバスがないので⼼配 

○宮前区の緑の豊かさが伝わってこない 
・建物から、宮前区の緑豊かさがあまり伝わってこない 

○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 
・働く⼈が置き去り 
・再整備された施設が働く世代が来るようになれば、鷺沼に⼈が集まる 

○⼩学⽣のスポーツクラブが練習できる場所がない 
・別の建物でバスケ、バドミントンなどを練習している 

○⼦どもにとって楽しめる雰囲気がない 
・⼦どもたちが楽しめる空間が少ない 
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○施設全体が暗い印象で、わくわくしない 
・全体的に暗い 

○新しい計画敷地は道路が狭い 
 

◆アイデア、期待すること                         
＜全体＞ 

○ちょっとした時間に⾃由に使えるフリースペース 
・広いフリースペースがある 
・Wi-Fi 環境や電源設備があり、インターネット環境が整っている 
・室内で、⾃由に使えるフリースペース室内を作って、座れる広場、ママさんの井⼾端会議が

できるようにする 
・飲⾷できて、お弁当などの持ち込み可 

○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 
・公募で市⺠館、図書館のネーミングを募集する 
・シンボル欲しい 

○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 
・⼊り⼝のところに誰でも弾けるピアノ１台おいて、たくさんの⼈に弾いてもらう 
・⼦どもたちに楽器に触れてもらう 

○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 
・透け感のある建物にすることで活動が⾒える 
・明るく⼊りやすい動線にすることで、⾵が通り、⽇の光が⼊る 
・広いトイレ 

○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 
・開いた、閉じた⼤⼩さまざまな規模の空間を作って欲しい 
・外も使える 

○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 
・区役所の会議室も貸会議室として使えるように 

○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 
・物販ができるイベントを開催する 
・利益を⽣み出せるとママさんが活動できる 
・駅前はついでに、通りがけにふらっと⽴ち寄れるのでそういう⼈をターゲットにしたい 

○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 
・⽇常的に、本を読みながら⼦どもを遊ばせられる 
・⼦連れで過ごしやすくしてほしい 

○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 
・⼦どもたちが安全に集まれる場所 
・⼦育て⽀援センター⼊れて欲しい 
・⼦どもが過ごせる場所にする 
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○宮前区のみどりを取り⼊れてほしい 
・緑化させて欲しい 

○⾼齢者・体の不⾃由な⽅のために施設のバリアフリー化は必ずしてほしい 
・⾼齢の⽅、体の不⾃由な⽅へ施設のバリアフリー化 

○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 
・事業の継続ではなくパラダイム 

○どんな⼈も楽しく過ごせる区⺠が⾃慢できる施設 
・どんな⼈も楽しく過ごせるように 
・⾃慢できる施設 

○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 
・地下街を作って欲しい 
・アクセス、バス乗り場、タクシー乗り場を分けること 
・今の計画では危険なので 2 階にデッキを設けて 
 

＜市⺠館＞ 

○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 
・天井や壁が⼯夫された⼤ホール 
・⾳楽ホールは専⾨家の意⾒を聞いて作って欲しい 
・⼩規模なコンサートホール 
・設計は再開発ビルの本体とは別に発注を 
・⾳楽ホールをちゃんと専⾨家の意⾒を聞いて作って欲しいです 
・今の市⺠館⼤ホールの作りを参考にする 
・⾳楽ホールに特徴を出して、⾳楽のまちとしてがんばりたい 
・南のミューザ、北の宮前って⾔われるような⾳楽ホール 

○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 
・シリウスみたいな防⾳施設があると良い。例えば、⼤ホール（1000 席）、中ホール、⼩ホー

ル 
・宮前区は太⿎の団体が多いので、⼤ホール以外に太⿎を叩けるスペースが欲しい 

○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 
・響育として、⼦どもたちに響を体験して欲しい 

○市⺠館講座をネット配信したり、市⺠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 
・講座をネット配信して欲しい 
・イベントの情報がわかりやすいサイト欲しい 

○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⺠館で管理し、⽉

1 でマルシェ 
・コーヒースタンド、キッチンカー等を市⺠館の貸出にする 
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○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 
・⼦育てグループ、⾃主保育で使える、簡単な調理台、カセットコンロ、電⼦レンジが欲しい 

○市⺠館のユニフォームをもっと良くしたい 

○⼩学⽣スポーツクラブが練習できる 
・体育館を⼤きくして欲しい 
・室内運動施設がある 

 

＜図書館＞ 

○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 
・借りた本をドライブスルーで返却したい 
・返す場所を増やして欲しい 
・図書館ネット予約、郵送で返却 

○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 
・ジャンル分けした本棚欲しい 
・物理的なものの強み 
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２グループ 

◆気に⼊っていること・引き継ぎたいこと                         

○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 
・図書スペースと閲覧席が分かれている 
・勉強ができる学びの場がある 

○他館から借り⼊れができる 
・川崎市外からも図書館で他館から図書の借り⼊れができる 

○気軽に利⽤でき、図書館の敷居が低い 
・気軽に利⽤できる 

○季節ごとのイベントが豊かにある 
・イベント参加で楽しめる 
・外の広場での催し物 

○⼦育てママを⽀援する活動が多い 
・⼦育てママたちを⽀援する活動が沢⼭ある 

○市⺠館のスタッフががんばって活動に参加している 
・市⺠館のスタッフががんばっていることが伝わる 
・公園体操など市職員が地域活動に参加している 

○料理室が綺麗に保たれている 
・清潔感があり気配りがある 

○市⺠⾃⾝がやりたいことをやっている 
・市⺠⾃⾝がやりたいことを声に出している 

○施設が集まっているため駐⾞場が広い、多い 
・駐⾞場が⽐較的多い、広い 
・駐⾞場が広く、⾞で来やすい 

○家からのアクセスが良い 

○気分転換になる 
・気分転換 
・散歩の場所 
・バス停もある 

○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 
・同じ場所に区役所、図書館、警察があるから⽤事が⼀度に済む 

○市⺠館の利⽤料が安くて良い 

○市⺠館の活動には男性が少ないが、町内会・⾃治会活動は活発 
・男性が⾃治会などを動かしている 
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◆改善したいこと                            
○他区より宮前区内の図書館が少ない 
・宮前区内に図書館が少ない 

○施設の予約がネットでできない 
・施設予約がネットでできず、今は直接予約に⾏かなくてはならない 

○教室の数が少なく、予約ができない 
・教室が少ないから予約できない 

○照明や窓が暗い印象がある 
・全体的に暗い 
・窓が少なく、暗い 
・図書館はともかく市⺠館は明るくしてほしい 
・シリウスは開放的な印象がある 

○うるさい時もある 
・まれに⼤変うるさい 

○図書館の開館時間が短い 

○市⺠館で何をやっているのかわからない 
・市⺠館で何をやっているかわからない 
・市⺠館での活動に関してもっと情報発信が必要 

○料理室の使い勝⼿が悪い 
・施設の利⽤勝⼿が悪い 

○施設がない地域では、市⺠活動が広がりづらいと感じる 
・地域的に活動が広がっていない 
・アリーノができたが、野川⽅⾯に伝わっていない 

○鷺沼に移転した際の駅周辺の渋滞が⼼配 
・駅周辺の渋滞を緩和して欲しい 
 

◆アイデア、期待すること                         
＜全体＞ 

○広場にフリーピアノがある 
・広場にピアノを置いて⾃由に弾けるように 

○落書きができるスペース 
・芸術⽂化に触れることができ、ストリート感のある落書きスペース 
・川崎は岡本太郎、藤⼦不⼆雄、などアーティストがいる 

○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 
・明るく斬新な建物でランドマークや観光資源になる 

○川崎の⽔辺の⽣き物を展⽰するプチ⽔族館 
・川崎市の⽔辺の⽣き物のプチ⽔族館を観光資源にする 
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○⼦ども⾷堂が開催されている 
・200 円で⼦ども⾷堂を開催する 
・クラウドファンディングなど、お⾦を⽀援する仕組みがある 
・やりたい⼈が連携して毎週⾏う 
・不登校の⼦も関われる場になる 

○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 
・市内で活動しているサークルの活動内容がネット検索できる 
・市⺠館の活動情報がスマホで⾒ることができる 

○温泉、温⽔プールの機能があると良い 
・温⽔プールがあったら良い 

○商業機能、⾏政機能が⼀体的にあることで、⼀括でやりたいことができる 
・やりたいことがそこに⾏けば⼀括でできる 
・公的書類がネットで申請できる 
・商業施設とも連携して、訪れた⼈が鷺沼でお⾦を落とす仕組みづくり 

