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○未就学児の保護者を対象としたアンケート調査結果

未就学児やその保護者の方が日ごろどのように読書活動や図書館について接

しているのかを把握するために、下記のとおりアンケート調査を実施しました。

【有効回答総数：352 件】

※ 市内の関連施設（図書館・図書室・保育園・幼稚園・児童センター・児童館・保育

所・認定こども園・ひだまりセンター）において、未就学児の保護者の方へ周知

※ 調査期間は令和３年 10月 29 日から 11 月 23 日まで

※ グラフ中の割合（％）は四捨五入しているため合計が 100％にならないことがある

①お子さんの年齢はおいくつですか

・０歳 ５件

・１歳 35 件

・２歳 45 件

・３歳 63 件

・４歳 64 件

・５歳 78 件

・６歳以上 62 件

０歳 
1.42%

１歳
9.94%

２歳
12.78%

３歳 17.90%

４歳 18.18%

５歳
22.16%

６歳以上
17.61%
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②お子さんは絵本を読んでもらったり、ひとりで本を読んだりすることがありますか

・ある 347 件

・ない ５件

③（②で「ある」の場合）

どのような方法で絵本を読んでもらったりひとりで読んだりしていますか ※複数回

答

□家族や大人が読み聞かせをしている 337 件

□子ども自身が読書をしている 253 件

□その他 21 件

ある 98.58%

ない 1.42%

0 100 200 300 400

家族や大人が読み聞かせをしている

子ども自身が読書をしている

その他
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④（③で「読み聞かせをしている」の場合）

お子さんにはじめて読み聞かせをしたのはいつ頃ですか

・妊娠中 40 件

・０歳４ヶ月未満 179 件

・０歳４ヶ月～８ヶ月未満 84 件

・０歳８ヶ月～１歳未満 17 件

・１歳～１歳６ヶ月未満 14 件

・１歳６ヶ月～２歳未満 ０件

・２歳～３歳未満 １件

・３歳以上 ２件

妊娠中 11.87%

０歳４ヶ月未満
53.12%

０歳４ヶ月～
24.93%

０歳８ヶ月～
5.04%

１歳～
4.15%

２歳～ 0.30% ３歳以上 0.59%
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⑤（③で「読み聞かせをしている」の場合）

読み聞かせをどのくらいの頻度でしていますか

・ほぼ毎日 163 件

・週２～４回程度 115 件

・週１回程度 24 件

・月２～３回程度 26 件

・その他 ６件

ほぼ毎日
48.80%

週２～４回程度 
34.43%

週１回程度 7.19%

月２～３回程度 7.78%
その他
1.80%
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⑥（③で「読み聞かせをしている」の場合）

読み聞かせをするのは主にどなたですか

・母親 283 件

・父親 33 件

・祖父母 ４件

・兄弟 １件

・その他 13 件

母親
84.73%

父親 9.88%

祖父母 1.20%

兄弟 0.30% その他
3.89%
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⑦（③で「読み聞かせをしている」の場合）

１回の読み聞かせの時間は平均でどのくらいですか

・15 分以内 219 件

・15～30 分程度 106 件

・30 分～１時間程度 ８件

・１時間以上 １件

15分以内
65.57%

15～30分程度 
31.74%

30分～１時間程度 2.40% １時間以上 0.30%
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⑧（③で「読み聞かせをしている」の場合）

どのような目的で読み聞かせをしていますか ※複数回答

□本好きになってほしい 222 件

□お子さんの楽しみ 293 件

□読み手の楽しみ 86 件

□親子（読み手とお子さん）のふれあい 244 件

□読書力をつける 121 件

□学力の向上 65 件

□その他 25 件

0 50 100 150 200 250 300 350

本好きになってほしい

お子さんの楽しみ

読み手の楽しみ

親子（読み手とお子さん）のふれあい

読書力をつける

学力の向上

その他
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⑨（③で「子ども自身が読書」の場合）

お子さんは、ひとりでの読書をどのくらいの頻度でしていますか

・ほぼ毎日 95 件

・週２～４回程度 99 件

・週１回程度 38 件

・月２～３回程度 14 件

・その他 ５件

ほぼ毎日
37.85%

週２～４回程度 
39.44%

週１回程度 15.14%

月２～３回程度 5.58%
その他
1.99%
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⑩（③で「子ども自身が読書」の場合）

お子さんは、ひとりで読書をする場合の１回の読書時間は平均でどのくらいですか

・15 分以内 186 件

・15～30 分程度 58 件

・30 分～１時間程度 ６件

・１時間以上 ３件

15分以内
73.52%

15～30分程度 22.92%

30分～１時間程度 2.37% １時間以上 1.19%
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⑪絵本や子どもの本はどのようにして選んでいますか ※複数回答

□図書館で探す 207 件

□書店で探す 235 件

□図書館のブックリスト・おすすめ本から探す 81 件

□人から聞く、ＴＶやインターネット等 162 件

□その他 61 件

⑫お子さんは本が好きですか

・はい 310 件

・いいえ ３件

・どちらともいえない 39 件

0 50 100 150 200 250

図書館で探す

書店で探す

図書館のブックリスト・おすすめ本から探す

人から聞く、ＴＶやインターネット等

その他

はい 88.07%

いいえ 0.85%

どちらともいえない 11.08%
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⑬市内の図書館・図書室では、０歳から登録して図書貸出券を作れることをご存知です

か

・はい 236 件

・いいえ 116 件

⑭お子さんは（またはお子さんと一緒に）図書館・図書室をよく利用しますか

・はい 196 件

・いいえ 156 件

はい 67.05%

いいえ 32.95%

はい 55.68%

いいえ 44.32%
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⑮図書館・図書室の「おはなし会」などの子ども読書行事に参加したことはありますか

・はい 100 件

・いいえ 252 件

⑯（⑮で「はい」の場合）

図書館・図書室の子ども読書行事は何で知りましたか ※複数回答

□チラシやポスター 69 件

□図書館のホームページ 28 件

□広報こまえ 36 件

□人から聞いた 10 件

□その他 ８件

はい 28.41%

いいえ 71.59%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

チラシやポスター

図書館のホームページ

広報こまえ

人から聞いた

その他
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⑰（⑮で「いいえ」の場合）

参加したことがない理由は何ですか ※複数回答

□日時の都合が合わない 132 件

□興味がない 23 件

□行事のことを知らなかった 90 件

□その他 43 件

0 20 40 60 80 100 120 140

日時の都合が合わない

興味がない

行事のことを知らなかった

その他
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⑱「おはなし会」などの子ども読書行事に参加しやすい日時はありますか ※複数回答

□平日午前 39 件

□平日午後（13時～15時） 24 件

□平日午後（16時以降） 54 件

□土・日・祝日午前 255 件

□土・日・祝日午後（13 時～15 時） 156 件

□土・日・祝日午後（16 時以降） 68 件

0 50 100 150 200 250 300

平日午前

平日午後（13時～15時）

平日午後（16時以降）

土・日・祝日午前

土・日・祝日午後（13時～15時）

土・日・祝日午後（16時以降）
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⑲ 狛江市のブックスタート事業（※）で絵本を受け取りましたか

