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 みんなでつくる、あたらしい宮前市民館・図書館アイデアワークショップ  
宮前市民館・図書館に関するアンケート 結果 

本ワークショップの開催にあたり実施した の取りまとめ
結果です。 

アンケート期間 令和元年 月 月 日 

へのアンケート 
人に参加申込書及びアンケートを送付 

回答数： 件  回収率 ％ 

公募での 
アンケート 

周知方法：区内小中高等学校・駅・公共施設へのポスター掲示、市政だより等 
回答数： 件 

回答数 件  （内訳）無作為抽出 件・公募 件 

年齢  

 

 

 

 
 

 

 

 

歳代から 歳代の方から、比較的多くの回答をいただきました。 

性別  
 
 
 
 
 
 
 
 
回答者の男女比は、男性約４割、女性約６割と、女性の回答が多くなっています。 

①宮前
図書館の利用度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある方が ％です。 

 

無回答

0.4%
10歳代

12%

20歳代

4%30歳代

15%
40歳代

19%

50歳代

20%

60歳代

12%

70歳代以上

18%

n=243

無回答
1%

男性
38%

女性
61%

n=243

無回答
0.4% 11%

図書館のみ
11%

両方ない
16%

両方使用したことがある
62%

n=243

資料１
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② お選びく

ださい。（複数回答可 ５つまで） 

図書館の機能のうち「さまざまな図書や新聞、雑誌がある」「読書・調べ物・学習などができる静
かな環境」はともに 50％
では 41.2％の方が「さまざま
ある「子育て世代・こども向けのサービスがある」「イベント・お祭りが開催されている」「高齢者・
障がい者・外国人向けサービスがある」についても多くの方が引き継ぎたいこととして選びました。 

 

＜その他・自由記入欄＞ 
■子どもにとって安心してのびのびと本を読める居場所である 
・子どもにとって安心な居場所としての図書館 
・子どもが床に座ってのびのびと本を読めるスペースがある。 

■自習ルームがある 
・自習ルーム（図書館） 

■図書の量をもっと充実させてほしい 
・図書の量はまだまだ少ない。もっと充実させてほしい。 
・マンガの充実、新刊図書も多くある。 

■交通の利便性が課題 
・交通の利便性 

■スペースを有効活用し、展示や人が集える地域交流の場所にする 
・スペースを有効に使えるようにする(ホール、絵画等展示できると良い)。 
・ロビーにイスとテーブルが置かれてから、いろんな人が集える場所になったと思う。 
・年代を超えた地域交流の場 
・とくに図書館で単に本の貸し出しだけではなく、文化、健康、遊び等に特化したイベントを行い図書館を

常に動かしていく？ような業態にしてほしい。 

1.6%

4.5%

6.6%

8.6%

10.3%

12.8%

14.8%

15.6%

19.3%

23.5%

27.2%

34.2%

37.0%

38.3%

41.2%

52.7%

54.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答
特にない

その他

講座等で新たな知りあいができる

ボランティア等、さまざまな活動ができる

宮前区に関する資料がある

読書相談や調べ物相談ができる

講座やサークル等の情報が得られる

発表の場になっている

高齢者・障がい者・外国人向けのサービスがある

コンサートや展示会がある

イベント・お祭りが開催されている

子育て世代・子ども向けのサービスがある

さまざまな講座がある

読書・調べ物・学習等ができる静かな環境

さまざまな図書や新聞、雑誌がある

n=243
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■カフェ・レストランの併設など開放的でゆっくり過ごせる施設が良い 
・カフェが併設されているなど、おしゃれで開放的なところがある。 
・カフェ・レストラン等ゆっくりと過ごせる施設。ネットカフェの様な設備環境 

■静かな環境を維持してほしい。ショップやカフェは併設不要 
・図書館は静かなことが重要。ショップやカフェの併設は不要。第三セクターでもよいが現状維持を望む。 

■テーブル、椅子、本などの汚れなど公共施設の衛生管理への意識づけについて考えたい 
・多様な方が利用するため、テーブル、イスなどの設備、特に本等がベトベトに汚れていることもあり困

る。衛生的に清潔に管理いただけたら嬉しいですが。予算＆人手等を考えると難しいですよね。公共の施
設、どうしたら皆の意識が高まるのかなあ？ 

■家から遠い等利用したことがほとんどない 

内容は紙面で承知しております。 
・利用したことがないため 
・家から遠く不便なので利用したことがないのでわかりません。 
・殆ど使ったことがないのでわかりません。 