○もっとシニアが活動に関われる仕組みづくり 
・特に男性のシニアに出てきてほしい 
・お年寄りをひっぱり出す活動 
・編み物、縫い物教室 

○障がいを持つ⼦どもが⼩さいころから様々な⼈と関割ることができ、学ぶことができ

る場になる 
・障がい者の⼈も⼦どもの頃から⼀緒に学べる教育が⼤事 
・バリアフリーで凹凸の少ない環境にする 

○フリーWi-Fi にしてほしい 

○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 
・働く⼈が利⽤できるように、21 時くらいまで開いていてほしい 

○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 
・公園やバス停などに、ベンチ、テーブルを増やして欲しい 

○気軽に使えるように 
・施設をもっと気軽に使えるようにして欲しい 

○新しい施設の検討に体の不⾃由な当事者に⼊ってもらい、ユニバーサルデザインの思

想を盛り込む 
・障がい者の声を聞くことも⼤事 
・新しい施設を考える上で障がいについて考える 

○静かなところが確保されるといい 

○たまプラに依存しない川崎で完結できる施設にしたい 
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○再開発ビルの最上階に展望台があると良い 
・最上階に展望台を使って 

○再開発ビルに宿泊できるゲストルームがあると良い 
・宿泊できるゲストルームがある 

○退職後の男性も市⺠活動に参加できる仕組みがあると良い 
 

＜市⺠館＞ 

○⾳楽やダンス専⽤のスタジオがあり、練習できる 
・⾳楽、ダンスが練習できるスタジオ 

○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 
・普段学校で習っていることを市⺠講座で⼦どもたちにプレゼンしてもらう 

○⾷育の⼀環で⼦どもが使える料理室に整備する 
・⼦どもの⾷育をもっとしっかり扱うことができる 
・テーブル、椅⼦、⾷器を⼦どもたちの使えるものにして、3 歳児等⼩さいころからしっかり利

⽤できる料理室 

○市⺠館のホールで映画や芝居を定期的に開催してほしい 
・映画やお芝居を定期的にやってほしい 

○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 
・ホールの設備をよくしてプロのコンサートができるレベルに！ 
 

＜図書館＞ 

○飲⾷しながら、本を読みたい 
・お茶を飲みながら本を読みたい 

○ドローンやネット予約など、新しい貸し出しを検討する 
・本の貸借がドローンでできる 
・本をいろいろなところで借りられるように 
・本の返却場所を増やしてほしい 
・本を借りる窓⼝サービスがあちこちにある 
・ネットで借りた本が返す場所がある 

○電⼦図書が⾃分の端末で読める仕組み 
・電⼦図書で図書館所有の図書が⾃分の端末で読める 

○地域の歴史的資料を保存する 
・宮前区の歴史的資料をきちんと保持する 
・あえて時代逆⾏ 
・歴史的資料を使う、伝える、発信する 
・歴史的資料を⼦どもに勉強や調べ物に使ってほしい 
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３グループ 

◆気に⼊っていること・引き継ぎたいこと                 
○作品を展⽰、発表できるのでモチベーションがあがる 
・区で募集する作品展など 
・区⺠のモチベーションに繋がる 

○市⺠主催のイベントがたくさんある 
・市⺠が主催するイベントがたくさんある 

○市⺠館は多様なプログラムがあり、好きなものを探せる 
・市⺠館は多様なプログラムがあり、好きなものを探せる 

○市⺠館のイベントが地域の⽅々とのふれあいに繋がる 
・「⼦どもあそびランド」での地域の⽅々とのふれあい 

○図書館に静かで集中して勉強できる空間がある 
・勉強や読書できる空間がある 
・静かで良い 

○⾃動貸出機が便利でストレスがなく、ワクワクする 
・⾃動の貸出機がある 

○本を取り寄せてくれる 
・在庫のない本を神奈川県から取り寄せてくれるので幅が広がる 

○休憩できる椅⼦があり、癒される 
・椅⼦が多い 

○認知症コーナーなど新しい切り⼝のコーナーがある 
・認知症の⼈に優しい本コーナーなどテーマであるのが⾯⽩い 

○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充実してて良い 
・図書館の⼦どもスペースや児童室が使いやすい 

○⼀度にたくさん借りられる 
・⼀度に 10 冊までたくさん本が借りられる 

○⼦どもが⾛り回れ、中⾼⽣のダンスができる広場 
・区役所との間の広場で⼦どもたちが遊べる 
・広場がある 
・中⾼⽣がダンスしている 
 

◆改善したいこと                            
○区全域からのアクセスが良くない 
・区全域からのアクセスが悪い 
・アクセスが良くない、バスなどがあると良い 
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○23 万区⺠が使うには施設規模が⼩さい 

○図書館の閲覧席が少なく座りづらい 

○トイレが暗くて怖く、防犯上不安なため⾏きづらい 
・トイレが暗く少し⾏きづらい 

○エレベーターが 1 つで少ない 

○会議室が少なく、普通すぎる 
・会議室が普通すぎる 
 

◆アイデア、期待すること                         
＜全体＞ 

○市⺠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 
・⼀⼈住まいの⼈が集まれるようなところにして欲しい 
・好きな本について語るサークル、郷⼟仲間で集まる会など趣味や関⼼を通して、コミュニケ

ーションに繋がる仕組み 
・趣味や共通点でつながる情報共有の場 
・同じ趣味を持った市⺠同⼠がコミュニケーションをとれる場が欲しい 
・多様な世代がつながるきっかけとして、web サイトや、市と区の掲⽰板を活⽤する 

○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 
・様々な活動やプログラムの全体像がわかるコンシェルジュ機能 
・趣味や共通点でつながる情報共有の場 

○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 
・帰国⼦⼥、留学⽣、外国⼈向けのサポート 

○市⺠の悩みを気軽に共有できる場所になる 
・⾼齢者、受験⽣などが、気軽に来ることができて、息抜きや悩み相談が気軽にできる場所 
・希望を持てる場所にしたい 

○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 
・地元での働き、多様な働き⽅を⽀援してくれる 
・コワーキングスペースのような場所になり、地域の活性化につながる 

○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 
・ちょっと稼げる⼀坪ショップをやってほしい 

○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 
・託児室があると良い 

○区役所・市⺠館・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 
・施設の中に緑の空間 
・宮前区の顔としてのグリーンスペースのある図書館、市⺠館 
・マドリードの植物園、マトーチャ駅のような施設内の通路等に緑が欲しい 



 

 12 

○区⺠農園や区の畑があると良い 
・畑なども⼊れて、みどりがたくさんの施設にしたい 

○ゆとりのあるスペースにしてほしい 
・もっと広くして欲しい 
 

＜市⺠館＞ 

○区⺠のアイデアを出し合い、⾒える化し、つながる市⺠館 
・区⺠のアイデアがつながる市⺠館 
・区⺠からのアイデアを⾒える化する 

○施設の予約を Web でできるようにする 
・児童室の予約が来館のみにしかできないため、web でできるようにしたい 

○会議室を市⺠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 
・もっと部屋が欲しい 
・アートや市⺠の販売ができると良い 

○中⾼⽣が⾳楽活動をできる部屋があると良い 
・中⾼⽣が無料で⾳楽活動できる部屋が欲しい 

○市⺠館をバリアフリーにしたい 
 

＜図書館＞ 

○全国から注⽬されるおしゃれな図書館にしたい 
・全国から注⽬されるモデル事業としておしゃれな市⺠館、図書館にしたい 

○⾳を気にせず、交流できるスペースがある 
・図書館に防⾳のカフェスペースが欲しい 
・勉強教えたり、少し話すことができる空間がある 
・中⾼⽣が集まりやすいスペースがある 
・中⾼⽣が勉強を教え合える場所が欲しい 

○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 
・読書通帳など今まで借りた本の記録ができる 
・ゲーム感覚で本を⼈に紹介できる 

○オススメの本をチャートで教えてくれる 
・⾃分に合ったオススメの本をチャートで教えてくれる 

○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 
・今の良い本がたくさんあるという図書館本来の姿を守る 
・スペース限られるため電⼦書籍も導⼊し、さらに充実させる 

○リサイクルとして古い本を持って来られるサービス 
・リサイクルスペースとして、不要だけど使えるものを持っていける 
・必要な⼈がもらえる 

○市⺠による本の紹介、レビュー、感想を検索画⾯やポップとして掲⽰する 
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・検索画⾯やポップに市⺠が本のレビューを書く 

○登録がスムーズにできるような⼯夫をしてほしい 
・職員を増やして欲しい 

○閲覧席がゆったりソファーなどあると良い 

○⾃動貸出機増やしてほしい 
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４グループ 

◆気に⼊っていること・引き継ぎたいこと                   
○200 冊を超える布の本がある 
・布の絵本のコレクション 

○市⺠館、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 
・図書館を利⽤する道すがら、展⽰コーナーがあって⽴ち寄りやすい 
・図書館の⼊りやすさ 
・市⺠館に⼊ってすぐ図書館がある 