※３・４ヶ月児のお子さんを対象に絵本を１冊贈呈する事業です。

市外にお住いであったなど、ご存知なかった場合は「いいえ」を選んでください。

・はい 280 件

・いいえ 71 件

⑳（⑲で「はい」の場合）

ブックスタート事業により、読み聞かせを行う機会が増えた、またはそのきっかけとな

りましたか

・はい 202 件

・いいえ 20 件

・どちらともいえない 58 件

はい 72.14%

いいえ 7.14%

どちらともいえない
20.71%

はい 79.77%

いいえ 20.23%
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㉑（⑲で「はい」の場合）

ブックスタート事業により、図書館を利用する機会が増えた、またはそのきっかけとな

りましたか

・はい 129 件

・いいえ 85 件

・どちらともいえない 65 件

㉒ 「子どもの読書」や「図書館」についてのご希望・ご意見等（自由記述）

・ 乳幼児の読み聞かせの会を復活させて欲しい。

・ 中央図書館のちいさなかがくのともなどの棚が 2歳児には届かずもどかしい。

・ 地域センターの図書室も午前中から開室してほしいです。地域センターでの活動の

前後に寄れるととても便利だし利用者も増えると思います。

・ 図書館で親子で絵本を座って読むスペースが欲しい。

・ 一回に借りることが出来る、本の数の上限を増やしてほしい。

・ ブックスタートの本の送付時期はもう少し早めでいいと思いました。

・ 小学生向けの本がどこにあるのか探せず予約してから借りています。館内図が子ど

も向けに入り口付近にあるといいと思います。

・ 図書館では、書店にないような本が並んでいて、また、子ども自身が選べるので、

重宝しています。

・ 検索システムはあまり利用していないので実際の使い勝手は分かりませんが、絵本

のジャンル（「恐竜」「おばけ」等）で検索ができるなど、機能を充実させていただ

けると幸いです。

・ たくさんの種類が選べれば助かります

・ 英語で書いてある子供の絵本もいれてほしい。稲城市の図書室も使えるようにして

はい 46.24%

いいえ 30.47%

どちらともいえない
23.30%
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ほしい

・ 定期的に、月齢や年齢に合わせたおすすめの本や、人気の本のプレゼントがあった

らありがたいです。兄弟がいると、図書館まで行きたくてもなかなか行きにくいで

す。

・ 親子で読み合えるスペースの充実を要望します。

・ 乳幼児向けの簡単な英語の絵本を増やしてほしい。

・ コロナ禍で難しいかもしれないですが、図書館で子供が好きな絵本を取って読める

スペースを確保して欲しい。

・ 図書館は静かにしてなくてはいけないイメージがあり、小さな子どもを連れていく

のに引け目を感じてしまうことがあります。大人の図書コーナーとは別のお部屋な

どで子どもと一緒に本を見られたら嬉しいなと思います。

・ 私自身があまり本を読まない？読めない？人なので、自分の今までの経験から子供

には本を好きになって、色々な本に出会い想像力や読解力などを身につけてもらえ

たらなぁと思います。

・ 狛江に引っ越して、初めて市の図書館を利用しました。保育園に「図書館で会える

本」の冊子が置いてあったので、それを参考に本を選んだりしているのですが、年

齢別でオススメ本をもっと紹介してほしいです。

・ 乳幼児用の簡単な英語の絵本の取扱を増やして欲しい

・ 借りたい本がない時が多い。

・ 狛江の図書館自体取り扱っていない。

・ 古いものが多い。

・ 今人気のもの。流行り。に注目して常に新しい情報やあたら本を取り入れるように

して欲しい。

・ 新しく入荷した本の状況を発信してほしい。

・ LINE の狛江図書館のアカウントやインスタグラムなど SNS で発信していくのが良

いと思う。

・ 子供が本が好きなので図書館を利用したいですが、コロナになどのウイルスが心配

で、たくさんの人が手に取る図書館の本には抵抗があります。綺麗にしてくださっ

ているとは思いますが、安心して利用できる情報があると嬉しいです。

・ のらねこぐんだんシリーズをもっと増やして欲しいです

・ 子供に大ウケなのに借りるまでに時間がかかってしまうのと、他の子にも面白いか

ら紹介したくても借りられないからお勧めしづらいです

・ 司書さんのことが大好きで、保育園がお休みの土日はいつも行きたがります！いつ

もありがとうございます。

・ 子ども達が自由に絵本を読んだり、勉強できるスペースが図書館に欲しい。

・ 読書通帳で読んだ本の記録が出来るようにしてほしい

・ 子供たちが本探しで困ったり、調べ学習をする際に手間取ったりした時に相談しや
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すい環境を作っていただきたいです。

・ 土日のお話し会を増やしてほしい

・ 対象年齢の目印があると選びやすいので、印のある絵本を増やしてほしい。

・ 図書館は毎週 1回以上は通っており、子ども本人も私も大好きな場所です。子ども

も 0歳の時から利用者カード持っています。新しい図書館になっても、蔵書数は今

以上キープでお願いしたいです。例えば電車が好きな子なら、絵本でも図鑑でもい

いわけで、蔵書数は今が決して少ないとも思いません。絵本に限定せず紙芝居や図

鑑、もしかしたら YouTube 動画なども、クロスして、広く本の楽しみ方をトータル

で提案してくれる場であってくれると嬉しいなぁと思います

・ いつも楽しく利用しています。主に西河原図書館を利用していますが、木金だけで

なく、他の平日も開館時間が長くなると良いなと思います。

・ 家に本がたくさんあると目についたときにこれよんでと本を持ってきてくれるの

で、今の興味がわかったり読んであげた時の子供の満足感も高いなと感じています。

ただ絵本はお値段が高いので、あまり気軽にたくさん買えません。子供は本の扱い

も雑なので、借り物は取り扱いに神経を使います。

・ できれば市から、ブックスタート皮切りに半年ごとに月齢に合った一冊（いくつか

の中から好きな本を選べる）をプレゼントしていただけたらなぁと常々思っていま

した。（中古本や在庫品でもいいかと思います）マンネリ化しがちな子供のコミュ

ニケーションに目新しい風を吹き込み、日常が豊かに子供の教育の一環にもなるな

と思います！ 保育園に通っている子供だと、尚更親子での読書の機会が減ります。

頻度や期間、方法はお任せしますが、どうか前向きにご検討ください。

・ 紙芝居がとても好きなので、紙芝居の取り扱い数が増えると嬉しいです。また、返

却の際に返却ポストでも良いとありがたいです。

・ 母親自身が図書館が好きです。いつも心地よく利用させていただき、ありがとうご

ざいます。

・ アンパンマンなどキャラクター絵本も可能であれば入れて欲しい。

・ 夜遅くまで開いてるので助かります。いつもありがとうございます。座って読むス

ペースやもう少し広い図書館があるといいなと友人と話してました。

・ 図書館大好きです。コロナでなければもっと利用していたと思います。私の実家が

神奈川なのですが、シリウス大和という有名な市の図書館があります。狛江市は小

さな市ですし予算もあると思いますが、子供教育で本に力をいれるなら大和市のよ

うな自由な図書館作りも魅力的だと思います。市役所と西河原の図書館によく行っ

てましたが読書スペースが狭かったり、子供の読書スペース作りなども良いと思い

ます。現在の読書スペースは年配者の利用も多く子連れだとうるさくしてしまい迷

惑になるなぁという印象です。

・ 特になし

・ 図書館の本が結構くたびれていて借りる意欲が湧きにくい。特に赤ちゃん向けの本
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は衛生的にも気になってしまうので、結局買ってしまう。もう少し大きくなったら