■まちづくりに関する広報の強化 
 

がどうなるかが不安 

そこの説明をしていただきたいです。 
 

  



 4

③ あなたが、
うことをお選びください。（複数回答可 ５つまで） 

館・図書館への期待で最も多かったのは「気軽に立ち寄れ、居心地がよい雰囲気」で、
全体の 81.9％の方が選びました。次いで、「飲食ができる」が 46.5％、「防災機能を兼ね備えてい
る」が 39.5％でした。 

 

＜その他・自由記入欄＞ 

■みんなで助け合いながら、安心・安全に暮らせるまちの拠点になると良い 
・それぞれが出来ることで補い合うボランティア的に！結果、市の予算もコストダウンへ。"皆が助け合い"

安心・安全に暮らせる街づくりの拠点であることを希望します。 

・「生涯学習センター」（東有馬）のように暖かな雰囲気が必要と思う。図書館にも。 

 
・年間 300 万人が利用する図書館シリウスをご存知ですか？散歩コースがあったり、子供も高齢者も楽 

しく汗を流せる施設なのです。成功事例を活かして、すごい図書館&  

■充電やフリーWi-Fi ができるなど、設備が充実している施設 
・充電設備 

・フリーWi-Fi が利用できる。 

・エアコンがあってほしい。 

・次世代に渡る活用が出来る設備を希望します。 

■話題の本や講演会などのイベントと連動した特集コーナーがある。特定のテーマの本を図書館で探す

のが大変 
・現在、話題の本や講演(例 岸本葉子、岡本かの子)で、参加した人に渡された本のリストを持ち帰っても図

書館で探すのは大変だったので、何冊かピックアップして並べておいてほしいと思った。都内の図書館

は、その点充実している感じです。 

1.6%

16.5%

15.2%

18.1%

20.2%

25.1%

27.6%

31.7%

35.0%

37.0%

39.5%

46.5%

81.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

無回答

その他

にぎやかに、おしゃべりができる

地域に出向いたサービス・講座等がある

②「引き継ぎたいこと」の充実

働く人向けのサービスがある

多様な世代やライフスタイルの人達が交流

情報・通信技術を活用したサービスがある

地域の情報拠点となる

防災機能を兼ね備えている

飲食ができる

気軽に立ち寄れ、居心地がよい雰囲気
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■図書館専門職の充実 
・司書等の図書館専門職の充実 

■自宅で過ごせない時に避難できる場所 
・中学受験の子どもをかかえていたため、自宅で過ごせない１年間をあざみ野図書館、都筑ふれあいの丘図

書館を閉館まで過ごしました。どうしようもない時、避難できる場所であってほしいと思います。中学受

験を避難生活でも乗り切れたのは図書館のおかげです。今でも子供は図書館が安心するといいます。 

■静かな場所 
・静かな場所であってほしい。 

■休憩できるスペース 
・読書等ができる休憩スペースがあってほしい。 

■勉強やコワーキング等多様な活動や利用等ができるスペース 
・勉強するスペースが十分ある。 

・コワーキングスペース(勉強や同志(有志)の意見交換会) 