○本を⼿にとって探せる開架式の本が多い 
・開架式でたくさん本が並んでいるのは良い 

○図書館のカウンターがシンプルでわかりやすい 
・カウンターがわかりやすい 

○レファレンスの相談員さんが親切 
・相談員が親⾝になり講座や本を探してくれる 

○市⺠館の職員の対応が良い 
・受付の⼈の態度が良い、断り⽅も丁寧 

○市⺠発の企画の講座がおもしろい 
・特に市⺠⾃主学級でおもしろい講座がある 

○図書館の⼦どもコーナーが広くて良い 
・図書館の⼦どもコーナーが広くて使いやすい 

○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 
・利⽤する機会の少ない書物が準備されていること 

○県⽴図書館と連携している 
・市内の図書館同⼠の連携が取れること 
 

◆改善したいこと                            
○ロビーが暗い 

○図書の寄贈等の事務⼿続きが煩雑 

○本が古い 
・図書が古い 

○⽴地上の利便性が悪く利⽤回数が増えない 
・区北部からのアクセスが悪い 
・利便性が悪く利⽤回数が増えない 

○新刊リクエストができない等、ネットサービスの不⾜ 
・新刊書のリクエストをネットからできるようにして欲しい 
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○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 
・図書館がラーニングコモンズとして使いにくい 
・今後は図書が中⼼じゃない場も必要 

○図書館の利⽤証と市⺠館の登録が分かれている 

○市⺠館のトイレが狭い 
・市⺠館はトイレが狭いから困る 

○開かれている講座の情報が⼊ってこない 
・具体的に開かれている講座の内容が認知されづらい 

 
◆アイデア、期待すること                         
＜全体＞ 

○市⺠館、図書館で⾷事ができるフリースペース 
・市⺠活動センター、フリースペースで会議や⾷事ができる 

○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 
・利⽤者の希望に合わせた特設コーナー 
・イベントと連携する 

○電波が⼊ってネット環境が整っている 
・Wi-Fi もしくは各キャリア対応の電波は絶対ある 

○映像を⾒られるコーナー 
・DVD など映像を⾒られるスペース 

○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 
・⼦ども学習コーナー 
・働いているお⺟さんも多いので⼦どもの「居場所」となると良い 
・ルールに縛られず、⾃由に過ごせる 

○若い⼈が来るようなおしゃれなカフェで過ごしたい 
・スタバ、タリーズなど有名なカフェを⼊れて欲しい 
・鷺沼にスターバックスが欲しい 

○デザイン性のある記憶に残る雰囲気の良い施設 
・雰囲気の良い場所 
・図書館が建築家のデザイン 

○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 
・⾳楽の本を読んだらすぐそこに楽器があるなど図書館での学びを実践できるように⽀援して

ほしい 

○⼀般の⼈と障がい者とのふれあいの場があると良い 
・ユニバーサルデザインの市⺠館、図書館になり、講座がたくさん増えれば良い 

○⼦どもが遊んでいる側で⾼齢者が遊びを教えられる場 
・世代を超えた交流スペース 
・⼦どもエリアに⼤⼈の椅⼦がある 
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○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 
・知らない⼈と話したい 

○⾃動販売機が Suica 対応になるといい 
・飲み物の⾃販機に Suica 対応でキャッシュレス化 

○歩いていけるアクセスの良い施設になると良い 
 

＜市⺠館＞ 

○コンシェルジュが市⺠館と図書館のつなぎ役となる 
・コンシェルジュなど、市⺠館と図書館をつなげる⼈がいる 

○市⺠館講座のマンネリ化を感じるので、更新が必要 

○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 
・もう少し明るく！ 
・市⺠館のロビーが暗いので太陽が当たる明るいロビーに 
 

＜図書館＞ 

○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 
・時代に合わせて、図書という⾔葉に縛られない場 
・今後は図書を中⼼とする場だけでなく、みんなで学ぶ場にしたい 

○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 
・⽂庫など地域の読書団体への⽀援紹介 
・地域とのネットワークづくり 

○図書館の中に会話ができるコーナーがあると良い 
・ブッククラブ（読書会）ができるコーナーがあると良い 
・図書館の中に会話できる場所がほしい 

○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 
・サービスを Web で受けられるようにしたい 

○ブラウジングコーナーで雑誌を読めると良い 
・雑誌のブラウジングルーム 

○宮前区独⾃の資料を集めて欲しい 
・地域に関わる資料収集、提供、保存 
・宮前区の産業、特に農業の特⾊的な資料のコレクションがある 

○より多くの椅⼦がほしい 
・図書館の中にたくさん椅⼦がほしい 

○閲覧席に資料を広げられるスペースがあると良い 
・本を広げるテーブルのある閲覧コーナーがあれば良い 
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○静かに読む場とワイワイする場と機能を分ける 
・交流したり個⼈で本を読んだりできる「場」としての図書館 
・静かに読書、研究したい⼈⽤のスペースがほしい 
・市⺠館とは別に読み聞かせや研修ができるスペースがほしい 

○読み聞かせ⽤の質の良い本を充実させてほしい 
・読み聞かせの良い本やコーナーをより充実させてほしい 

○7 つの理念をより広めたほうが良い 
・図書館のコンセプトを掲⽰すると良い 

○アリーノの図書館をもっと広くして欲しい 
・アリーノの図書館をもっと広くして欲しい 
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５グループ（⼦どもグループ） 

◆気に⼊っていること・引き継ぎたいこと                   
○⼩さい⼦たちや⼀般の⼈まで⾊々な⼈が本を読める 
・⼩さい⼦達が本を読めるスペースがある 
・⼩さい⼦から⼀般の⽅までが楽しめる図書館 
・⼦どもの本と⼀般の本を分けてあるところを残してほしい 

○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 
・⾊々な⼈と交流ができる 
・⾳楽の発表会を聴ける 
・⾳楽ホールがあること 
・発表会ができるホールが良い 
・たくさんの⼈と交流ができる場所がある 

○夏休みに⼦どもが楽しめるイベントがある 
・夏休み⼦どもあそびランドなどのイベントが良い 
・夏休み⼦どもあそびランドのイベントが楽しいから残して欲しい 
・⼦どもあそびランドは楽しいから残して欲しい 

○みんなが楽しめるお祭りやイベントがある 
・みんなが楽しめる⾏事がある、交流がある 
・⾊々なイベントを⾏っている 
・市⺠館で⾊々なイベントがある 

○勉強できるスペースがある 
・勉強ができるスペースがあるところ 
・勉強できるスペースがある 
・閲覧席があること 
・勉強ができるスペースがあること 
・勉強ができる図書館の⼆階は残して欲しい 

○パソコンで本を探せる 
・パソコンで本がどこにあるか調べられるところが楽で良い 
・本を探すときはパソコンを使える 
・本を探しやすいような機械があるところ 
・本を読めるテーブルや椅⼦がある 

○飲⾷ができるスペースがある 
・飲⾷ができるところが残って欲しい 

○アリーノなど他の場所でも本を返せる 

○ギャラリーがある 

○⼦ども向けに読み聞かせをしている 
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○たくさんの種類の本や CD などが借りられる 
・本以外にも CD などの貸し出しもできること 
・⾊んなジャンルの本が沢⼭読める 
・沢⼭の本やジャンルがあること 
・沢⼭の本、雑誌、CD などがある 

○本を借りたり返したりできる 

○本を借りられる期間が２週間で⻑くて良い 
・本を借りられる期間が⻑い 

○⼊り⼝のところにチラシがいっぱいある 
・チラシがいっぱい置いてある 

○すぐ⽴ち寄れる 
・すぐ⽴ち寄れるところ 

○読書相談ができる 
・読書相談ができ、⾃由研究で活⽤できる 

○気軽に市⺠館を利⽤できる 
・気軽に市⺠館を利⽤でき、学校の体育館改修の為に壮⾏会などで使⽤した 

 

◆改善したいこと                            
○勉強スペースが少なく、使いづらい 
・閲覧席の数が⾜りないことがある 
・⼀⼈で勉強できるスペースがほしい 
・⼤⼈は静かすぎるし、⼩さな⼦は泣いたり、⼤きな声を出すので、歳が上の⽅の⼦ども⽤の

勉強スペースをつくってほしい 
・勉強スペースを⼤きくして欲しい 
・勉強専⽤の部屋がほしい 
・勉強スペースをもうちょっと増やしてほしい 

○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 
・駐⾞場とバスで来た⼈の道をわけてほしい。危ない 

 
◆アイデア、期待すること                         
＜全体＞ 

○トイレを綺麗にしてほしい 

○はじめて来る⼈にも場所が分かりやすい、建物が良い 
・はじめて鷺沼に来る⼈でも場所がわかるような建物の中⾝が良い 
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○売店のような飲み物やお菓⼦を買えるところがほしい 
・売店みたいに飲み物や、お菓⼦を買える  
・飲⾷ができるスペースを作ってほしい 
・ギャラリーの前に＋toks のような販売店を設置し、飲⾷可のスペースをもっと増やしてほし