図書館の利用もしてみたい。

・ 図書館での子供向けおはなし会をたくさんやってほしいです。土日祝もやってくれ

ると嬉しいです。

・ 中央図書館の乳幼児向けおはなしかいはコロナ禍での開催が難しいかと思います

が、また開催していただけると嬉しいです。子どもを連れて行きたいと考えていま

したが、動きやすくなってきた時期にコロナが流行し始め外出も難しくなってしま

い結局参加できてないままでいます。私もおはなしを聞くのが好きなので、子ども

と一緒に参加できる機会があると嬉しいです。

・ いつも図書館でお世話になっています。こども共々親子で図書館で本を選ぶのも楽

しく、その場で読み聞かせたり、家で読んだりと楽しんでいます。コロナであまり

会話はできませんが、図書館の司書さんとの、借りる時のやりとりもこどもの社会

性を育てる上で大切な関わりの１つだと感じています。

・ 電子書籍の時代にはなりましたが、図書館事業は今後もぜひ続けていってほしいと

思います。

・ 結婚を期に他市から引っ越してきた私にとって、子どもが 0歳のときから図書館を

使えると知れたのはブックスタートのおかげでした。また、その場で子どもだけで

なく私自身の利用カードも発行いただき、ほんの少しの手続きも大変な時期に図書

館利用のハードルを下げていただいたと思っています。感染症対策も大変な昨今で

すが、生涯に渡る知へのアクセスの機会を得るために(失わず済むように)、ブック

スタートはどんなときにもあった方が良いと思っています。

・ ブックスタートは、とても良い取り組みだと思いました。読み聞かせは忙しくてな

かなか出来ませんが、本をプレゼントしてもらえると、狛江市が、子供を大事にし

ているなと感じることができ、嬉しかったです。

・ よく本を借りて利用させてもらっています。ありがとうございます。学生や大人が

勉強できるスペースがあるといいなと思っています。

・ 中央図書館(市役所横)より、分室の方が好きです。読むスペースがあり、読みたい

本も見つかる気がします。

・ 乳児の時はコロナ前だったのでいけていましたが、赤子を背負った利用者が二人い

るといっぱいいっぱいでりようしづらかった。幅がもっと広くなってほしい。

・ いつもお世話になりありがとうございます。

・ 家の近所に図書室があり日頃からお世話になっています。お陰で本に触れる機会が

多く大変嬉しく思います。親は月から金でフルタイム、子供は 9時から 18 時近く

まで保育園のため、平日に 17 時閉館の図書室を利用することが難しいです。週に

一度 18 時閉館の日があればもっと図書室の利用ができるので、難しいとは思いま

すが、希望致します。

・ 中央図書館に子供用の机と椅子があればいいなと思います。
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・ 狛江市の図書館にこどもが小さいころからお世話になっています。こどもが本を手

に取ったとき、座り込んで読める場所がとても少ないのが気になります。本当は、

子どものコーナーだけはカーペット敷きにして、寝ころがって読めるくらいにして

ほしいです。

・ 上の子が産まれてから中央図書館に通いだし、かれこれ 8年。毎週通っていても新

しい本が増えている気がして、いつも楽しく選書をさせていただいております。

・ 中央には海外作者の絵本も多く、本屋さんでは選べない良書をたくさん知れて嬉し

いです。他館から予約もすぐに届けてくださり助かります。

・ 中央や分館の絵本ラインナップ(この館にはこんな本が多いとか)が一覧になって

ると、足を運んでみようかなという気になるかもしれません。

・ いつも読み聞かせに参加させていただき、ありがとうございます。下の子の出産に

際して、本とバッグを届き、読書推進に力を入れて下さっていることが伝わってき

ました。先日は秋の読書週間で、テーマに沿った３冊の本がラッピングされている

というものを子どもたちが借りました。帰宅して夢中で封を開けていました！自分

では図書館で見つけられなかったり借りなかったりする本が入っていたので、面白

かったようです。東京都内の施設に比べると狛江市図書館は小規模だと聞きます。

施設が明るく広くなり、蔵書が増えるといいなと願っています。

・ 戦争の話や、ハロウィーンやクリスマス等のその時期にちなんだ本が目立つところ

に置かれているのが、とてもいいです。読もうと思っていなかったのに、思わず手

にとって借りてみたくなります。

・ 図書館の規模が周辺の自治体と比べかなり小さいと思います。建て替えの計画があ

ると聞きましたが、できれば今の敷地で（階数を増やすなどして）規模を大きくし

てほしいです。

・ 図書館の子ども読書スペース復活を願います…

・ 正直、子連れで入りにくいです。今、下の子(1歳なりたて)が絵本等をしゃぶって

しまうので上の子も連れていきにくい状態です。もう少ししたら連れていきたいと

思います。

・ 小さいうちは本を激しく扱い、時に破ってしまうので図書館の本を借りようとは思

えないが、本を丁寧に扱えるようになったら利用したいと思う。そして子供が小学

生になったら、図書館が放課後を安全に過ごせる身近な場所になっていて欲しい。

・ 日々の生活に追われる中、このアンケートが図書館の事を思い出すきっかけになり

ました。ありがとうございます。

・ 10 か月くらいまでは読み聞かせても反応はないが、ひとまず聞いてくれていまし

た。1歳以降、一人で歩けるようになると、なかなか最後まで聞いてくれず、最近

は読み聞かせる回数が減ってしまいました。本も何冊か噛み付いたり破ったりして

しまいました。もう少し大きくなったらまた落ち着いて読み聞かせたいです。

・ 地域センターでやっていた読み聞かせの会をまたやって欲しいです。
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・ 本の記録がつけられる手帳を持っていますが、シールが地味で子ども心をくすぐら

ない感じです。せっかく手帳のシステムがあるのに知らない人も多いですし、図書

館カウンターでシールの発行をお願いしても手帳の事をよく知らない職員さんも

いらっしゃってとても残念に思います。もう少し子どもが「本を読みたい！」と思

う工夫が手帳にあったら良いなぁと思います。

・ いつもお世話になっております。蔵書数が５０万冊位ほしいところです。大人も子

どもも、様々な本に触れ合う機会を望んでおります。

・ 第一子も第二子も本が大好きなのですが、まだ下の子供が本を破ってしまうことが

あるため、借りずに買っています。

・ おすすめ絵本や人気の絵本などを保育園の壁に貼れるようチラシなどを配布して

出していただけたら良いなと思います。(購買の際に参考にします)

・ 親子や子供が図書館で絵本を開いたり、読んだりしやすいよう、机、椅子の設置や

スペース等が整備される事を切に願います。

・ イベント毎に特集して本をディスプレイしているのを楽しんでます、新しい本に出

会える特集を今後も楽しみにしています。

・ いつも利用をさせていただいております。カウンターの方も皆さん親切で、親子と

もどもお世話になっています。

・ 図書館を利用したいが、まだ本の扱いが上手くないので、やぶってしまったり、お

ってしまったりするという不安があり、なかなか借りることができない。大事に使

いたいので、余計に気になってしまい借りられない。

・ 外部の方を招いてのお話会など、コロナも落ち着いてきたので是非検討して頂きで

す。

・ 保育園では、本を良く読んでいる様なのですが、家ではあまり読まずに動画ばかり

見ています。本が好きになってくれると良いと思っていますが、何か良い案があり

ましたら教えて頂きたいです。

・ お話の会の回数を増やしてほしいです。図書館のスペースを拡大し、親子で絵本を

読める席を増やしてほしいです。駅前に返却ポストがあると、出勤前に返却できる

ので気軽に借りられるようになると思います。

・ コロナ感染拡大により図書館を使用することを控えていた。子ども(現在 3歳)が自

分で選んで自分で読むようになったら図書館の利用も増えると考えている。今後新

しく図書館が移転され自宅近くににできるという計画もあるようで楽しみにして

いる。

・ 育休中は、平日の読み聞かせに何度か参加しました。共働きになって、なかなか時

間が取れず最近は参加してませんが、親ではない人に読み聞かせをしてもらう機会

も大事だったと思います。子供は紙芝居が好きなので、図書館で紙芝居を借りられ

るのは嬉しいです。

・ 中央図書館は冊数が多いものの、子どもの歴史マンガなど、幼児小学生向けのもの
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が少ないように感じる。また日本の昔話や、世界の童話など、知っておいてほしい