・駅付近のファーストフード店やカフェで勉強している学生や社会人をよく見るので、学習ができる静かな

環境に需要があると思います。 

・最近子供達の学習の場がありません。家に帰ると誘惑が多く学習する環境ではない子供や学生・社会人が

立ち寄り学べる静かなスペースを設置していただきたい。鷺沼駅前なら必ず利用する人は多いと考える。 

・打ち合わせなどが出来るスペース 

・自習室 

・シェアオフィス。個人事業主の人が家から出るけど区外に出ず、区内で日中留まる機会となりその世代が

有事にも町にいることで子供や高齢者をサポートする大きな力になるような気がする。 

・打合せ・会合用のスペースの貸し出し 

・自由に遊べるスペースや勉強できる所がある。 

■小規模でも良いのでハローワークがある 
・ミニ・ハローワークがあるとうれしいです。 

■食べ物が売っているような、小さな売店がある 
・ちょっとした売店がある（飲み物、アイス、お菓子とか）。 

 
・せめて 19 時まで開けていてほしい。 

■授乳スペースなど幼児のための設備・スペースがあると良い 
・授乳スペース、おむつ替え、キッズスペースもあると良いと思います。 

■様々なタイプのベンチを置き、地域の輪が広がるきっかけになると良い 
(雑談可能スペースと談話不可スペース)があるとたくさんの人が

利用して地域の輪が広がるきっかけになると思います。ベンチのタイプは輪になったり、2 人がけだった

り、子供が喜ぶやわらかい素材だったり、いろいろあるとちょっと座ってみたくなるものが良いと思いま

す。人口芝コーナーとかツボマットも良い。 

■DVD 視聴や楽器の練習ができる場所と web で予約できるようなシステムがあると良い 
・DVD 視聴ができるカフェの併設(図書館)、楽器の練習室(小規模の部屋を多く)を設け、web 予約できること 

■清潔を保つこと 
・せいけつ 

■駐車場がある 
・駐車場があること 
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■映画の「ニューヨーク公共図書館」を参考にアイデア出ししてほしい。まずはネーミング。 
・映画の「ニューヨーク公共図書館」からアイデ

担当者(教育委員会)の強烈なリーダーシップ(アイデア)で！まずはネーミング ex:武蔵野プレイス、仙台

メディアテーク（事務局注記：原文は仙台メディアワークと記載） 

■多様な人や多世代が活動・交流ができる場 
・保育園や小中学校との連携、多世代が訪れる事ができる施設、将来を見据えたコンセプトのある施設 

・障がい者との交流を深めたい。 

・高齢者のコミュニティスペース 

・子供達も活動できる場がある。 

うことを周知される場所になってほしい。 

・中高生が勉強を教え合うなど話ができるスペース(児童書コーナーの机のような)がある。 

・もう１つつけるとしたら⑤（事務局注記：複数回答で５つまでの選択だが、６つ目を選ぶとすると、５

「多様な世代やライフスタイルの人達が交流」にもう１つつけるという回答です。） 

■選挙の投票場所としても利用できると良い 
・選挙投票場所 

■図書館が遠い人も利用できる仕組みづくり 
・図書館が近くにない人のための出先機関をつくってほしい。 

・図書館の出先機関を宮前平駅・宮崎台駅又は現図書館の一部にでもつくって取り寄せできるようにしてほ

しいです。 

■バリアフリー化されると良い 
 

・完全バリアフリー化の施設 

■地域のボランティアグループが利用できる場がある 
・地域で活動するボランティアグループの会議の場の確保 

 
 

■図書館で様々な年齢に向けたお話会の開催 
・図書館でのさまざまな年齢に向けたお話会の開催 

■無料・低額で誰でも利用できる施設 
・無料または低額で誰でも利用できる。 

■利用しなくなる。今の図書館を残してほしい 
・移転されてしまうとおそらくつかわなくなる(歩いていけなくなるので)。今の図書館を残してほしい。 

・今後も利用する機会はほぼないと思います。 

■今の施設をどうするか先に考えてほしい 
・新しいもの面白そうなものに飛びつくよりも、今あるものをどうするのかを先に考えてほしいです 

■目的をもって人が集まれる場所がいい 
・海老名図書館のように「つたや化」はやめてほしい。また、何でも入れ込むのはやめてほしい。川崎の市

まれる場所がいいのでは？ 
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令和元(2019)年10月発行
川崎市教育委員会事務局
生涯学習部生涯学習推進課
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新しい宮前市民館・図書館について考える

アイデアワ ー クショップの 1 回目を開催しました！

新し〈令和 7 (2025) ~ 8 (2026) 年度（予定）に鷺沼駅周辺に移転・整備する新しい宮前市民館・図書

館の検討に向けて、 第 1 回アイデアワ ー クショップを令和元 (2019) 年 9 月 7 日（土）に開催しました。

子どもたちのグル ー プを含め、 43 人の方から、 現在の宮前市民館・図書館で「気に入っていること」「改

善したいこと」、 また新し〈整備される施設への「こんな市民館・図書館になったら良い」等、 たくさんのこ’