い 
・マクドナルドがほしい 

○みんなが集まれるスペースがあったら良い 
・⼦どもから⼤⼈までみんなが集まるスペースがあったらいいな 

○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 
・気軽に⽴ち寄れる、体育館みたいな場所 
・スポーツができる広場 

○遊具があって遊べるスペースがあるとよい 
・庭、遊べるスペースがほしい 
・遊具があったら良い 
・遊具などの遊び場がほしい 
・ターザンロープなど、アスレチックがある公園の遊具がほしい 
・広場に遊具が少しでも良いのでほしい 

○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 
・イベントを増やしてもっと交流できる  

○みんなで花や⽊などを育てられるようにしてほしい 
・みんなで花や⽊など育てられるようにしてほしい 

○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 
・広場で勉強できる 
・芝⽣の広場で飲⾷できる 

○開放感のある施設になったら良い 
・本棚の⾼さや配置の⼯夫、天井の⾼さ、窓など、開放感のあるような施設 

○芝⽣のある屋内広場を設ける 
・広場を室内にして、床を草にする 

○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 
・にぎやかに喋れるところもあってほしい 
・にぎやかなスペース、静かなスペースが両⽅あってほしい 

○借りられる⽇数が増える 
・借りられる⽇数が増える 

○⼈気の本は冊数を増やしてほしい 
・⼈気の本など同じ本が何冊かほしい 

○落ち着いて、リラックスできる場所がほしい 
・⼩学⽣がリラックスできる場所、おじいちゃんとかが使うような疲れが取れる様な場所 
・だらんとした場所や落ち着く場所がほしい 
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○区役所と市⺠館をつなぐ橋があると良い 
・横断歩道を渡ると時間がかかるので、区役所と市⺠館をつなぐ橋がほしい 

○市⺠館・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 
・市⺠館、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の新設 

○⼈がたくさん集まる場所になったら良い 
・公共の場になると思うから、いっぱい⼈が集まるところになったらいいなと思う 

○多くの区⺠が利⽤したいと思える施設 
・多くの区⺠が利⽤したいと思えるような施設 

○市のことも相談できる 
・明るくて、誰でも市のことを相談できる 

○明るく気軽に⽴ち寄れる雰囲気や施設になったらよい 
・気軽に⽴ち寄れる 
・気軽に⼊れるような施設や設備がある、硬いイメージがない 
・気軽に⽴ち寄れる雰囲気 
・光で明るく、気軽に⼊りやすい 
・やわらかなイメージ 
・親しまれている 

○どんな⼈にも使いやすいバリアフリーな場所になってほしい 
・どんな⼈でも⼊りやすいバリアフリーな場所 
・⼊り⼝も館内も段差を無くしたりして⾞椅⼦の⼈が使いやすい場所 
・どんな⼈でも気軽に⼊って⼤丈夫 
・外国⼈でも障がいがある⼈でも誰でも寄れるようになってほしい 

○⼦ども向けイベントをもっと増やしてほしい 
・もっとイベントの数を増やしてほしい 
・イベントをもっと増やしてほしい 

＜市⺠館＞ 

○⼤⼈だけでなく、⼦どもも楽しめるギャラリーにしたい 
・ギャラリーの内容をもっと⼦ども向けにしたら良い 

○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 
・1000 ⼈規模、500 ⼈規模の異なるホールをいくつか⽤意して欲しい 

○商業施設などが充実している、今までにない市⺠館 
・商業施設などが充実していて今までにない市⺠館 

○⼤きい望遠鏡で星を⾒ることができたら良い 
・市⺠館の屋上で、⼤きな望遠鏡を置いて星を⾒る 

○予約なしでも部屋を使えるとよい 
・予約を事前にしなくても、気軽に部屋を使えると良い 
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○無料で体育館のように気軽に遊べるところがほしい 
・体育館のように少し遊んだりして気軽に⽴ち寄れる場所があるといい 
・体育館みたいなスペースで気軽に⽴ち寄れて、無料で時間予約できる遊べる場所 

 

＜図書館＞ 

○勉強スペースを⼤きくしてほしい 

○外国⼈でも使いやすく⽇本語を翻訳できると良い 
・コンピューターなど⽇本語で書いてあるのをドイツ語や英語に訳す等、外国⼈でも図書館に

よれるような⼯夫がある 

○本を借りなくても使える読書コーナーがあると良い 
・読書コーナーも欲しい 

○図書館の⼈のオススメや⼈気ランキングがあるとよい 
・⼈気の本のランキングをつくってほしい 
・図書館の⼈のオススメの本があると良い 

○毎⽇図書館が開いている 
・⽇曜⽇にも営業してほしい 
・毎⽇のんびりしたい 
・毎⽇図書館がやっている 

○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 
・⼈気の本は複数冊置いて、多くの⼈が借りられるようにしてほしい 
・⼈気の本は１冊だけでなく、２冊や３冊あってほしい 

○借りられる期間を増やして欲しい 
・延⻑が⾯倒くさいので、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 
・CD も本のように⾒て選べるようにしてほしい 

○マンガや歴史マンガを増やしてほしい 
・歴史のマンガを増やしてほしい 
・マンガを置いてほしい 
・マンガコーナーがほしい 

○カテゴリー分けを⼯夫して本を探しやすくしてほしい 
・理科でも理科の⾍等、もっと詳細な項⽬で本を探しやすくしてほしい 
・本を選びやすいようにしてほしい 

○⼩説の数を増やしてほしい 
・⼩説の数を増やしてほしい 
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○寝転がりながら本が読めるスペースがある 
・本について学べるところや、寝転びながら本を読めるところがほしい 
・ゴロゴロしながら本を読めて、のんびりできるスペースがある 
・寝転がって本などが読める場所 
・寝ながら本を読める場所があったらいいな 
・昼寝ができるスペースがほしい 
・本を⾒ながら寝られるスペース 
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第２回 宮前市民館・図書館アイデアワークショップ 記録 

※◎は、グループ内でのシール投票で、最もよいアイデアに貼られたもの（ひとり１

枚）。●は、よいアイデアに貼られたもの（ひとり２枚）。 

テーマ 地域とつながる開かれた場所のあり方 

１グループ 

＜短冊＞ 

アイデア 誰が、どんなことを？その他、工夫など 

楽しくて、歩きたくなるシンボリックなス

ロープがあって超バリアフリー（●×7

枚） 

・子どもたちが走り回っても大丈夫 

・ベビーカー、車イスがエレベーターを使わ

ずに楽しんで移動ができる 

・お互いがゆずり合って使える 

朝カツ~夜カツまで 24時間利用でき、こ

れまで利用しなかった人も行きたくなる 

（●×１４枚） 

・朝カツでビジネスマンが早朝から学びの場

に利用できる。例えば、料理教室や体操・

太極拳など体を動かすもの 

・夜カツで仕事帰り、子どもが寝てからの時

間に集まって夜講座など、交流する 

・普段利用しなかった人が行く動機になる場

所 

・図書館自体はオープンしなくても貸し借り

の自動化やフリースペースの利用が可能 

子どもの大騒ぎも OK！ママパパが気を使わ

ず、子育てを応援する人であふれている

（●×１５枚） 

・どんなに大きな声を出しても大丈夫な部屋

がある 

・施設そのものが子育てを応援する人であふ

れている 

・いつ訪れても子育ての相談ができる 

・子は親をまねて成長するので、子どもと大

人を分けずに過ごせる場がある 

・夜泣きの駆け込み寺になる 

宮前兄妹メロコス SHOP がある 

（●×４枚） 

・宮前のキャラクターなのにグッズが手に入

らないので、ぜひ SHOP がほしい 

資料６
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＜模造紙＞ 

■利用時間を拡大すると利用者が増える（◎×３枚、●×１枚） 

・早朝に朝活のコンテンツを行う 

・夜中でも集まって、話せる 

・夕方、仕事帰りの人が立ち寄れる講座を開催する 

・朝５時~夜終電までなど、利用時間拡大をする 

・開館時間をもっと早めて、閉館時間を延ばしてほしい 

・施設が 24 時間オープンしている 

・開館時間が長いと安全面が心配なので近くに交番がある環境にする 

■お手本となるバリアフリー化をしたい 

・お手本となるバリアフリー化（◎×１枚） 

・障がいを持った人がもっとこうした検討の場に参加したいと思えるよう、主催側が声かけし

ていくことが大事 

・障がいのある方、ない方がともにつくる宮前のまちづくり（◎×１枚） 

・広いトイレがある 

・ベビーカーがエレベーター以外で移動できる 

・川や森といった自然をイメージさせるデザインのらせんスロープがある（◎×３枚、●×３

枚） 

・スロープがシンボルになるようにしたい 

・施設上アクセスしやすい場所がみんなの活動の場所に（●×１枚） 

■雨天に外で遊べない子どもたちが集まれるような場所 

・雨でも子どもが走って遊べる 

■赤ちゃんから子どもが騒いで OK な場所 

・夜泣きスペースがある 

・子どもや子育て世代が自由に利用できる部屋を一室設け、みんなで食事づくりをする 

・ゆりかごから墓場まで助け合える空間があり、まちぐるみで子育てサポートできるまち（●

×１枚） 

・オムツ、ミルク、おしりふき、何でもある 

・２４時間保育士や子育て支援員が常駐し、ママパパが安心していられる 

・子どもが喜ぶ場所になってほしい 

・大人の活動を子どもが見て学んでまねることが大事なので、子どもと大人を分けない場所づ

くり（●×１枚） 

・大人が子どもを受け入れる風潮が大事 

■施設内の活動の様子が見えて、つながりが生まれる（●×１枚） 

・1つ 1つのスペースを壁などで分けず、活動している様子がわかるようなオープンな空間に

して、人と人のつながりが生まれる 
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■市民館・図書館の情報を発信し、多くの人に知ってもらう工夫がある 