お話の本が探しにくいので、もう少し子どもが見つけやすいように陳列してほしい。

・ 読書行事の日時が合えば是非参加したい。

・ 図書館を利用したいが、子供が大きな声を出したり、棚から本をかき集めてくるの

で、他者への迷惑を考えると利用できない。

・ 親子が一緒に声を出して読めるスペースがあれば利用しやすい。

・ 子供用の新しい本を入れて欲しい。寄付を募ってもいいと思います。

・ コロナ禍で、運用がどう変わったのかいまいちよくわからなかった。

・ 家に持ち帰って読む本は、子供自身が持ち帰るので重さや大きさの事も悩んで本を

選ぶがスペースが無くて困っている。コロナ以降は特に。・大人向けにはあるのに

子供向けにはないし、外のソファも撤去されお茶飲み休憩が出来ないので足が遠の

く。普段は中央図書館を利用しています

・ 1 歳向けの絵本はまだ無さそうな気がして図書館に行ってません。あとまだ年齢的

に、本を破ったり折ったりしそうなので…。もう少し大きくなったら行きたいなと

は思ってます。

・ 図書館が近くて気軽にいける場所でとても良かったです。狛江の図書館は雰囲気も

良くて居心地が良いと思います。子供も本が好きそうなので嬉しいです。これから

もたくさん利用をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

・ 新しい中央図書館の建設について 現在と同じ場所に建てて欲しいです。たとえ狭

くても、現在のように子供のためのスペースと大人のためのスペースがバリアフリ

ーで繋がっていることが必要だと思います。子供のために、あるいは大人のために

エレベーターを使ったり階段を使ったりしなければ目的の図書に辿り着かないよ

うな構造にすることは、利用者の機会を消極的に制限することにつながると思いま

す。ぜひ、小さな子供がいる親の目線も取り入れた計画を練っていただきたいです。

妊娠している頃から、本をたくさん読んで、人生の選択肢を増やすような子に育て

たいと思っていました。図書館は娘の楽しみだけではなく、様々な未来へつながる

道を与えてくれると思っています。蔵書数を増やす等わかりやすい数字で出る成果

を求めるだけでなく、ぜひ家族で利用する際に分断されずに利用できるようお願い

したいです。

・ 本を新しく買うのは負担になるので、図書館を利用できるのはとても便利。今まで

コロナの影響で利用していなかったですが、ぜひ利用したいです。子供が声が大き

いので、静かな場所で迷惑にならないか心配。

・ 狛江市の図書館で取り扱っている絵本が隣の川崎市に比べて少ない気がします。ま

た DVD や CD のようなメディアも取り扱って欲しいです。

・ あまりにも蔵書が少ないので、借りるという行動に移せない位です。読書スペース

もお座敷にするなど、幼児が読みやすい居場所作りをしてください。葛飾区の図書

館を参考にしていただきたい。
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・ 子供が車や電車が好きなのでこれからも増えていくといいなと思います。

・ 図書館の本が探しづらいです。おすすめ本や、似た分類で並べて頂けると子供も探

しやすいです。

・ 狛江は図書館が狭く蔵書も古いものが多い。近隣の世田谷や調布、川崎市多摩区の

図書館との差が激しい。図書館の蔵書数も少なく、新刊や人気のある本は予約して

も数ヶ月待ち、図書館の本棚に並びません。同じ本でも所有数を増やし、読みたい

時に読めるようにしてほしい。また、中央図書館の中に椅子が少ないためか、高齢

者がこども優先席に居座りこどもが絵本をゆっくり選ぶことができないことが

度々ある。

・ コロナ禍で難しいかもしれませんが、児童書付近に椅子や机を増やして欲しいです。

せめて子供が選んでる時に親が座れる椅子があると良いです。(現在妊婦の為特に

思います。)

・ 狛江市でも ・ぬいぐるみのお泊まり会 ・図書館通帳 など子どもが楽しめる行

事や企画をもっとたくさん取り組んでほしいです。

・ 共働きなので、貸し借りが簡単にもっと出来ればありがたいです。駅に回収ボック

スがあるとか、駅前に移動図書館でもあれば…

・ 絵本もたくさんあるので、もっとおすすめの本情報を発信いただけると有り難いで

す。

・ 子供と絵本を楽しむことは、子どもの心を育てる意味があると感じています。絵本

の中の出来事は子供にとって実体験しているかのように、想像して楽しんでいるの

が分かるのです。ことばをたくさん身につけるだけでなく、親子で同じ時間を共有

できる貴重な時間だと思い、大事にしています。子供の頃に読んだ絵本を大人にな

ってもずっと覚えているように、そんな絵本を子供にもたくさん作ってあげたいで

す。

・ 絵本を手に取って見てたくなるような雰囲気作りをしていただくと嬉しいです。

・ 狛江市立の図書館の蔵書を増やして欲しい。

・ 感謝してます。ありがとうございます。

・ 図書館の蔵書数を増やしてほしいです。

・ コロナ禍になり、遊びに出かけることが減り、久しぶりに図書館に行って本でも借

りようと思いました。たまたま遭遇した友達のお母さんに「わんぱくだん」が面白

いよとお薦めの本を教えてもらいました。借りてみると、子供は気に入ってわんぱ

くだん今日はあるかな？と楽しみにしながら図書館へ通うようになりました。そこ

から、これもこれも読んでみたいと自分で手に取り必ず上限の 10 冊借りて帰りま

す。先日は ひみつのこづつみをワクワクしながら選んで借りました。いつもは自

分で選んでいるけれど、何が入っているか分からない、キーワドで選ばれた本を手

にするのも面白い試みだと思いました。季節の装飾と共にそのテーマに合った絵本

も並べられていて、本を通して季節の話題もできます。いつもありがとうございま
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す。これからも利用したいと思います。