意見をいただきました。 このニュ ー スレタ ー はワ ー クショップでいたたいたこ意見のまとめをお伝えします。

5 グル ー プに
分かれて、 こ参加

いただきました！！

当日のプログラム l
1 開会のあいさつ

2 オリエンテ ー ション

目的と進め方の説明

3 グル ー プワ ー ク

テ ー マ：新しい市民館 ・ 図書館の
整備に「引き継ぎたいこと」「期待
すること」を出し合おう

4 グル ー プことに成果発表、 まとめ

5 閉会のあいさつ

lヽただl'た

こ·意見は裏面へ

資料２





みんなでつくる、あたらしい

宮前市民館・図書館宮前市民館・図書館

ニュースレター vol.2

トピック１
新しい宮前市民館・図書館の

アイデアワークショップの 2回目を開催しました！

いただいたアイデアや
「いいね！」は裏面へ

令和元（2019）年 11月発行
川崎市教育委員会事務局
生涯学習部生涯学習推進課

各グループで
アイデアを
出し合い・・・

　第 2 回アイデアワークショップを令和元（2019）

年 10月 5日（土）に開催しました。

　第１回目にいただいたご意見を「地域とつながる

開かれた場所のあり方」「文化・教養・ビジネスを

生み出す場のあり方」「情報を収集・発見し、深め

集積する場のあり方」の3つの視点から深めていき、

新しい宮前市民館・図書館への期待や使い方につい

てたくさんのアイデアをいただきました。

　令和元（2019）年 10 月 20 日（日）に開催された「宮前区民祭」にブース出展をしました。新しくなる

宮前市民館・図書館で実現したいアイデアの中で、「いいね！」と思うものにシールを貼っていただきました。

約 750人の方にご参加いただき、新しい宮前市民館・図書館への想いを聞くことができました。

　いただいたアイデアを参考としながら、新しい宮前市民館・図書館づくりを進めていきます。

トピック２
宮前区民祭に出展！新しい市民館・図書館のアイデアに
多くの「いいね！」をいただきました

子どもだけの場所

「ミュージックステーション」

「サンシャインランド」

「Sun in the room」実現したいアイデアを
みんなで考えました

子どもたちは
イラストでも
アイデアをくれました

10 代以下
38%

20 代
2%

30 代
7%

40 代
19%

50 代
6%

60 代
16%

70 代
9%

80 代以上
3%

約 750人の方に
ご参加
いただき
ました！

第 2回
アイデア
ワークショップ

オープンハウス
（宮前区民祭）

第１回
アイデア
ワークショップ

令和元（2019）年度

ここまでの市民意見

聴取のステップ

資料３



基本方針
策定

基本計画
→基本設計
→実施設計

駅前街区
工事

新しい
宮前市民館
宮前図書館
スタート

今ココ！

平成30（2018）年度
令和7（2025）
又は8（2026）年度

●新しい宮前市民館・図書館の今後の予定

●新しい市民館・図書館の主なアイデアと「いいね！」

〒210-8577　川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル３階
川崎市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課　
社会教育施設整備担当 TEL：044-200-1981　FAX：044-200-3950

問い合わせ先

　昨年から区民の皆様から様々なご意見をいただいております。
ご意見・アイデアを参考とし、基本計画を策定していきます。

朝カツ～夜カツまで 24 時間利用できる！？
これまで利用しなかった人も行きたくなる！

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しくみがある！

困った時の拠りどころ！暮らしや生活の
中心になる！

１０年後、２０年後の未来でも使えるアッ
プデート型の施設！

「ナマケものスペース」をつくりたい！

「Nature Park」にしたい！

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！

誰でも自由に利用できて、交流できるフリー

スペースがある！

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！

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！

子どもが泣いても
騒いでも大丈夫

寝ながら本が読める

みんなで勉強できる

にぎやかな場にぎやかな場

静かな場静かな場

お茶を飲みながら
ゆったり過ごせる

地域のみんなで
子育ての応援！！

親子で楽しく
過ごせる

市民活動が見える
諸室のつくり

一人で集中して
本が読める・勉強・仕事ができる

みんなで教えあえる

創作活動ができるいろんな使い方ができる
ワクワクする空間

251
いいね！

194
いいね！

226
いいね！

107
いいね！

108
いいね！

141
いいね！

128
いいね！270

いいね！

242
いいね！

226
いいね！

宮前区のみどりを生かしたい

木の家具

森の中で本を読んだり
スポーツできたり

ゴロゴロしながら
本が読める

お昼寝できるナマケものみたいに
ゆったりできるスペース

あたらしい宮前市民館・図書館