・市民館・図書館のイベントや講座スケジュールなど、何時でも見られるように駅からの案内

板を設置して多くの方々に活動を知ってもらう（●×１枚） 

・建物についての説明や今やっているイベントの紹介ができるタッチ式のパネルが入り口や案

内所にあるといい 

■ビジネスが生まれる場所（●×１枚） 

・収益が生まれる活動も OK にして、ビジネスが生まれる場所にする 

・宮前の野菜×お菓子づくりでお菓子 SHOP を開く 

■宮前の野菜が買えるマルシェができる（●×１枚） 

・宮前の農作物が買える。直売所も人気！ 

■人が集える広場 

・中学の必須科目にダンスが入ったと聞いたので広場は欲しい 

・既存の広場のガラスの前で練習している人たちがもっとダンスできる場所にしたい 

■誰でも使えるフリースペース 

・誰でも何でも使えるようなフリースペースの増設 

・学生が勉強できるスペースや本棚 

・社会人が帰りに立ち寄れるようなスペース 

・座って話せるスペース 

■若者が遊びに来たいと想える場所 

・溝の口・二子玉・たまプラ・センター北などに映画館やショッピングセンター、プリクラが

とれるので遊びに行ってしまうので、鷺沼の新しい施設に遊びに来られると良い 

■シアターやミニコンサートホールがほしい 

・ミッドナイトシアターを開催したい 

・ヴェネツィア国際映画祭や川崎市アートセンターアルテリオ映像館のような上映コンテンツ

に個性がある上映作品を市民館で上映する 

・ミニコンサートホールがほしい 

・フィリアホールのように規模の異なるホールが２つ以上あるといい 

・音楽の練習ができる部屋がある 

■市民館と図書館の垣根をこえた運営をしてほしい 

・市民館と図書館の組織のカベを打ち破れ（●×１枚） 

■軽飲食の提供が可能になる 

・軽飲食の提供や持ち込みが可能になる 

■宮前のまちの地域情報を知ることができる（●×１枚） 

・お神輿を飾って宮前区のお祭りなど地域イベントの紹介 

・SNS 等のネットを活用した地域情報を、施設内の情報掲示に活用する 
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・外国人向けに施設表示や案内の多言語化 

・求人・仲間など気軽に募集できる 

■メロコス SHOP をつくってグッズを展開する（●×２枚） 

■二子玉川の蔦屋家電のように森の中の図書館にしたい 

・森の中にある図書館（●×１枚） 

・神社・仏閣があるなど、個性的な場にしたい 

・上質なホテルのようで、都会的でスマートな施設 
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テーマ 地域とつながる開かれた場所のあり方 

２グループ 

＜短冊＞ 

アイデア 誰が、どんなことを？その他、工夫など 

市民の関心の高いテーマを集めて、

学んだり、交流できる 

（●×６枚） 

・区民のニーズに応じて定期的に内容が検討され

る、変わり、また行きたくなる 

・市民や大学、民間が提案・企画できる仕組み 

・市民館・図書館への提案ボックスがある 

・一人住まい、引きこもり若者、働き世代、障がい

を持った方など、これまで利用してなかった人が

気軽に訪れられるようにする 

・学びや交流の機会をつくり、継続させることが大

切

困りごと相談コンシェルジュがいた

り、情報交換ボード、施設やまちの

活動情報コーナーがある 

（●×９枚） 

・コンシェルジュは、地域に詳しい人や得意なこと

がある人を「宮前マスター」として募集する 

・コンセルジュには困りごとが相談できる 

・エントランスなど、見えるところに設置された市

民の情報交換ボード、施設内の取組の情報、まち

での活動情報が得られるコーナーで、地域とつな

がるための情報を得られる 

誰でも気軽に利用、交流できる開け

た居場所がある 

（●×19 枚） 

・普段訪れない人も利用できる 

・テーブルやイスが豊富にある 

・ごろ寝できる 

・自由に交流できるフリースペースがある 

・気軽におしゃべりできる 

・勉強できる 

・お茶しながらひと休み 

・くつろげる畳の部屋など 

・待ち合わせ場 

・食事もできる 

・開けた居場所 
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人の目を気にせず、安心して過ごせ

る心地いい空間や使い方の仕組みが

ある（●×８枚） 

・空間や時間を区切って安心して来られるようにす

る 

・照明落とす 

・音を消す 

・守られた空間 

・障がいのある方も含めて、多様な人が安心して人

の目を気にせずにいられる空間・仕組み 

＜模造紙＞ 

■講座のテーマを常に変化させて、今まで訪れなかった人も来られるようにする 

・色々な講座が催されている（◎×2枚） 

■シニア・一人暮らしなど、共通のテーマで集える 

・テーマごとの集いを促進してほしい 

■発達障がいの人もまわりを気にせず安心して行けるしかけづくり（●×１枚） 

・アメリカのおもちゃ屋は発達障がいの子どもたちだけの入店タイムあり、配慮されている

（◎×１枚） 

・全ての照明を消したり、音の出るものを消したりして、発達障がいの方が落ち着いて利用で

きる配慮をする 

・発達障がいや知的障害の子向けにパーテーションや机とイス、たたみのある小部屋など別室

を設ける 

・医ケア児含む障がいのある子が安心して集まれる守られたスペースがある 

■バリアフリーで空間的に広く、入りたくなるような施設デザイン（●×１枚） 

・視覚障がいをお持ちの方の動線点字が必要 

・入口が広く、扉がないなど足を踏み入れやすい環境にする 

・車いすの通路確保する 

・緑があって音楽が流れる 

■気軽に話し合える図書館スペース 

・図書館に私語可の閲覧席をつくったり、勉強を教え合える 

■市民館大ホールでのイベントと図書館とのタイアップ 

・市民館と図書館の融合 

■ロビーで自由に待ち合わせ・交流できるフリースペース（◎×１枚、●×２枚） 

・ロビーに椅子を置き、話せるスペースをつくる 

・自由に使える多目的スペースの拡充 
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・交流、お話、お茶などなんでも OK で、誰でも自由に使える「誰でもスペース」がロビーにあ

ると良い 

・待ち時間や空き時間でも過ごせる場所がある 

・交流、お話、お茶などなんでも OK で、テーブル・イスに気軽に座れる 

■シニアも若者も、ひきこもりの人もなりたい自分になれる居場所（◎×１枚、●×１

枚） 

・不登校の子ども含め、１０代の子たちが集まって好きなことができる、優先される（◎×１

枚） 

・ひきこもりの人や、うつからリカバリー中の人の居場所・交流の場（●×１枚） 

・民間の力活用し好きなもの・ことで集まれるワクワクしたしかけや場。行政に相談して民間

を紹介してくれる 

■市民が自由に企画できる場所 

・市民発案は制約あるので、武蔵野プレイスのように市民が自由に企画し、利用ができる（●

×２枚） 

■好きなテーマについてふらっと立ち寄れ、話し合いできる（●×２枚） 

・知らない人と話せるようにしたい 

■施設に併設して、食べる場所がある 

・食べるとことがほとんどないから困る（●×３枚） 

・カフェ・レストラン・パン屋カフェを併設する 

■エントランスに気軽に参加できるイベントの紹介や施設の案内がある 

・広いエントランスに入ると施設の紹介や案内が見られる 

■市民自主企画の枠外で、幅広いアイデアを気軽に提案できる仕組みがある 

・定期的にアイデアを募集し、興味あるテーマを希望できる 

■気軽に困っていることを相談できると良い 

・地域の歴史など疑問を地域にずっと住んでいて地域に詳しい宮前マスターや学芸員さんに気

軽に相談できる（◎×１枚、●×３枚） 

・他区には多数あるのに、宮前区だけひとつだけなので、図書館がまちじゅうにもっと点在

していても良い 

■活動を支える仕組み自由に！  

・「あれはダメ」「これはなし」ではなく、活動を広げ、支えるような柔軟な対応をしてほしい 

■新しい施設でも今の市民館・図書館に関わっている人を大切にする 

・今の市民館と図書館とつながっている人を大切にしてほしい（◎×１枚） 

・ネットワークが大切なので複数の図書館・市民館 

・働き世代・障がい者・子育て・シニアのノウハウをうまくシェアする 
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■平日夜に「働き世代を高める」をテーマにしたイベントや講座を開催（●×１枚） 