・ 読書週間のひみつのこづつみは親子共にわくわく楽しみました。

・ 図書館で人気のある本がいつも予約できるようにしてほしい

・ 図書館の建物自体が古いので新しくしてほしい。

・ いつも沢山の本をかりさせてもらって、とても感謝しています。ただ、中央図書館

の方の子どもへの接し方が冷たいと感じるときがあります。子どもは聞き分けの良

い子だけではありません。そういう子どもの親は、どこに行くにも苦労し、人に迷

惑をかけると思うと、買い物や図書館などは出来るだけ子どもと一緒に行かない様

にしています。でもどうしても一緒に行きたがり、一緒に行かざるを得ないときも

あります。そういう時に子どもが図書館の方に話しかけて、あたたかな声がけをし

て頂けると助かります。また中央図書館は本の数が多くて良いのですが、どの本を

かりたらいいのか選び辛いと感じます。テーマごとに棚に選びやすく表紙を表にし

て置いておいてくれる事がありますが、あの様におすすめの本を置いていただける

ととても選びやすいです。（なくなったら補充してほしい。）

・ 紙が好きなので噛んで壊してしまいそうでなかなか利用しにくい感じがあります。

もう少し大きくなったら利用したいと思ってます。

・ 狛江市は小さな市ではありますが、それでも人数の割には図書館の規模が小さいと

思います。そして、スペースが狭いので本を探しずらく、閉鎖的な環境が、リラッ

クスしてその場に長く滞在しづらくなっている気もします。結果、書店に行かざる

をえないのではないでしょうか。

・ 図書館にある絵本を借りて来ては喜んで読んでいるのでこれからも本好きでいて

欲しい

・ 図書館にはもう少し新し目の絵本も入荷されたら嬉しいです

・ 小さい年齢のうちから本を借りれることは知っていたが、本の破損などをしてしま

うのでは考えてしまい、なかなか行くに至らなかった。小学生位になったら利用し

たい。

・ 図書館は声を出してはいけない場所という認識があります。小さな子ども連れでは

読み聞かせや、本選びでどうしても大人の声かけが必要で、声を出してよい図書館

があると助かります。もし既にあれば、それを知る機会があるとよいです。よろし

くお願いいたします。

・ 親が読書好きではないので、子どもに本を読んだり、自分で読みなさいとは言えな

い。

・ 図書館は、親子とも、かなりの頻度、利用しています。その場合、近さがカギとな

るかと思います。うちから、一番近いのは南部地域センターですが、蔵書、サービ

スの面から、世田谷に、つい行ってしまいます。お話し会だけで、中央に行くのも、

距離を考えてしまいます。センターのサービス等の拡充をお願いします。

・ 図書館を良く利用させていただいています。月や季節ごとにオススメ図書のコーナ
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ーがあって、普段選ばないような本を手に取ることがあってとてもありがたいです。

子ども用の本コーナーではこども自身が探しやすいよう、字だけではなくどんな本

が置いてあるか、大きく見やすい字とイラストなどでコーナーがわかると良いのか

なと思います。(例:桃太郎の絵で「むかしばなしコーナー」、ぐりとぐらのイラス

トで「動物の絵本コーナー」など)

・ 子供にこの本を読んであげたいなと思ってもなかなか本が見つけれずもう少し見

つけやすい陳列方法や工夫が欲しいです。今月はこの本の特集です！ などあって

も楽しいかなと思います。小包みシリーズはとても面白くて良く利用させて頂いて

ます。

・ 地域センターの開館時間を、正午からではなく、9時もしくは 10 時からにしてほし

い。リクエストして不可だった場合も、何かしらの通知がほしい。返却後、その本

に次の予約が入ってない場合（延長済）、次回図書館に来た時ではなく、その場で

再度貸し出ししてほしい。西河原図書館以外でも、CD 等の貸出をしてほしい。電子

図書館のクモの絵が気持ち悪いので、削除してほしい。

・ 子供用の絵本に年齢の目安が書かれていると、選ぶ上で参考になると思います。

・ 火曜日揃って市内の図書館が閉まるのは痛い どこかはあけてほしい

・ 本だけでなく CDもかりたい

・ 子どもと声を出しながら読みやすいスペースがあると嬉しい。書架は見やすく、取

りやすいです。昔から読み継がれている本が、複数冊棚にあるといい。

・ 静かにしなくてもいい図書館、野外図書館のようなものだと、静かにするのが難し

い未就学男子でも行きやすいかも。多摩川でやっている「川の図書館」に時々行き

ます。

・ いまは特にコロナで利用時間が限られていて、お話会も 5名までとかだと参加しづ

らい…

・ コロナが落ち着いたら子供用の閲覧席を復活してほしいです。靴を脱がずに読める

椅子とテーブルが便利でした。

・ 子どもが借りた絵本で、誤ってページが取れてしまったことがあり、買いなおして

交換したことがありました。図書館の窓口で取れてしまったことを話すと、買い替

えです！の一点張りでした。その絵本は、皆さんが借りて、かなり傷んだところや

テープで補修した跡もあり、どうして買い換えなのか、テープでの補修ではダメな

のかわかりませんでした。その後しばらく借りるのも読んであげるのも嫌になりそ

うでした。図書館の本は大事に扱うのが大前提ですが、子どもの絵本についてはも

う少し大目に見てくださるとありがたいと感じました。

・ 中央図書館以外の地域センター内の図書館にも赤ちゃん向けの本のおすすめなど

充実させて欲しいです

・ 図書館に場所がなければホームページで特集してあれば、予約して取り寄せできる

ので中央図書館以外の充実をお願いします
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・ オンラインで図書カードの発行手続きを可能にしてほしい

・ 年齢別に本が置いてあるなど、選びやすいとよい。年齢が小さいとなかなか図書館

に行けない

・ 子どもにとって興味深い本がもっと増えて欲しい

・ 生後３ヶ月健診のブックスタートで絵本を読んでもらった際に子供がニコニコし

ながら聞いていたのをきっかけに、今でも親子で絵本を読む習慣ができました。保

育園でも絵本の貸し出しがあり、いつでも身近に本がある環境であることも有り難

いです。今後は市の図書館も利用していきたいと思います。

・ 図書館は静かに利用しなければならないので、小さい子供はなかなか静かに出来ず

気を使うことが多い。

・ 野川ライブラリーを利用してるが、子供のスペースがあると嬉しいです。

・ 英語の絵本・本をもっと増やしてほしい

・ 図書館にない本の取り寄せ希望をオンラインでできるようにしてほしい

・ イベントごとの本等、カテゴリー別にオンラインで検索できると嬉しい

・ 読書通帳？の様な物があれば子どもが喜ぶと思う。(読んだ本のリストが通帳にな

っているもの)

・ 狛江の中央図書館はもう少し大きくても良いと思う。地域センターに小さい図書室

があるのは良い。コロナで現在はほとんど使っていないが、基本的には図書館よく

利用するから、今後の活動にも期待しています。

・ 身近に様々な本を読める・様々な本に触れることができる場があるのは大変ありが

たいです。

・ 図書館前後の買い物や食事、その間の駐車場の便が良いため、いつも調布市の図書

館を利用している。

・ 狛江市の図書館にはほぼ足を運んだことがないが、子供が成長したら電子書籍を利

用したいと考えている。

・ 図書館活用しています。いつもありがとうございます。

・ いただいた本が既に持っているものだったので、選べると良いと思いました。

・ コロナでなかなか行きづらくなりました。狛江の図書館より大人子供ともにたくさ

んの中から選べる調布図書館に行くことの方が多いです。(ごめんなさい)