・働き世代の仕事・キャリアに役立つ講座が土日・平日夜にある（◎×１枚） 

■働き方に合った働く場所がある 

・フリーランスの人が集まって仕事できる場 

・リモートワークの人が集まって仕事ができる 

■エントランスなど人目の多いところで地域とつながる情報が得られる（◎×１枚） 

・「あげます／くれます」などのメモを貼れるマッチングボードのような、地域の人がつなが

れるしかけがあると良い（●×１枚） 

・市民館・図書館に提案できる BOX 

■新しい市民館・図書館を契機にもっときれいな町にする 

・新たに市民館・図書館ができることを契機に、もっときれいな町になれば良いと思います 



9 

テーマ 文化・教養・ビジネスを生み出す場のあり方 

＜短冊＞ 

アイデア 誰が、どんなことを？その他、工夫など 

市民が持つスキルや得意なことを生

かし宮前区の若手を育てる＝ジモテ

ィーチャーがコミュニティのハブと

なる（●×１４枚） 

・宮前区の OG・OB が相談役になって若手を応援す

る 

・社会人同士が悩み事などを話し合えるコミュニテ

ィハブ 

・フリースペースに毎回違うテーマを掲げて集まる

・市民のスキルや経験をシェアする 

・工房、工作室、美術室、メカいじり、園芸など自

分の得意なことができる・活かせる場  

やりたい気持ちを後押し、企業や働

く機会を支援してくれるビジネス・

イノベーションを生む仕組み 

（●×５枚） 

・１０代~９０代まで多国籍の方も含めた働く場 

・お家起業家を育てるためにその分野に強い市民を

フォローするコンシェルジュがいる 

・ビジネスマッチング、復業したい人の発掘ができ

るビジネス掲示板、宮前区内の人と外の人を結ぶ

などで、「何か」をやりたいという気持ちをアト

オシする場の創出し、見える化する 

・「ママさんレストラン」、「定期的なマルシェ」、

「宮前のカルチャーセンター」 

今までにない活動や取り組み、イノ

ベーションが生まれやすい空間の工

夫がある 

（●×２４枚） 

・段差や天井高などで完全に仕切らないで、空間を

ゆるく分けて、机の高さが低いなど多様な体験が

できるスペース 

・フリースペースに毎回違うテーマを掲げる 

・コワーキングスペースの整備新しい取り組みの分

類が生まれるスペース 

・活発的じゃない人、活動していない人も活動を眺

められる、見える化 

・カフェ、見学イスなどで、「ホッ」とするスペー

ス 

・中でつくった作品が生まれた活動を皆に見てもら

える場があると良い 



10 

＜模造紙＞ 

■活動を見える化できる場●×２枚） 

・屋外でサークル活動や発表練習をする

・作品や道具の保存場所をつくり、それらを展示する 

・フリースペースを設け、毎回違う「集まって欲しい人」を掲げてみる 

■全館完備の Wi-Fi 環境  

・Wi-Fi 環境は必須 

・Wi-Fi 完備カフェ 

■外国人が英語や自国の料理などを紹介する 

・宮前区在住の外国人は平成 30年 12 月で 3217 人いる 

■ジモティーチャー会をつくる 

・先輩にノウハウを教わることができ、宮前区の特徴もある、地元 OG・OB 会、ジモティーチャ

ー会をつくる（◎×２枚、●×２枚） 

・転勤されて帰ってきた人の体験談や赤ちゃんだけでなく、中高生の受験など子育て相談がで

きる 

■障がいを持っている人も得意なことが活かせて関われる場 

・多様な人が交流し各々の「得意なこと」を生かす場 

・障がいを持っている人も関われる場も必要 

・コミュニティの「入口」をわかりやすくすることで、参加しやすい環境をつくる 

■大手企業ではなく市民のシェアできるスキルを活かして教えられる「大学」（◎×１

枚、●×１枚） 

・宮前区はすごい人がたくさんいるので、オール宮前のカルチャーセンターを創立する 

■社会人同士が悩みを話し合えるコミュニティハブ（●×１枚） 

・宮前区出身の社会人同士が、悩みなどを話し合うハブがあって、そこで支え合い、まちや社

会にまた出ていける 

■おうち起業家を育てられる 

・家でアロマサロンを開いたり、おうち起業家を育てる 

■何かやりたい人を「あと押し」する場 

・「何か」をやりたいという気持ちをあと押しする場・時間 

・コワーキングスペースの整備 

・何かやりたい人のスタートアップの支援 

■仕事をつくる仕組みづくり（◎×２枚、●×１枚） 
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■ダンス・絵描きは表現者、建築・機会はものづくりなど新しい取り組みの分類が生ま

れる（◎×1 枚、●×１枚） 

・ダンス・油絵は表現者、建築・機械はものづくりなど取り組みの分類の仕方を変える、大き

なくくりにする 

■自由な発想・アイデアが生まれるようなスペース 

・普通の会議室ではなく、机がすごく低かったり、床の高さを変えてみたり、自由な発想・ア

イデアが生まれるようなスペース 

■復業したい人の専門職のスキルを活かす機会がある 

・復業したい人たちとの接点をつくる 

■スキルがある人が手をあげるビジネス掲示板 

・ビジネス掲示板 

■短時間で気軽に挑戦できる仕組み 

・気軽に短時間で気づいていない自分のスキルを活かす 

■宮前区出身者と外の人を結ぶビジネスマッチングのデータベースの構築 

・スキルや知識をシェアできるデータベース 

・宮前区出身者と外の人を結ぶビジネスマッチング 

■各分野に強い市民を雇用し、お互いの潜在能力を発揮する機会や場づくり（◎×１

枚、●×１枚） 

・得意なことがあっても自分で手を挙げない人もいるので、そういう人に声をかけてあげるこ

とで力を発揮する機会や場づくりができる 

・その分野に強い市民を雇用し、コンシェルジュになってもらう 

■外国人や１０代~９０代、各世代がバイトをして多様な人が一緒に働ける 

・１０代~８０・９０代各世代からバイト募集し、一緒に働く 

■活動場所を完全に仕切らないで多様な体験ができるスペース 

・活動場所に完全に分けない 

・可動式壁（パーテーション）、段差、天井高などで空間を分ける 

■活発じゃない人もホッとできる空間（●×２枚） 

・カフェスペース 

・活発じゃない人もゆるく参加できて、みんなの活動を見学できる見学イス 

■自分の得意なことが活かせる工房（●×２枚） 

・工作室や美術室、メカいじり、園芸などできる場 

・工房を作る 

・コミュニティキッチン 

■掲示板やコンテストで市民のアイデアが集まり何かが生まれるしくみ 
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・市民による書き込み付きアイデアコンテスト 

・アイデアをはりだし、HP 掲載し、仲間を募る掲示板 

■定期的に足を運んでもらうイベントがある 

・定期的なマルシェの開催 

・ママさんレストラン 
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テーマ 情報を収集・発見し、深め集積する場のあり方 

４グループ 

＜短冊＞ 

アイデア 誰が、どんなことを？その他、工夫など 

宮前区独自の歴史や地域のデー

タベースを作り、発信する 

（●×６枚） 

・日記・写真・音声資料・商業文献など灰色文献を集積

する 

・リアルタイムな地域情報を収集し、掲示板などで発信

し、アーカイブする 

にぎやかな場と静かな場がすみ

分けられていて、利用者の目的

に応じて利用できる 

（●×１５枚） 

・にぎやかの場（会議・音楽・アトリエ・グループ勉強

など）と静かな場（個人の勉強スペース）が棲み分け

られる 

図書館が生活の中心になる 

（●×４枚） 

・困った時に拠り所のなる場所（ハローワーク、法律相

談、医療、災害時、…） 

・図書館の周辺に民間の商業施設・利便施設があり、便利

・図書館の役割は、情報の海の水先案内人 

１０年後、２０年後の未来でも

使えるアップデート型の施設 

（●×１４枚）

・ハードも変えていけるように最初から対応させる 

・壁をがっちりつくらない 

＜模造紙＞ 

■友達同士で勉強を教え合えるスペースがある（●×１枚） 

・学生などが勉強を教えあったり、少し話したりできるスペース 

■たくさんの資料を活用しながら大人数で学べる 

・今は一人で来て一人で学ぶ利用が多いので、大人数での学習の図書館利用を当たり前にする 

・子どもをしっかりすみ分けして、各年代に合った学び方ができる 

■学んだことを実践できる場と本棚が近く、自由に創造できるアトリエ的な空間がある

（◎×１枚） 

・知ったこと学んだことをまとめて発信する場所。アトリエ的な場所が欲しい 

・紙芝居づくり、音楽も作れて、目的に応じて雑音も OK にすることで自由度が上がる 
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■ハローワークなど生活につながる有用な情報を得られる（●×１枚） 

・生活につながる情報に対応する図書館、お店、企業や個人… 

・海外の図書館にはハローワーク機能があり、仕事を求めて来る 

・ネット、まとめ、ツイッターだけではなく、図書館で情報元が有用な情報を得られる 

■静かな、にぎやかなど目的に応じたスペースの確保（◎×１枚、●×３枚） 

・フロア別によるスペースの確保 

・会議室・音楽室はにぎやか、勉強は静か 

・来る人の年代・目的違うので自分のやりたいことができるスペースの確保が必要 

■作者順だけではなく、「泣ける本」「ミステリー」などカテゴリーで分かれている本棚 

・作者順だけでなくテーマを決めてある本棚 

・近くの図書館は最近「泣けた話ありますか？」というテーマの本棚があった 

・書店では、作者フェスやイベントも開催している 

■「学びのトレンド」として読書リストの作成 

・書店と連携して、とにかくこれだけは読んでおいてという学ぶをテーマにした読書リストの

作成 

■読書通帳など過去に読んだ本が分かる仕組み（●×１枚） 

・読書通帳など自分の活動を振り返ることができるしくみ 

・個人情報の問題があるので、個人・民間と連携し印刷しておいておき、やりたい人がやる工

夫にする 

■アイデア実現するためにはサポーター、助手、案内人など「人」が必要 

・サポーター・助手・案内人の必要性 

■施設自体が発展し、未来の人も使えるアップデート図書館（◎×１枚） 

・施設自体が発展し続けられる環境を用意する。アップデートできる 

・１０年後使い方が変わっても対応できる未来的図書館 

・目安箱で意見収集でき、変えていけるハード整備 

■個人が持っている歴史的資料を収集し、宮前区独自のデータベースを構築する（◎×

４枚、●×１枚） 

・学祭資料など地域の人が持っているもの作っている灰色文献を収集する 

・個人の地域の貴重な歴史文献や写真を収集し、歴史の教科書にのせたい! 

・書籍だけでなく音声チラシなど様々な資料を収集する 

・地域の歴史コーナーなども設ける 

・本だけではなく日記や写真、音声記録などを収集し利用できるようにする 

・宮前区の歴史的資料を積極的に収集する 

・戦争の時の記憶・日記・写真の音声を文字にできる聞き書き講座がある 

・図書館が家近いから集まりやすいのでここでしか知り得ないものになる 
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■老若男女問わず、学校や塾に行けない子も学べる 

・老若男女問わずいろいろなセミナーなど開催していく 

・水平的・垂直的生涯講座の実現 

・塾に行けない子どもが学習できる  

■司書の手間を減らしたり、開架を増やすため、集密書架を導入し、開かれた情報を市

民に提供する（◎×１枚、●×１枚） 

・開かれた情報で関心を持ってもらう 

・開架に集密書架を導入。ブラウジングできて図書を多くするが、子どもがいるところは安全

面を考える必要がある 

・本をなるべく開架にする。手に取りやすくする 

・児童書庫は開架が良い 

■市内の小学校、博物館や美術館など宮前区について学べる施設に資料を出張させる 

・宮前区についての理解を深めるために博物館や美術館に展示 

・もっている資料を出していく 

・小学校に資料を出張 

■地区毎の情報をリアルタイムで得られる（●×１枚） 

・地区ごとの出来事を月１回くらい新聞などで紹介する 

・SNS も紙媒体も両方必要 

■市民の意見や地域の情報を集めるデジタル掲示板からデータベースをつくる 

・デジタルのご意見掲示板 

・情報集めてくれるデータベースをつくる（●×２枚） 

■図書館と書店とうまく連携していきたい 

・新刊書店・古書店との関係を考えたい 

・図書館＝学習支援なので、書店とは存在目的は別 

・宮前区書店少ない 

・電子書籍の導入で書店と連携する 

■宮前区・川崎市出身企業の人の話が聞ける 

・地域出身またはその地域の企業と連携から貴重な話が聞ける（●×１枚） 

・学生に職業体験、キャリア相談できる 

・ビジネス生み出す 

■市民館・図書館を中心にした施設整備で今まで来なかった人も来やすい拠点となる

（●×１枚） 

・カフェやレストラン、スーパーなどの中心に市民館・図書館をつくる（●×２枚） 

・カフェ、スーパーなどいろんなお店。今まで来なかった人も来やすい拠点 
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子どもチーム 

＜短冊＞ 

アイデア 誰が、どんなことを？その他、工夫など 

「ナマケものスペース」をつくる 

（●×１５枚）

・子どもから大人まで使える 

・明るくてゆったりできるところと真っ暗でリ

ラックスできるところをつくる 

・ジャズ、森っぽい、クラシックとか部屋によ

ってゆったりした音楽 

・たたみスペースがあり、冬はこたつや夏は

水、冬はお湯の足湯がある

「Nature Park」にする 

（●×１８枚）

・子どもから大人まで使える 

・カフェがある 

・本を読んだり勉強ができる 

・自然がいっぱい 

・芝生の広場 

・木でできた机がある 

・木下で本が読める。勉強ができる

「Sun in the room」「サンシャインラン

ド」「ミュージックステーション」など 

（●×８枚）

・子どもだけのスペース 

・楽器がひける 

・テレビがある 

・スクリーンがある 

・静かなところは地下でにぎやかなところは入

り口の近くにする 

・屋外のにぎやかなスペースは公園のようにお

しゃれになるとよい 

＜模造紙＞

■暗い環境のなかでソファやクッション、ハンモックが利用でき、寝られるスペースが

ある 

・ソファ一人掛けくらい。1/2 くらいの広さ 

・一人用のソファがクッションみたいな 
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・ビーズの一人用のクッションが置いてあり、寝られるところをつくる 

・少し部屋が暗い寝る専用のスペースでハンモックに寝転がれる 

・ソファやハンモック、たたみなど 10 ヶ所くらいの寝られるスペース 

・ハンモック 10~15 個程度欲しい 

・寝られるところがたくさんあったほうがよい 

・一部真っ暗なスペースがある 

■日本らしい畳の空間がある 

・日本らしいたたみが９~１０畳くらいほしい 

■ゆったりした音楽を聴く 

・ゆったりした音楽を聴く 

■好きなことのできる部屋 

・リラックスできる静かな空間だったり、個人個人の好きなことができる場所 

■木製の机を置いて、飲食ができたり、勉強できたりする 

・木の机を置いて飲み物を入れるところを作る 

・木の素材でできている机がいい 

・机は木製で、一人だけで勉強できるところが５つくらいほしい 

■スタバみたいなカフェ・カフェテリア風な場所 

・スタバみたいな喫茶店がほしい 

・café teria 風にすると良い 

■木の下で勉強できたり本が読めたり勉強できたり、自然に囲まれながら過ごせる 

・風を感じられる広場の木陰に勉強や本を読めるスペース 

・きれいなベンチとかで本が読めたりするところ 

・木の下で静かに本を読んだり、勉強できるスペース 

・自然に囲まれながら過ごせる 

・自然や木がいっぱいあるスペース 

・芝生の広場 

■開放感があり、ぬくもりを感じられるよう、太陽の光が入るように大きい窓やガラス

がある 

・太陽の明るさ、ぬくもりを感じられるスペース（室内でガラス張り→開放感） 

・大きい窓が付いていて開放感のある体育館 

・色々な人がすぐに入れる感じの開放感のあるガラス張りの場所 

・公園みたいに遊べる場所 

■楽器が演奏できるにぎやかなスペース 

・音楽が流れたり、ピアノが演奏できたりする 

・楽器がたくさんある 
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・にぎやかなスペースは自分たちで音楽が演奏できる 