・ 中央図書館が自宅から近いため、週に一回以上お世話になっています。こどもなの

で、声が大きくなってしまったり、小走りしてしまったりを注意しつつという感じ

ですが、職員の皆さんがいつも温かく見守ってくださるため、通い続けられていま

す。季節のセレクトもいつも楽しみにしてます。

・ 図書館はこどもの教育ために大切な施設なので、規模を小さくしたり予算を削った

りしないで欲しいです。

・ こんな子におすすめ、とか、○歳児に読んであげたい本、とか、図書館からのリコ

メンドあると、自分たちで選んでたら絶対に読まない本とかに巡り合えそう。もう



27

やっているとしたら、気づけてないです。

・ もう少し絵本の数を増やしていただきたいですが、無料で提供していただき大変助

かっております。

・ 狛江市に住むまでの幼い頃、渋谷区のこども図書館という施設を利用しておりまし

た。規模感など大変すばらしく、ぜひ狛江市にも有ればいいと思いました。ますま

す今後子どもが増えていくべき市だと思いますので、建物ごととはいかなくても子

どもたちがくつろげる図書館を作っていただけたら嬉しいです。

・ 絵本の並び順が図書館毎に違うので統一してほしい。出版社順は分かりにくいです。

・ ブックスタート事業は大変良いと思います。スタート時だけでなく、その後も月齢

に合わせた本を紹介、プレゼントして貰えると大変嬉しいです。また、市内の本屋

で児童書を購入すると割引きになる GOTO 本屋キャンペーンのような事業もご検討

いただけたら幸いです。狛江市の教育と中小企業の応援施策としても効果が期待出

来ると思います。

・ 岩戸地域センターを子供達と良く利用させて頂いてます。図書の管理されている方

で、対応、話し方、雰囲気が怖いと感じる方がいます、優しい方もいらっしゃるの

で。もう少し、穏やかな雰囲気で仕事をされても良いのではないかなと思っていま

す。

・ 借りた絵本にいたずら書きや破損をしてしまいそうで、怖くて図書館から本が借り

られません。

・ 中央図書館は古くて狭く貯蔵図書にも限界があり魅力を感じません。都内にはもっ

と魅力的な図書館を持つ自治体があり羨ましく思っています。建て替えの話が出て

いますが、他の図書館を参考にして頂きたいです。

・ 0.1.2 歳を対象とした読み聞かせを再開してほしい。上の子の際は育休中毎日参加

していました。今したのかな育休中ですが、コロナによりないため参加したくても

参加できません。読み聞かせ会は本に親しむいい機会となると思うので、感染対策

をした上で開催してほしいです。働く家庭のために土日開催も希望します。よろし

くお願いします。

・ 小さい時はとにかく手に取って舐めたりするので、図書館で借りるのは少し抵抗が

ある。何度も同じものを繰り返し読むので書店で買う方が多い。

・ ぜひ図書館を改修してほしい。建物があまりに古く、利用する気になれない。

・ 子どもが利用しやすい、居場所となるような図書館であって欲しいです。困ったこ

とがあったとき、なんとなく暇なとき、不登校の子供が「そうだ！図書館に行こう！」

と思えるような場所であってほしいです。

・ 図書館内に資料検索、開架場所の検索があると便利だと思います。

・ 本屋さんだと本を選ぶけど、図書館では選ばない。なんてことを周りで聞きます、

本の収納方法などで、子どもにも見やすい明るい環境になれば変わるのではないか

と思います。子ども向けの本をもっと常時閲覧できるようにしてほしいです、スペ
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ースの問題で難しいとは思いますが、一々職員の方に出してもらうのも心苦しいで

す。

・ 狛江の図書館の子ども室は、使いやすくてよいと思います。いつもありがとうござ

います。各地域センターにある図書室が、午前中は開室していないので、残念に思

います。午前中から開けてくれたらいいのになぁ。子どもが小さいうちは特に、午

前中が利用しやすいです。

・ 紙芝居が大好きで、よく読んでくれ、と言って持ってきます。狛江の図書館は、紙

芝居も置いてあるので、とてもいいと思います。

・ 地域センターにある図書室は、午前中は開室していないので残念です。午前中から

開けてくれたらいいのになぁ。

・ 狛江図書館のスタッフは、皆さんが親切で子供にも優しく対等に接してくださるた

め、図書館が大好きな子供に育っています。昨年春の自粛期間で、最も困ったこと

が図書館の閉鎖でした。感染対策で、大変なご苦労がある中、開館し続けてくださ

っていることに、深く感謝し、スタッフの方々を尊敬しています。図書館のイベン

トも親子ともに大好きで、こづつみイベントは、知らない世界に入ることができる

貴重な機会となっています。今後ともよろしくお願いします。

・ 子供向けコーナーは、子供でも絵本を取りやすくしてほしい。

・ 子供用椅子や机で絵本を選びながら気軽に絵本の試し読みができるスペースがほ

しい。

・ 有名絵本の種類も数も増やしてほしい。ランキングにのる絵本をその場で借りよう

としても大抵置いていない。わざわざ予約まではしていない。

・ 絵本棚の通路を広くしてほしい。子供が複数人通路にいても狭いと感じない広さが

ほしい。通路狭いとベビーカーで移動するのが心苦しくなる。

・ いつも中央図書館を利用させていただいています。子供が好きな電車の本をいつも

借りています。乗り物コーナーがあるので、息子も探しやすいようです。乗り物系

の本をもっと充実させていただけると嬉しいです。

・ 移動図書館があれば嬉しいです。返却期限の延長がオンラインでできればありがた

いです。

・ 年齢別におすすめの本を教えてほしい。

・ 親子連れに関して、図書館をもっと長居できる場所にしてほしい。つい静かにしな

ければと思い、滞在時間は必要最低限に留めている。こども本の森 中之島やいた

ばしボローニャ絵本館のような場所が市内にあると大変嬉しい。

・ 小学生男子も楽しめる、歴史マンガや科学マンガコーナーの充実、及びこども本の

森 中之島やいたばしボローニャ絵本館のような場所が市内にあると大変嬉しい。

・ いつも利用させていただき、ありがとうございます。本を予約して最寄りの分室で

受け取れる/返却できるのは本当に助かっています。

・ 狛江市の図書館への要望は全体的に蔵書量を増やしてほしいことと、学習スペース
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を設けて欲しいことです。