■スクリーンがあって映画やテレビを見ることができる 

・スクリーンがあって映画やテレビを見ることができる 

・テレビを見ることができるガラス張りの室内 

・大きなテレビが５台くらいある 

■外部は公園にして、おしゃれな場所にしたい 

・外は公園にしておしゃれなところ 

■静かなところは地下で、にぎやかなところは楽しさが伝わりやすいは入り口近くに配

置する 

・静かなところは地下で、楽しい印象をつけるためにぎやかなところは入り口近く 

＜宮前区らしさって？＞ 

■緑がたくさんある 

・自然緑が多い 

・自然・木が多い 

・緑がたくさんある 

・緑が多い 

・緑がいっぱいなところ 

・西側、全体的に学校の周りは田舎っぽい 

■公園がたくさんあって自然が豊かである 

・自然が多い 

・自然がたくさんある 

・公園が多い 

・運動できる広い感じ 

・こどもがたくさんいる 

・公園が広い 

・比較的都会 

・人が多く栄えていると西の自然が残っているところ 

・宮崎第４公園 

・鷺沼第一公園 

・土橋 

・こだい公園 

・緑公園 

・南公園 

・桜公園 
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・宮前平公園 

・つつじ公園 

・中央公園 

・こども公園 

■梨やメロンなど地域の特産物がある 

・白雪姫など梨園が多い 

・メロンが有名 

・白雪姫というオリジナルの品種がある。美味しかった 

■お店が多くて便利 

・鷺沼フレルなどお店が一つのところにいっぱいある 

・スーパーマーケットが多い 

・店が多い 

・都会に近い 

・鷺沼・宮前平の駅前買い物できる場所が多い 

■たくさん人が住んでいるところ 

・たくさん人が住んでいる 

・人が多い 

■住宅街で静かなところ 

・住宅街だから静か 

・夜が静か。車の音もうるさくない 

・土橋４丁目周辺は虫の声が聞こえる 

■建物が低くて住みやすい 

・建物が低いので広く感じられる、天気が良い時が良い 

・高ビルが建っていないので、ビル風がない、雷が落ちてこない、生活に被害が出ない 

・暮らしやすい 

・高すぎる家があまりない 

■坂が多いから運動になり長生きできる 

・坂が多いので運動できるため、長生きできることによって、宮前区が好きになる 

■交通の便がいい 

・尻手黒川・東名があり、自動車の交通の便はいい 

・交通の便がいい 

・鷺沼駅からバスや電車でいろいろなところに行ける 

■東京に近い 

・都心に近い 

・東京に近い 
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■お祭りなどイベントがある 

・お祭りが多い 

・イベントが多い 

・土橋神社の例大祭 

・夏祭り 

・おみこしパレード 

・宮前市民祭 

・菅生神社のお祭り 

■関東で三番目に大きなお神輿がある 

・関東で三番目に大きなお神輿がある 

■スポーツを楽しめる 

・サッカー（フロンターレ）や野球などのスポーツが気軽に楽しめる 

■公共施設が多い 

・学校多いので、一つの学校にゆとりができる 

・公共の場が多い 

・発表会ができるところ 

■人が優しい 

・人が優しい 

■JAXA の本部が近い 

・JAXA の本部が近い 

■塾が多い 

・塾が多い 
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宮前区文化協会 ヒアリング結果 

日 時：令和元（2019）年 10 月 18 日（金）15時～16 時 

場 所：宮前市民館会議室 

参加者：役員８名、大島課長、澁谷館長、宮川担当課長 

【市民館について】 

〇ホール 

・大道具の搬出入がやり易いとよい。 

・高い舞台がよい。また、舞台は自動にひな壇化できるとよい。 

・高齢化が進んでいるので、舞台へのスロープ、手すり等バリアフリーに配慮してほしい。 

・背が高い人が前に座ると舞台が見えなくなるので、客席は重ならないようにしてほしい。 

・規模は現在と同じレベルがよい。 

・バレエ公演は子どもの演技を観るために複数の家族が来館する。また、舞台道具や演出等

に係る費用が高く 1,500 席ないと興行的に厳しい。 

・1,000 席程度が適当ではないか。 

・当会のイベントは 300人程度の公演が多く、空席が目立つと演者にとって張り合いがない。 

・客席内の通路は移動がしやすいように配慮してほしい（現在の客席内の通路は段差があり

高齢者には危ない）。 

・高齢者や障害者が増えているので専用席が必要ではないか。 

・イベント時は女子トイレに行列ができる等の現状から演者と観客用のトイレ数はしっかり

検討してほしい（武蔵小杉のコンベンションホールのトイレは男女比が変更できる）。 

・和式トイレは必要ないのではないか。 

・駅の近くになるので観客が来やすくなるのは良いことである。 

・抽選倍率が高いので、現在のホールは残してほしい。 

・現在のホールは非常口を使うと裏から入場できてしまう。 

・リハーサル室があるとよい。 

・ホール関係諸室と会議室は分けてほしい。 

〇ギャラリー 

・閉鎖的、狭い、暗い、入り口が一つ、空調等の課題がある（アートフォーラムあざみ野のギ

ャラリーは明るい）。 

〇諸室 

・現在の和室は整っているが水屋が少し狭い。 

・和室はフリースペースとしても利用してもよい。 

・和室は調光ができるとよい。 

・現在の市民館４階全体が閉鎖的で入りづらい。 

・諸室の活動が外から見えるとよい。 

資料７
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【図書館について】 

・子育て世代が利用しやすいようにしてほしい（授乳室、おむつ交換等）。 

・川崎市内の図書館は全般的に入りづらい（中原図書館は入りやすい）。 

・ゆとりをもって本を配架してほしい。 

・自動車文庫は高齢者にとって便利である。 

・市民館からの図書館への通路が狭い。 

【その他】 

・最近の台風被害等を踏まえた対策をしてほしい（機械室、駐車場等）。 

・新しい施設に行きやすいようにバス便を増やしてほしい。 

・最近の民間ビルに移転した公共施設の駐車場は駐車料金が有料化している。できれば無料

であるとありがたい。民生委員は無料であるが、文化協会も同様の扱いにしてほしい。他

都市のホールは無料券を発行している例もある。 

・イベントには集客が一番大事である。町内会ではイベントの広報が困難である。イベント

の掲示等の広報に工夫が必要である。 

・宮前区は公共施設が少ないので現在の施設を残してほしい。 

・活動の次の担い手づくりに課題がある。 

・今後も意見交換の機会をいただきたい。 
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2 0 1 9年1 1月2 0日(水) 1 8時０0分～ 於:地域みまもり支援センター 健康診断ホール 
出 席 者： 石川委員､○永野委員､○太田委員､○秋岡委員、 新井委員､○荒川委員､○新安委員､ 

 岩委員、 落谷委員､○喜多委員､○小林肇委員、○佐々木委員、○清水委員、○當津委員、 
○時田委員､○永井委員、○野口委員、○藤田委員､ 細谷委員､ 松井(隆)委員､○松本委員、 

      ○三澤委員､○籔本委員、 渡辺啓委員 
地域振興課：○松元課長､○小池係長､○吉川職員､ 滋野職員 
コンサルタント：○中島､○柳澤 
 

※生涯学習推進課より、市民館図書館移転アイデアワークショップ（全２回）や宮前区民祭への 
ブース出展によるオープンハウスでの様子や出された意見などの報告を受け、今後の展望などが 
説明された。以下、質疑応答。 

・目の見えない人のためのサピエ図書館というものがある。最近では一般の図書館もそれに加入して
いる。宮前図書館も是非それに参加してほしい。また、人の集まる場所はトイレが大事だと思うの
で良いトイレを作って欲しい。 
⇒バリアフリーやユニバーサルという意見が子どもたちから出ている。宮前図書館・市民館だけで
なく図書館サービス全体に関わることなので当該要望について、まずは課内で情報共有化する。 

・最近では大和市や武雄市、富士吉田市の様に図書館をまちの活性化に活用している例がたくさんあ
る。市民の皆さんの意見を聴くのももちろん大事だが、とがったものにするためにプロによるプレ
ゼンを行い、その内容を行政と市民で評価するのはどうか。 
⇒市民の皆さまの意見だけではなく、まちづくりの観点や行政の施策などを参考にしながら基本計
画を取りまとめていきたい。 

・現在出ている意見は子ども向けのものが多い。そういったスペースを提供するにあたって、使うた
めの条件を設けたらよいのではないか。そういったものがあれば、施設のために掃除等、責任感を
もってやるのではないか。 
⇒設計と同時にルールづくりも行えればと考えているので、参考にさせていただく。 
・鷺沼駅前の民間の開発とのすり合わせはどうなっているのか。図書館・市民館だけでなく、再開発
とあわせて一体的に作っていくべきである。 
⇒基本計画の策定後、民間事業者との連携を図っていく必要があると考えている。 
・昨年の鷺沼駅前についてのワークショップに参加した。その中では図書館・市民館についての意見
がたくさん出たが、そこからのつながりが見えない。 
⇒本年度の図書館・市民館ワークショップ開催にあたっては検討の前段として、昨年度の（鷺沼駅
周辺再編整備に伴う宮前区のまちづくりに関する）ワークショップや区民アンケートの市民館・
図書館に関する結果をワークショップ参加者にお示しした上で意見交換を実施しており、昨年度
からの一連の流れとして今年度も取り組んでいる。 

・鷺沼に図書館・市民館ができること自体は賛成だが、現在の図書館・市民館はどうなるのか。基本
方針に盛り込まれるのか。 
⇒３部会を設置する等、庁内横断的な取組を進めている。 

新しい宮前市民館・図書館関連部分抜粋

資料８
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 （参考） 新宮前市民館・図書館・区役所整備検討：教育委員会 
      現区役所等施設・用地活用検討    ：財政局 
      向丘出張所機能検討         ：市民文化局 