・ 働いていると平日の図書館は行きにくいので、電子書籍で 24 時間いつでも貸し借

りできたり、ネット経由で借りて宅配で届く、ということができれば助かります。

そうなれば図書館の敷居が低くなるのでもっと利用すると思います。

・ 以前は保育園の帰りに毎日図書館に寄り、3冊まで本人に選ばせ、読み聞かせをし

て帰宅していました（2から 3歳頃）。しかしある時、図書館が突然、館内閲覧禁止

になり、司書の方に注意されて以降、一切図書館に行きたがらなくなりました。休

日に誘って、紙芝居を親が借りて帰る事もしましたが、帰宅後は数回しか読まず、

次を読みたがる事も無くなりました。「絵本がたくさん読める園に転園したい」と

言い出す時があり、親としては図書館で読んで欲しいので、調布市等に行こうかと

検討しています。（現在 3歳です。）子供からするとルーティンや今日やりたいと思

っていた事を覆されると予定変更は困難です。開館時間の変更や、子供の読書スペ

ースの再開等、建物前、敷地前にもう少し大々的に、事前に分かるように出来ない

でしょうか（レストランの方がよほど分かりやすいです…）。

・ 子ども専用の図書室があってもいいと思っています。あるおはなしが重複であった

りしますが、みたい本（通信講座のおすすめ本）にある本がなかったりするので、

本の種類や分類を増やしてほしいと思っています。また各館 10 時からオープンし

ていただけると、子どもと一緒に気軽に図書館に行けるかなと思います。

・ 常にではないですが、気になった本がある時は利用させて頂いています。コロナ禍

でも殺菌の機械を置いてもらえたり、安心して借りることができています。現在息

子は４歳で、赤ちゃんの頃より読み聞かせをする時間が減りました（違う遊びが多

くなったので）ですが、公立保育園に通っているのでそこで絵本を毎日読んでいる

ようです。公立保育園と図書館が連携して色々な本に触れさせてもらっているのか

な？と思います。これからも子どもが沢山の絵本に触れられますよう活動してくだ

さると嬉しいです。



令和４年 3月 16 日（水）第３回狛江市新図書館整備基本構想検討委員会

資料２

1

1-1．新図書館検討の経緯

「狛江市民センター改修等基本方針」（令和２年８月策
定）で方針決定。駄倉地区センター・商工会敷地に新図
書館、新市民センター内に図書コーナーを整備予定

1-２．狛江市及び市立図書館の概況

（１）狛江市の概況と関連計画等

狛江市の概況

全国で２番目に小さい市で地形も平坦なことから、徒
歩や自転車での移動が容易。ベッドタウンとして発展
してきた一方、「水と緑のまち」として自然も豊か

人口は現在も増加傾向にあるが将来的には減少し、高
齢化も着実に進行する見込み

市内公共建築物床面積の半分を学校施設が占め、それ
らの更新時期を迎えると整備費が増大する見込み

音楽、絵手紙発祥、古墳や史跡のまち等の特色あり 等

関連計画等の内容

将来都市像は「ともに創る 文化はぐくむまち ～水と
緑の狛江～」。社会教育等分野では、「生涯を通じて学
び、歴史が身近に感じられるまち」づくりを推進

生涯を通じた学びの実現に向け、図書館の利便性・利用
率向上や機能強化、図書資料の充実のための方策を検
討。学校図書館との連携も推進

公共施設の総量の適正化を図るとともに、多様で効率
的な整備方法等を検討 等

1-３．図書館等最新事例

まちらしさにつながる事例

-地域資料発信のほか、ビジネス・子育
て支援・アート・音楽関連サービスに
注力することで特色化

-地域や市民と積極的に連携してサー
ビスを展開

利便性向上につながる事例

- IC タグシステムを活用

-駅近隣・ベッドタウン等の立地を踏ま
えて開館時間外・施設外でも資料提供

資源の有効活用につながる事例

- ICT を活用し、スペースを伴わずに充
実したサービスを展開

-自治体内の図書館・図書室間で機能や
蔵書を分担

1-４．市民ニーズ

（１）Web アンケート（令和3年度・244票回収）

特にできると良い使い方として、資料の閲覧や
調べ物を半数以上が選択。その他、25～30％程
度は、子ども連れでの利用や、職員への気軽な相
談、日常生活に関する情報を得る等も選択

新図書館図書コーナーで重視すべき利用者層は
「子どもや子育て世代」が最多（48.0％）

（２）ワークショップ

作成予定

（３）ヒアリング

個人・団体ボランティアや利用支援サービス協力員、福祉関連団体は、活動スペース・対面朗読室・
音訳室等の設置や、利用支援サービス及びバリアフリー対応の充実、活動内容の周知、交流の支援
等を希望

1-４．望ましい基準及び他自治体水準

人口 1人当たりの蔵書冊数・延床面積・貸出数は、望ましい基準目標基準例や他自治体（人口

同規模市・多摩地域）の水準以下。予約件数は目標基準例・人口同規模市平均を上回る 等

1-6．市立図書館が抱える課題

①利用促進や狛江市らしさ創出に資するサービスの充実

より幅広い層の積極的かつ継続的な利用を促すため
のサービス展開／「狛江市らしい」「狛江市ならではの」
魅力や文化の創出・継承への貢献

②市民ニーズと将来展望双方を踏まえた効率的な蔵書構築

狛江市として望ましい蔵書の規模や構成、適切な所
蔵方法の実現

③新図書館規模等を踏まえたより効果的な機能配置

新図書館や新市民センター図書コーナー、地域セン
ター図書室等限られた資源の有効活用につながるネッ
トワークの実現

④地域との連携、市民との協働の実現

より一層の地域との連携、市民との協働の実現に向
けた取組みの推進

1-5．敷地条件

新図書館の整備候補地は、現商工会・
駄倉地区センター敷地

地域地区
近隣商業地域・第二種中高
層住居専用地域／第二種高
度地区／準防火地域

敷地面積 580㎡
許容建築面積 412㎡
許容延床面積 1,160 ㎡

（２）市立図書館の概況

中央図書館・５図書室があり、一部は近隣に立地。蔵
書や機能の重複も見られる。

中央図書館では老朽化が進行。閲覧・学習・資料保存
等のためのスペースが不足。市立図書館全体でも親子
連れやグループでの利用、交流・滞在・市民活動目的
での利用、対面朗読等に対応するための環境は不十分

市全体の蔵書冊数は約 30 万冊でほぼ横ばいで推移。
近年は所在不明の資料が多い（約 1,000 点/年）

公衆無線 LANやタブレット・電子書籍などの ICT を活
用したサービスや、利用対象別のサービスも展開して
いる一方、市民・地域の課題解決を目指したサービス
には未着手

市民の登録率は約 26％で、23～30歳や 51歳以上で登録率が低い

貸出は全体の約 60％以上が中央図書館。児童書の利用が全体の 40％を占め増加傾向。地域セ
ンター図書室では貸出冊数の半分以上が児童書

貸出利用者数・冊数と比較して予約は増加傾向。電子書籍は働き世代の利用が多い。他自治体と
の相互貸借については、借受冊数が貸出冊数を大きく上回る

中央図書館は毎週火曜日が休館。資料の修理や館内の整理、おはなし会事業、布絵本の提供、利
用支援サービス等でボランティアと協働。各施設が運営や選書を行うことで独自色が存在 等

 

市内図書館・図書室位置図

58.6%

58.6%

32.0%

24.2%

24.2%

くつろいで本や雑誌を読む

落ち着いて調べものや学習をする

子ども連れで気軽に読み聞かせなどをする

資料・情報を得るために気軽に相談する

日常生活に関する知識や情報を得る

図書館で特にできると良いこと（複数回答）

n=244
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２-1．新図書館を含む市立図書館全体のあり方

（１）市立図書館として今後目指す方向性

サービス

利便性を向上するため、資料提供・レファレンス・利用支援等の既存サービスの充実や利用しやす

い開館時間帯の設定、ハイブリッドサービスの拡充等を検討。また、市の特性も踏まえ、子どもの

読書習慣形成や子育て層の居場所づくり、働き世代のスキルアップ、シニア層の生きがいづくりに

資するサービスのほか、音楽・アート関連サービスの展開やまちの歴史の発信、市民連携等も重視

資料規模・所蔵方法（※具体的冊数等を今後追加予定）

サービス網全体で資料規模の拡大を目指す。併せて、一部図書室の特色化や、図書室間での蔵書の

重複を減らすこと、電子書籍の拡充を図ることで、タイトル数も充実。

機能配置（※今後作成予定）

作成予定

（２）新中央図書館及び各図書室等のあり方

市民の学びや暮らしを彩り、狛江の実りを未来へつなぐ

-子どもから高齢者まであらゆる市民に必要な学びの場や機会を創出するサービスを市内全域で展開
-市民同士のつながりや多彩な知・文化の拠点となり、まちの課題の解決や持続的な発展にも貢献
-コンパクトなまちを活かし、新図書館を核とするサービス網全体でサービスや資料、施設等を充実

市立図書館が今後目指す方向性

作成予定
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スペース 新しい市民センターの使い方に関するご意見 必要な機能・設備・スペースに関するご意見
バリアフリー化 社会教育士を配置（人材）
車椅子でも使いやすいように 市民の求める事業企画
オープンな事務所 気軽に話せる相談できる 全体に暗い、汚い→明るく、きれいに
全体に入りやすい場所に 人を排除しない
利用時間区分の見直し（今はAM・PMで予約、PMで1時間しか使わない）小さい所で住み分けを
狛江のアピール 玄関にポスター等 ユニバーサルデザイン 車椅子・ベビーカー・聴覚障害の方への配慮

エレベーター ストレッチャー入る 対応（ユニバーサルデザイン）
子どもにも安全な設備 机など（ユニバーサルデザイン）
地域センターとの共同（他施設との連携）
児童館 学校施設社会教育利用 地域センターとの共同 学校
（他施設との連携）
公民館の役割機能、支援センターの役割機能を共有して考える
（他施設との連携）
ネット環境（IT・ネット環境）
Wi-Fi設備（今のWi-Fi 1時間で切れる）（IT・ネット環境）
Zoom使える（IT・ネット環境）
タブレット10台くらい貸し出せる（IT・ネット環境）
雨漏りがないこと
キレイなトイレ
何はなくとも換気 外気と直接に換気

ホール 明るいホール
部屋の内部全体が木で出来ている「森の部屋」
会議室予約が取りやすい（定例の会で埋まっている？）

講座室・視聴覚室 防音・音響設備（視聴覚室にしかない、少ない）
工芸室はどのくらいの活動がされている
岩戸にできたが使っていないならやめる
おとな食堂 食事できる場所
災害時 困窮者支援の一環の食支援ができる機能（災害機能） きれいな器具

地下でなく入口・テラスなどの近く
小学生向けプログラミングセミナーやりやすくする 小学生プログラミングセミナーを実施しやすいIT環境を整えたい
避難所機能（災害機能） ①Wi-Fi 1時間で切れないようにしたい
避難路 安全・通りやすく（今わかりにくい）（災害機能） ②タブレットが足りない 10台以上ほしい
公民館と市民活動支援センターの事務局配置はどうする？
（市民活動支援センターと公民館の役割明確化）
公民館と市民活動支援センターの空間（スペース）配置は？
（市民活動支援センターと公民館の役割明確化）
図書館と市民センターではなかったか！！
（市民活動支援センターと公民館の役割明確化）
市民活動支援センター機能が入るのは反対！！
（市民活動支援センターと公民館の役割明確化）
市民活動支援センターは災害時ボラセンになるのでは？
防災センターから少し離れた方が良い！！
（市民活動支援センターと公民館の役割明確化）
公民館職員のスキルアップ（企画力など）
ホールの外にステキなドライエリア 誰も見ないでもったいない
（地下ホールからしか見えない）
テラスにパオを！！
屋上・テラスの活用
市役所入口広場とのつながりをつくって活かす
プラネタリウム
天体望遠鏡の部屋
若者・働く世代 自習スペース・コワーキング（自習スペース）
子ども・学生自習スペース（自習スペース）
学習スペース 小学生でも使いやすい
理科室の設置
フリースペース いろいろな人が使える
フリースペース 展示・発表・情報提供・共有

グループ名：サンタ

新しい市民センターに必要な設備・機能を考えよう

会議室

工芸室

調理実習室

施設全体・運営面

市民活動
支援センター

その他のスペース
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スペース 新しい市民センターの使い方に関するご意見 必要な機能・設備・スペースに関するご意見
昼の会議室を2部制にすると倍利用可 大型な機械（工作機械）
部屋の取り方が大変 高価な道具 ソフト 資料 VR機
現在の朝・午後・夜→朝・午後１・２・夜の4部制に 閲覧・自習室 もう少し利用できる席を増やしてほしい
会社/家庭以外のスペース＝サードプレイスとしての役割を考えてほしい 常設 自習スペース
ZEB化は必須 できないなら建て替える 個人で手持ちの資料を使って作業するスペースが必要
展示コーナー ミニ博物館として設置してほしい すでに議論されてきた、たて・よこの増築をさらに追求する
（出土品がたくさんあるので） 講座室の横スペース→室利用へと変える
フリー託児機能 いろいろできる場にはスペース増が必要
地下水流を省エネ利用する 市民食堂300㎡は市民センタースペースに

夜間開場（時には）
トイレ 女性用トイレを増やす 
現在は3つだけですが、5つは作る必要あり 和式→洋式へ
トイレをバリアフリー・最新式に オリンピック仕様
オストメイト
コーヒーが飲める場所（カフェ）
ビールやワインが飲めて交流できる場がほしい
フリースペースを設置し、コーヒー・紅茶・茶・クッキーを置いて
多世代間の交流を図る

現役の市民が聞きたくなるような市民ゼミの企画 100～150名が同時に利用するホール
発表・配売の場 作品等
センター祭りは大切なイベント
各センターをオンライン接続、会議など
配信設備の充実（各室に配信）
Wi-Fiやプレゼン設備の充実した会議室
常設コワーキングスペースがほしい
会議室を大部屋にする事とともにパーテーションで区切り
活用を拡大する
社会教育施設として拡充を
音楽室にはカラオケ設備を
配信を受信して上映できるスペースがほしい

子ども食堂に使用できる調理実習室
料理室と明るい場所で交流できるように
まちづくりについて市と市民が話し合える場にしてほしい
スペース増ができないなら、支援センターは市民センターに入れるのは
むつかしい（スペース増できるなら良い）
屋上テラスを活用できる施設
太陽光パネルの設置をして省エネを考える
サバイバル機能（災害時）

グループ名：トナカイ

新しい市民センターに必要な設備・機能を考えよう

ホール

講座室・視聴覚室

調理実習室

市民活動
支援センター

屋外

施設全体・運営面

会議室
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スペース 新しい市民センターの使い方に関するご意見 必要な機能・設備・スペースに関するご意見
エコシステム 地下水利用した水冷
太陽光パネルの設置
バリアフリー
バリアフリー化
Wi-Fi 自習 ワークスペース 電源利用
情報コーナーの一元化
Wi-Fi
広い団体活動室、印刷機・コピー機・作業台
集う・憩う ロビー・喫茶コーナー・親子スペース
印刷機・備品の利用（団活室？）
市民ひろばとの一体スペース
市民ひろばの活用 イベント・キッチンカー・ベンチ
正面の垣根・中扉をなくし、ひろばと一体に
コミュニティスペースに接続する乳児/幼児コーナー 開かれた事務室
出合う・ふれあうコミュニティスペース
フリースペース・喫茶コーナー・展示
コミュニティスペース（にぎやかに過ごすことのできる）
コミュニティスペースの必要性 
利用団体・図書館と市民とのつながり 展示・発表etc.
オープンな事務室
専門職による講座・相談等 市民活動支援
図書の電子化により増書、省スペース
☆１読書 ☆２博物館
施設内のタブレット貸出し☆１☆２
学習室 静かに調べもの等できる
学習室 みんなでワイワイ調べものできる部屋
自習室
授乳スペース おむつ替えスペース
保育室の常時開放 自主管理
子連れファミリーがゆったり過ごせるスペース（木の床）
児童書の増書
子どもたちが自由に使えるスペース、ワイワイ、漫画、ゲームなど
広い世代で継続していくために 青少年の居場所
防音室、静かな会議室/討論の会場

ホールの講演・公演の優先利用（大会議室の増設が前提） キレイなトイレ
時間割を３→４に増やす 理科実験の出来る部屋
市民の動線になる市民センター（回遊性・開放感）
一小方面への通り抜け
公益活動のグループが利用しやすい市民センター
一旦止めて、市民センターの最小限の改修をして
市民センターの再検討をする
図書館 狭さ、蔵書の少なさの解消できない駄倉新図書館はダメ

ホール コンサート・大きな集会のできる装置の整ったホール
あまり小さな会議室は不要、現在の第1～第3くらいの大きさは必要
大会議室の増設 床板張り、防音、絶対的に必要 
20人以上集まれる部屋 会合、音楽、ダンス等 多目的
広い会議室をパーテーション等で用途の複層化
スペースの調整が出来る区画
防音設備のある部屋 各部屋で異なる活動ができる
ミニ音楽会のできるスペース→コミュニティスペース・ロビー
音楽スタジオ
防音設備の充実した室
音響設備・映像設備の整った講座室
調理室と隣り合わせて会食できる部屋
子ども食堂が使いやすい調理→飲食スペース
改修にあたり料理実習室の設備は含める
工芸室・調理実習室の移転

グループ名：ツリー

新しい市民センターに必要な設備・機能を考えよう

エコ

バリアフリー

現役世代も来たくなる市民センター

団体活動

市民ひろばとの回遊性

コミュニティスペース

事務室

図書

会議室

広めの会議室

パーテーション

講座室・視聴覚室

音楽活動、防音に関すること

調理実習室

施設全体・運営面

子ども（親子）が来やすい市民センター
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